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令和 2 年 4 月 30 日 

関係各位 

令和 2 年度  日本商工会議所青年部 会長 米良 充朝 

北海道ブロック商工会議所青年部連合会 会長 住吉 赳夫 

東北ブロック商工会議所青年部連合会 会長 上嶋 竜一 

関東ブロック商工会議所青年部連合会 会長 大木 武士 

北陸信越ブロック商工会議所青年部連合会 会長 潟沼 秀憲 

東海ブロック商工会議所青年部連合会 会長 澤野 泰隆 

近畿ブロック商工会議所青年部連合会 会長 松本智亜樹 

中国ブロック商工会議所青年部連合会 会長 湯村 大介 

四国ブロック商工会議所青年部連合会 会長 矢野 秀典 

九州ブロック商工会議所青年部連合会 会長 本田利一郎 

 

「新型コロナウイルスに関する緊急アンケート調査 回答集計報告書」 について  

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 平素より、日本商工会議所青年部及び各地ブ

ロック商工会議所青年部連合会の諸活動に対し、特段のご高配を賜り誠にありがとうございます。 

全国５１５商工会議所は、地域の総合経済団体として「中小企業の活力強化」と「地域経済の活性化」

に向けて、多岐にわたる種々の活動を展開しております。青年経済人で構成している商工会議所青年部

は、こうした商工会議所活動の一翼を担い、地域経済社会の振興、発展に向けた活動を幅広く行ってい

ます。 

この度、９ブロック商工会議所青年部連合会として、3 月 31 日に九州ブロック商工会議所青年部連合

会が調査したアンケートを全国に広げ、９ブロック商工会議所連合会会長アンケート調査を実施しまし

た。昨今、蔓延している新型コロナウイルスの影響について全国 415 単会約 34,000 名の会員を対象に

アンケート調査を実施いたしました。 

 

その結果、新型コロナウイルスについて経営に「マイナスの影響がでている」「今後マイナスの影響が

懸念される」との回答があわせて約 90％となっており、日本国内全域幅広い業種において甚大な悪影響

がでていることがうかがえます。 

各事業者の対応・対策についても多くの意見が寄せられており、多業種にわたり若手経営者の置かれ

た現状の把握と現状への対応策等が把握できるものとなっております。また、要望についても非常に多

くの意見が寄せられております。 

本報告書をもとに、事業者の置かれている現状の把握に活かしていただければ幸いです。 敬具 
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Q８．現在、困っていることを解決するために要望したいことを教えてください。  

 回答のニュアンスが伝わるようあえて修正せず記入されたものをそのまま記載しております。 P23 
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アンケート基礎データ 

 

・調査実施期間： 

令和 2 年 4 月 1 日～4 月 20 日 

・調査対象： 

全国の商工会議所青年部 415 単会の会員約 34,000 名 

※九州ブロックは先行実施し、結果公表済みです。 

詳細は日本ＹＥＧウェブサイト翔生 2020 年 4 月 2 日の記事をご覧ください。 

・有効回答数： 

5,935 件（＋九州ブロック 704 件） 

・回答方法： 

記述式・Ｗｅｂ上にて回答 

 

 

 

 

 

 

 

商工会議所青年部（YEG）とは？ 

商工会議所青年部は、次代の地域経済を担う若手経営者・後継者の相互研鑽の場として、

また、 

青年経済人として資質の向上と会員相互の交流を通じて、企業の発展と豊かな地域経済社

会を築く 

ことを目的としています。 

活動の中心は、あくまでも地域経済をリードする若き企業経営者の勉強の場であり、企業

の発展と 

同時に、地域経済の発展を図る商工会議所活動の一翼を担うという理念のもとに、各地の

商工会議 

所に設置されています。 

地域の商工業者の後継者として若さと情熱をもった若き経済人として、産業分野のリーダ

ーとして 

活躍しています。まさに「若き企業家集団〈ＹＥＧ (Young Entrepr eneurs Group) 〉」と

して、 

地域の次代を担う志の高い経営者の育成に貢献していると確信しています。 

商工会議所青年部（YEG）とは？(概略) 

商工会議所青年部は、次代の地域経済を担う若手経営者・後継者の相互研鑽の場として、ま

た、青年経済人として資質の向上と会員相互の交流を通じて、企業の発展と豊かな地域経済

社会を築くことを目的としています。 

活動の中心は、あくまでも地域経済をリードする若き企業経営者の勉強の場であり、企業の

発展と同時に、地域経済の発展を図る商工会議所活動の一翼を担うという理念のもとに、各

地の商工会議所に設置されています。 

地域の商工業者の後継者として若さと情熱をもった若き経済人として、産業分野のリーダー

として活躍しています。まさに「若き企業家集団〈ＹＥＧ (Young Entrepr eneurs Group) 〉」

として、地域の次代を担う志の高い経営者の育成に貢献していると確信しています。 
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日本商工会議所青年部の概要 

商工会議所青年部 ［YEG］とは? 

 

●商工会議所青年部の目的 

 商工会議所青年部は、次代の地域経済を担う若手経営者・後継者の相互研鑽の場として、また、青年

経済人として資質の向上と会員相互の交流を通じて、企業の発展と豊かな地域経済社会を築くことを目

的としています。 

 活動の中心は、あくまでも地域経済をリードする若き企業経営者の勉強の場であり、綱領・指針に則

り、企業の発展と同時に、地域経済の発展を図る商工会議所活動の一翼を担うという理念のもとに、各

地の商工会議所に設置されています。 

 現在、商工会議所青年部は、全国 515 商工会議所のうち 469 カ所に設置され、うち日本商工会議所青

年部（日本 YEG）に加盟する青年部は、415 青年部、会員数は 33,812 人（会員数は 2020 年 4 月現在）

を数えるまでに大きく成長してきました。青年部出身の会頭、副会頭も増え、常議員、議員を合わせる

と約 7,800 人にものぼる 

 （現役会員を含む、2019 年 12 月現在）など、地域の商工業者の後継者として若さと情熱をもった若

き経済人として、産業分野のリーダーとして活躍しています。まさに「若き企業家集団〈YEG 

（Young EntrepreneursGroup）〉」として、地域の次代を担う志の高い経営者の育成に貢献していると確

信しています。日本 YEG は、ますますその存在と責任の重さを感じながら、真に地域が繁栄していく

ためのリーダーづくりに努力していきます。 

 

●日本商工会議所青年部（日本 YEG）とは 

正式名称：全国商工会議所青年部連合会 

表 記：日本商工会議所青年部 

呼 称：日本 YEG 

会 員：415 単会:加入率 88.5% （2020 年 4 月現在） 

特別会員：45 道府県商工会議所青年部連合会 

…未設置 東京都・山梨県 

 

9 ブロック商工会議所青年部連合会 

総メンバー数 33,812 人（2020 年 4 月現在） 

 

事 務 局 日本商工会議所 中小企業振興部内 

東京都千代田区丸の内 3-2-2 

丸の内二重橋ビル 

TEL 03-3283-7848/FAX 03-3211-4859 
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●日本商工会議所青年部（日本 YEG）の事業 

 日本 YEG には 3 つの大きな事業があります。青年部の祭典として「全国大会」。全国を 9 ブロックに

分けて研修と事業の成果について情報交換を行う「ブロック大会」。そしてこれからの青年部活動のた

めのリーダー研修の場としての「全国会長研修会」。この大事業を中心にヒューマンネットワークづく

りを実践しています。 

 このほか、個々の事業所の経営力向上につながる研修会等、また、ビジネスネットワークを構築し更

なる経営基盤の強化につながる事業を実施し、会員事業所の発展につなげる事業を推進しています。 

 また、地域・業界・個々の事業所などで抱える諸問題について、取りまとめ検証し日商会頭へ具申、

提言活動を行なっています。さらに、平成 18 年度からは、国の若手公務員との意見交換も行ない、地

域からの声を国や行政に訴えるためのパイプ作りがなされております。 

 

1.全国会長研修会 

（目的）:各地商工会議所青年部の指導的役割を担う会長、次期会長予定者、および担当事務局を対象に、

地域経済を担うリーダーとしての資質の向上と意識の高揚を図るとともに、青年部の当面する課題等に

ついて意見交換を行い、青年部組織の活性化と一層の充実に資する。（「日本商工会議所青年部全国会長

研修会」開催要項より抜粋） 

 

2.全国大会 

（目的）:商工会議所活動の一翼を担う全国各地の青年経済人が、交流と研鑚を通じて次代への先導者と

しての意識高揚を図る。併せて、新しい地域文化の創造と豊かで住みよい地域づくりに向けた役割と責

務について認識を深める。以て、地域経済社会の将来にわたる健全な成長・発展に寄与する。（「日本商

工会議所青年部全国会大会」開催要項より抜粋） 

 

3.ブロック大会 

（目的）:経済・社会環境が大きく変化する中で、企業と地域社会の次代を担う青年経済人が互いに交流

と連携の輪を拡げ、企業の発展と豊かな地域社会の形成に果たす商工会議所の役割を認識し、その実現

のために青年経済人として何をなすべきかを研究し研鑽することを目的とする。（「日本商工会議所青年

部ブロック大会」開催要項より抜粋） 

 

●日本商工会議所青年部 ［日本 YEG］の歴史 

 

 商工会議所青年部は、次代の地域経済を担う後継者の相互研鑽の場として、また青年経済人として、

資質の向上と会員相互の交流を通じ、自企業の発展と豊かな地域経済社会を築くことを目的に、全国各

地の商工会議所に設置されています。 

 

 商工会議所青年部の活動は、企業経営や商工会議所の勉強の場であり、交流や連携、研修や研鑽を通
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じて企業の発展を図ることや、企業や地域を取巻く諸問題解決のための意見・建議活動を行うなど、商

工会議所活動の強化につながることや、各種団体の青年部等との相違点についての理解や認識が深まる

につれて、青年部を設置する商工会議所が急速に増えました。 

 

 このような中で、先進青年部の中から日本商工会議所（日商）に対して「青年部の全国組織化を図っ

てほしい」「全国大会を開催してほしい」という要請が、1979 年（昭和 54 年）頃から出てきました。そ

こで日商では、全国組織化や全国大会を開催する前に、商工会議所青年部の目的、あり方を確認し合う

必要があるとの観点から、地域ブロックごとに、青年部の運営研究会を開催してきました。 

 

 こうした経緯を踏まえ、「行動する商工会議所に若い力を」のスローガンのもとに、商工会議所青年部

の初めての全国大会が 1981 年（昭和 56 年）11 月に群馬県前橋市で開催されました。この大会で「全

国組織化を図れ」との提案があり、参加者全員の総意で採択されました。 

 

 これを受けて日商では、全国 9 ブロックの青年部の代表 25 人から成る「全国組織化推進委員会」を

設け、全国組織化の必要性について再確認するとともに、全国連合会が行うべき事業とその収支予算等

について検討を重ねてきました。1982 年（昭和 57 年）10 月に富山県高岡市で「若い力を結集し、商工

会議所に新たな飛躍を」のスローガンのもとに第 2 回の全国大会が開催されましたが、その際、全国商

工会議所青年部連合会の結成大会も併せて開催され、全国組織化推進委員会が検討してきた連合会の規

約、事業計画、収支予算等が同大会で諮られ、その結果、全国商工会議所青年部連合会（通称:商青連）

が、1983 年（昭和 58 年）4 月 1 日に発足することとなりました。 

 

 そして、2001 年（平成 13 年）5 月 24 日、商工会議所の組織基盤を強化し、商工業の改善発展に寄与

するために、“商工会議所青年部を会員とする全国商工会議所青年部連合会を置く”として、全国商工会

議所女性会連合会とともに日本商工会議所定款に明記され、その組織が日本商工会議所の一部として正

式に認証されました。 

 

 また、2006 年（平成 18 年）2 月より、正式名称「全国商工会議所青年部連合会」の表記を「日本商

工会議所青年部」に、また呼称を「日本 YEG」とすることになりました。 

2008 年（平成 20 年）に、規約の第 1 条（目的）と第 3 条（事業）の改正を行ないました。それまで交

流と連携に主眼を置かれていた日本 YEG の目的を、商工会議所の一翼を担う組織となるため、全国組

織としての方向性を明確にするとともに、各地の青年部の声を集約した上で商工業振興を支え、さらに

組織強化に寄与することと改正しました。2009 年（平成 21 年）から全国会長研修会（11 月）を「次年

度会長は十分準備期間をとって次年度に備えること、当該年度会長には当該年度の事業の精査をする期

間」とし、全国大会（2 月・3 月）を「全国の仲間と共に当該年度集大成の場、また次年度との交流と連

携の場とする」ことを目的にサイクル変更を実施いたしました。 
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商工会議所青年部の設置状況（都道府県別） 

   2020 年４月１日現在 

ブ
ロ
ッ
ク
名 

都
道
府
県
名 

日
本
Ｙ
Ｅ
Ｇ 

加
入
単
会
数 

青年部設置商工会議所 

日本 YEG会員青年部 

北
海
道 

北海道 25 
函館、小樽、札幌、釧路、帯広、北見、岩見沢、留萌、網走、根室、滝川、稚内、美

唄、砂川、紋別、森、名寄、遠軽、美幌、赤平、浦河、上砂川、登別、恵庭、石狩 

計 25   

東
北 

青森 7 青森、弘前、八戸、十和田、黒石、五所川原、むつ 

岩手 9 盛岡、釜石、一関、宮古、花巻、奥州、北上、大船渡、久慈 

宮城 6 仙台、塩釜、石巻、気仙沼、古川、白石 

秋田 6 秋田、能代、大館、横手、湯沢、大曲 

山形 7 山形、酒田、鶴岡、米沢、新庄、長井、天童 

福島 10 福島、郡山、会津若松、いわき、白河、原町、会津喜多方、相馬、須賀川、二本松 

計 45   

関
東 

茨城 8 水戸、土浦、古河、日立、石岡、下館、結城、ひたちなか 

栃木 9 栃木、宇都宮、足利、鹿沼、小山、日光、大田原、佐野、真岡 

群馬 9 前橋、桐生、館林、伊勢崎、太田、沼田、富岡、渋川、藤岡 

埼玉 14 
川口、熊谷、さいたま、秩父、行田、本庄、深谷、所沢、蕨、飯能、上尾、狭山、草

加、春日部 

千葉 18 
銚子、千葉、船橋、木更津、市川、松戸、佐原、茂原、野田、館山、八街、東金、

柏、習志野、成田、佐倉、八千代、流山 

東京 3 東京、八王子、町田 

神奈川 13 
横浜、横須賀、小田原箱根、平塚、藤沢、茅ヶ崎、厚木、秦野、鎌倉、三浦、相模

原、大和、海老名 

山梨 1 富士吉田 

静岡 12 静岡、浜松、沼津、三島、富士宮、富士、伊東、島田、焼津、掛川、藤枝、袋井 

計 87 
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北
陸
信
越 

新潟 9 長岡、新発田、新津、燕、村上、十日町、加茂、五泉、亀田 

富山 8 富山、高岡、氷見、射水、魚津、砺波、滑川、黒部 

石川 6 小松、七尾、輪島、加賀、珠洲、白山 

長野 6 長野、松本、下諏訪、須坂、信州中野、大町 

計 29   

東
海 

岐阜 6 高山、関、恵那、各務原、美濃加茂、可児 

愛知 20 
岡崎、豊橋、半田、一宮、瀬戸、蒲郡、豊川、刈谷、豊田、安城、西尾、津島、春日

井、稲沢、常滑、江南、小牧、犬山、東海、大府 

三重 12 四日市、津、伊勢、松阪、鈴鹿、桑名、上野、亀山、尾鷲、名張、鳥羽、熊野 

計 38   

近
畿 

福井 7 福井、敦賀、武生、大野、勝山、小浜、鯖江 

滋賀 6 大津、長浜、彦根、八日市、草津、守山 

京都 8 京都、舞鶴、福知山、綾部、宇治、宮津、亀岡、城陽 

大阪 13 
泉大津、高槻、岸和田、貝塚、吹田、八尾、泉佐野、北大阪、守口門真、高石、箕

面、和泉、大東 

兵庫 11 明石、相生、赤穂、三木、洲本、豊岡、高砂、龍野、加古川、小野、加西 

奈良 4 奈良、大和高田、生駒、橿原 

和歌山 6 和歌山、海南、田辺、新宮、御坊、紀州有田 

計 55   

中
国 

鳥取 3 鳥取、米子、倉吉 

島根 8 松江、浜田、出雲、平田、益田、大田、安来、江津 

岡山 12 岡山、倉敷、津山、玉島、玉野、児島、笠岡、井原、備前、高梁、総社、新見 

広島 8 広島、福山、府中、三次、大竹、竹原、東広島、廿日市 

山口 14 
下関、宇部、山口、防府、徳山、下松、萩、岩国、山陽、長門、光、小野田、柳井、

新南陽 

計 45   

四
国 

徳島 6 徳島、鳴門、小松島、吉野川、阿波池田、阿南 

香川 6 高松、丸亀、坂出、観音寺、多度津、善通寺 

愛媛 9 松山、宇和島、今治、八幡浜、新居浜、四国中央、西条、伊予、大洲 

高知 5 高知、中村、安芸、須崎、宿毛 

計 26   

九
州 

福岡 13 
久留米、大牟田、八女、田川、柳川、豊前、行橋、苅田、大川、豊前川崎、筑後、宮

若、朝倉 

佐賀 6 佐賀、唐津、伊万里、鳥栖、小城、鹿島 
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長崎 8 長崎、佐世保、島原、諫早、大村、福江、平戸、松浦 

熊本 5 熊本、荒尾、人吉、玉名、山鹿 

大分 10 別府、大分、中津、日田、佐伯、臼杵、津久見、豊後高田、竹田、宇佐 

宮崎 9 都城、宮崎、延岡、日向、高鍋、日南、小林、串間、西都 

鹿児島 10 鹿児島、川内、鹿屋、枕崎、奄美大島、南さつま、出水、指宿、いちき串木野、霧島 

沖縄 4 那覇、沖縄、宮古島、浦添 

計 65   

合計 415   

    

  連合会数   

ブ
ロ
ッ
ク
連
合
会 

9 
北海道ブロック連、東北ブロック連､ 北陸信越ブロック連、関東ブロック連､ 東海ブ

ロック連､ 近畿ブロック連､中国ブロック連  四国ブロック連､ 九州ブロック連 

都
道
府
県
連 

45 

北海道連、青森県連、岩手県連、宮城県連、 秋田県連、山形県連、福島県連、新潟県連、 

富山県連、石川県連、長野県連、茨城県連、群馬県連、栃木県連、埼玉県連、千葉県連、

神奈川県連、静岡県連、岐阜県連、愛知県連、三重県連、福井県連、滋賀県連、京都府

連、大阪府連、兵庫県連、和歌山県連、奈良県連、鳥取県連、島根県連、岡山県連、広島

県連、山口県連、徳島県連、香川県連、愛媛県連、高知県連、福岡県連、佐賀県連、長崎

県連、熊本県連、大分県連、宮崎県連、鹿児島県連、沖縄県連 

※全国 515商工会議所のうち、469商工会議所が青年部を設置（青年部設置率：91.1％） 

※青年部設置 469商工会議所のうち、415商工会議所が日本ＹＥＧに加入（日本ＹＥＧ加入率 88.5％） 
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Q1.所属ブロック 

※九州ブロックに関しては単独でアンケートを実施し、結果公表済みです。 

 

有効回答数 5,935 件（＋九州ブロック 704 件） 
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Ｑ２.業種（複数にまたがる場合は、売上構成比の大きいもの）（択一回答）  

(1)製造業 (2)建設業 (3)卸売業 (4)小売業 (5)運輸業 (6)不動産業・物 品賃貸業(7)宿泊業、飲食サー

ビス業 (8)印刷・出版業 (9)情報通信業、イン ターネット付属サービス業 (10)金融業、保険業 (11)教

育・医療・福祉サー ビス業 (12)経営コンサルタント業、専門・技術サービス業 (13)上記以外 

 

 

①製造業

10%

②建設業

21%

③卸売業

5%

④小売業

14%⑤運輸業

2%

⑥不動産業・賃貸業

3%

⑦宿泊・飲食サービ

ス業

11%

⑧印刷・出版業

3%

⑨情報通信業・イン

ターネット付属業

3%

⑩金融業・保険業

5%

⑪教育・医療・福祉

サービス業

4%

⑫経営コンサルタン

ト業、専門・技術

サービス業

12%

⑬上記以外

7%

①製造業 ②建設業

③卸売業 ④小売業

⑤運輸業 ⑥不動産業・賃貸業

⑦宿泊・飲食サービス業 ⑧印刷・出版業

⑨情報通信業・インターネット付属業 ⑩金融業・保険業

⑪教育・医療・福祉サービス業 ⑫経営コンサルタント業、専門・技術サービス業

⑬上記以外
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3152件

53%

304件5%

2164件

37%

316件5%

Q3.新型コロナウイルス感染症の

拡大による経営への影響（択一回答）

①マイナスの影響が出ている ②マイナスの影響はない

③今後マイナスの影響が懸念される ④どちらともいえない
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0 200 400 600 800 100012001400160018002000

⑩海外拠点（工場・支店・事務所等）の一時休業

⑧海外との商談の遅延

①海外販売量・輸出量が減少

③海外での製品の生産に支障

②海外からの原材料や部材の調達に支障

⑥訪日客の減少、キャンセルの発生

⑨国内での商談の遅延

⑦国内での注文キャンセルの発生

④物流が滞留し配達に支障

⑤国内の外出手控えによる売上減少

81

123

248

298

776

1007

1349

1433

1780

1860

Q4.その影響は何ですか？（複数回答）
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100

110

206

159

210

281

375

569

698

936

1530

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

⑪９１～１００％減少

⑩８１～９０％減少

⑨７１～８０％減少

⑧６１～７０％減少

⑦５１～６０％減少

⑥４１～５０％減少

⑤２１～３０％減少

④２１～３０％減少

③１１～２０％減少

②１～１０％減少

①今のところ影響はない

Q5.新型コロナウイルスの影響により

２月から４月までの３か月間の売り上げ影響は（択一回答）
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45

177

219

265

327

338

649

1177

1188

1526

1815

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

②別拠点での代替生産の実施

⑥物流ルートの変更

④在庫積み増し

⑬支払い先へ支払い期日のリスケジュール

⑫在庫の処分、販売価格を下げる

③代替え調達先の確保

⑦設備投資、新規事業展開の延期・縮小・中止

⑤生産・販売計画の見直し

①対策を検討する予定はない

⑩緊急融資制度の活用

⑪運転資金の借り入れ

Q6.その影響は何ですか（複数回答可）
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Q7．その他、具体的な影響や検討している対策について教えてください。 

※回答のニュアンスが伝わるようあえて修正せず記入されたものをそのまま 

記載しております。ご了承ください。 

まめにアルコール殺菌 

自助努力（新規事業等）・休業・助成金等の申請 

燃料販売業のため、飲食業をはじめ観光・物流関係の顧客において使用量の減少が見られる。一

般家庭においては、外出自粛等の措置による在宅時間の増加により、消費量の微増が見られる。

今後の状況に関して、仕入れ・在庫の管理や集金等の回収業務にどのような影響があるか、予想

がつかない。 

給付金、補助金 

新規事業を開始する 

在宅工事が多いので、工事着工の延期や打ち合わせの延期が続いております。 

手の消毒 

最悪は店舗を一部閉鎖で経費削減で規模縮小 

貯金の切り崩し 

リピーター対策 

このままだと休業も視野に入れておかないといけない。経費削減。助成金の申請。 

臨時休業による固定費（家賃）支払い。固定費（家賃）の交渉 

3密を避けて行動 

出荷量が減少すれば、それに応じて休職させ雇用調整助成金を活用する 

貸切バスを営んでいますが、定期便の仕事意外はすべてキャンセルになりました。 

対策は、何もないというか、何もしようがないです。 

今のところ特になし 

イベントの中止、販売ルートの新規確保 

お客様の収入減少による解約 

社員の感染防止のための注意喚起 

助成金の活用 

第一次産業の国に対しての支援 

3月はキャンセル続くなかまだ仕事あったが 4月は仕事がゼロ 5月も引き続くだろうと予想される。

まだ対策はしっかりと検討出来ていないが国等の補助は受けたいと思っている 

アルコール製剤の販売強化したいが、入荷まで納期が掛かり、管理が大変。 

今のところ無いです。 

従業員への体調管理 

追加融資を行う。 

営業自粛 
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恐らくコロナが収束しても 1年間は受注の回復が見込めない 

既存商品の売り上げ減少に伴って、人員の見直しを検討する。 

新しい商品の販売で、減少を少しでも補う。 

貿易関係が止まっていること。 

入国規制で現在留学ができないので自らオンライン留学,事業を始めた。 

オンラインでの営業など営業活動の多角化 

永久劣後ローンの推奨（中小企業各社への賛同働きかけ） 

新築工事に関しては多業種の部材確保の関係上にて工事進行が懸念されるために影響があるとお

思われます。改修工事にシフトを変えていくようにしています。 

資金繰り 

現在、会社閉鎖中 

テレワーク導入、事務体制見直し、BCPの見直し 

国からの給付金申請検討中 

エンドユーザーが相手なのてこちらから積極的にサービスの利用を訴える事が出来ないため模索中

です。 

時を待つ 

発注のキャンセルがおきる 

従業員を休ませ、助成金を活用 

職員を出勤させないことで自分の仕事量がかなり増えている。 

不動産賃貸業においては店子と相談のうえ仮店舗営業と建て替えを検討。また、賃料を３割減らし

店子とのバランスを保つ。融資次第で物件探し中。卸売り業に関してはインバウンドの減少につき、

コロナ予防のマスク等の販売と共に地元客にも需要のある商品の企画、ネット販売の強化で対応。 

イベント関係の中止や外出の自粛の為 

オフラインでしていたことを、可能な限りオンライン対応へと変更していく 

設備投資を控える企業が出てきている。 

売上の 60％以上を占めていたセミナー案件は全てなくなりましたが、オンラインのシステムを使っ

た、リモート研修やリモート授業の準備を早急に進めています。 

新規開拓先も探しています。 

地域の元気が無くなって来ている。 

表情が暗い 

対策としては社内にて【新型コロナウィルス対策基本方針】を策定しそれの基づき 

テレワークのプレ実施や時差出勤などの対応をしています。 

助成金、補助金での検討 

事態の終息を待ちます。 

地域の福祉事業所も弊社以上に影響を受けている。独自の生産品（マスク等）で仕事量確保しよう

と模索中 
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得意先の支援 

オンラインお見合いの実施 

半年以上先の仕事見込みがほしい 

半年先の仕事見込みがほしい 

元請からの工事発注が減少した 

テイクアウト商品を増やして営業再開する 

ホテルや東京の高級店への卸しが壊滅 

営業の自粛と、テイクアウトのみです。 

販売先が休業してしまっている。 

今やるべき事、これからの事考える 

これまでの業務から新たな新規事業の展開など 

新規事業の開拓 

資金の確保 

ウィルス除去、接触回避、情報収集（海外友人より） 

テレワーク導入、多業種での収益化 

緊急事態宣言への対応（社員の勤務対応） 

売上高減少に伴う工場の休業、社員の雇用維持のため雇用調整助成金申請の検討、飲食スペー

スの閉鎖・販売部門の時短営業 

日中の来客減少。 

ドリンクコーナーや雑誌などの設置を制限。 

補助金 

イベント業なのでほぼキャンセルになっている。対策としてはまだ決め兼ねている状態 

コロナウイルス収束後に向けての販促展開内容を検討 

持続化補助金の活用 

影響を受けない新規事業の計画 

助成金の申請 

海外へ輸出する製品は止まっているが、海外で作っていた製品が国内に一部戻って来ている。 

3密解除が無ければ影響必至で、検討しようにも対策がたてれない。 

燃料関係の仕事で、器具を使っているお客様の自宅の保安点検がコロナの影響もあり、自宅に入り

にくく、しにくい。お客様の了解を得て、換気しながらなら出来ると思う。 

ライフラインの仕事なので、大きな影響は今のところ無し。 

昼食時の部屋を分ける、時間をずらす 

新規の住宅新築やリフォーム工事の受注が見えない。手早く出る住宅補助金を創設して欲しい。 

客数の減少と専門店自体の閉鎖を懸念 

影響 出控えによる消費低迷 

対策 経費削減、営業時間短縮、 
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影響は店内飲食不可にしているため売上激減。対策は休業ではなくテイクアウトのみ対応にて少し

でも売上を確保する。最近、立ち上がって来ているテイクアウトのサイトへ投稿や SNSにて情報発

信。LINE @を検討中。 

元請けからの要請次第で変化しますので具体的にはありませんが、感染症予防に努めています 

来店されないお客様に対して、今後だぉなるかんからないので、早めに無くなりそうな化粧品を注文

していただく。一時的な処置にはなります。 

接触をしないよう透明なアクリル板等の設置 

自社倉庫の整理 

次亜塩素酸除菌水の拡充及び役所へのミスト展開など実施中 

いつ収束するかも分からない為借り入れするのも検討はしておりますが、先はまだまだ見えないで

す！ 

今は様子を見ながら今後について考えていきます。 

経費削減 

収束してからの動き方 

自粛 

新規顧客を増やすための出会いのチャンスが喪失。既存顧客との関係性を深堀 

社内内部強化 経営の多角化計画 スキルアップ 

とにかく営業は変わりなく続けています。 

現在、検討中 

お客様から休業の相談が急増 

売上の減少に備えた、融資の実行 

他の事業への方向転換 

1 海外依存の関連会社けらの注文数の減少 

2 節電、工具等の再利用の為の整備 

3 早じまい等 

製造業、建築業の経過次第で左右する 

鋼材は基本的に国内生産なので現状は影響は無いのですが、全国に緊急事態宣言が出た事によ

り、製造メーカーで生産停止や減産があれば、流通に影響が出るかもしれない。 

現状では、買占め等の行為はしたく無いので、在庫は置かないようにしている。 

お客様との面談率急降下 

インターネット販売の強化 

とにかく営業は続けていく。 

全く仕事ができない。 

融資、保険、保証を調べた。 

休業 

従業員への給料の維持と健康 
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新しく衣食住に関わる仕事を作りたい。 

事業縮小、廃業の可能性も検討 

助け合えることを考える 

小売がメインのため、今後、店舗を閉めることも検討している 

休業要請に伴い雇用問題を対策 

コロナ終息待ち 

助成金等利用したい 

規模縮小 

膨れ上がった作業の見直し 

対面での面談を控えてオンラインでの相談業務を増やしていく 

耐えるしかない。 

なにからやっていいかわからない 

マスク対策 消毒対策 自粛 

事業多角化 

営業時間の短縮 営業スタッフの人数をへらす  

検討中 

リモートによるコンサルティングや指導 

助成金の活用 経費削減 

皆様の回答をお願いします。 

人員の削減 

今は無い 

先行き不安による買い控え等 

新規得意先の開拓 

お客様の買い控えや 建設業の建築確認の遅れてなど 

日常業務は減っているものの、休園に向けた対応に相当の時間と労力を費やした。 

社員などの通勤を車、近隣の方は自転車での出社、電車、バスの出社の方はラッシュ時間をズラし

て出社して頂いております。 

ただ社員、社員の家族一人でもが感染してしまうと、営業ができなくはなります。 

解雇 

在宅勤務の拡大 

お客様の減少 

４月まではキャンセル料でなんとかなりますが、５月は売上３０%くらいの見込みです。販路の拡大を

検討しています。 

融資を受け、補助金を活用し、「コロナ明け」に向けての準備 

借入金 

従業員の健康第一に出来る範囲で事業を行っています。 
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電車通勤禁止。マスクの調達。 

関連企業との協力 

ＨＰ 

仕事量の減少、融資、休業補償 

テイクアウトの実施 

４月に入りますます厳しくなった。 

テレワーク、Web会議の活用 

注文数の減少、製作の延期など 

顧客(売上)の激減。 

まだ続くなら、経費等の支払い不能。 

休業状態に移行し、人件費削減。 

補助金・助成金の活用 

生活必需サービスなので極端な落ち込みはないものの、落ち込み後の回復も長期戦になる業種の

為、できるだけ固定費を削減する事を考えています。 

お客様減少 対策出来ない 

売り上げの低下 

アルバイトの休業 

家賃交渉 

コロナ融資の活用 

同業者の廃業や営業自粛による、ビジネスチャンスに対応する雇用と材料調達が、進まず歯がゆ

い。 

ウェブによる相談業務の開設 

企業向けの保険のため、全く仕事ができていない。報酬制なので、給付金の要件に当たらず、会社

からの救済策を待つしかない状況。 

自身がアルバイトして店の維持費を確保 

テレワークや在宅勤務 

この間に次の展開を徹底して研究する、必要なら在庫や新商品の買い増し 

自粛、まずコロナを終らせる。 

自粛による来客の減少、それに合わせた営業時間の短縮 

従業員のモチベーションの低下に対しての対策 

従業員えの徹底指導 

休業保証を受けながら社員とゆっくりコミュニケーションをとる時間に費やします 

仕事の発注が減少、協力会社への仕事の減少 

デリバリー 

一時的、多方面への移行、副業 

感染防止しながらの業務遂行 



22 

 

 

８．現在、困っていることを解決するために要望したいことを教えてください。 

（自由記入） 

※回答のニュアンスが伝わるようあえて修正せず記入されたものをそのまま 

 記載しております。ご了承ください。 

 出来るだけ短期間でおさめるためなら、強めの規制も必要だと思います。そして、回復後の経済活

動が活発になるようなお金の使い方も検討して欲しいです。 

「建設業は関係ない」というイメージの払拭 

「自粛」に伴う消費低迷による売上減少。住宅産業においては半年、一年後にこの影響が出始める

と思うので、それを踏まえた経済対策を期待したい。 

・感染者が確認された企業やお店の名前を公表する代わりに休業補償をする。 ・自宅で簡易的な

「抗体所持」の検査を行えるようにしてほしい。抗体所持証明できた人から社会活動の再開を進める

べき。ウイルスの所持がわかることが医療崩壊につながるため。 

1.国の助成金制度を増やしてほしい。2.雇用調整助成金は最大 6割と聞いているが、休業補償 6

割とは別に会社が負担した分も含めた形に変えてほしい。 

１１年前のリーマンショックとは異なり、多種多様な業種への幅広いダメージは、見通しがたたず、不

安が大きい。詳細な情報開示と分かりやすい制度の作成を求めます。 

①Uber eatsのような宅配を市が取り仕切れないか？②ドローン宅配の技術を早く進めて欲しい。 

1店舗開店 1 ヶ月後なので前年比による助成金の請求が出来ない。 

１日でも早くの感染終息 

1日も早い、コロナウィルスのワクチン開発。予防接種の早期展開。 

1日も早い給付金支給 

1日も早い事態の収束とその後の大規模な経済対策による補填 

1日も早い特効薬の開発 

1日も早く政府の対策実行と、コロナ終息の見通しが出ればと考えています。 

1日も早く政府の対策実行と、コロナ終息の見通しが出ればと考えています。 

1年間の法人税の減免、消費税の減免、個人の所得税の減免など、諸々の税金の減免。 

②金融機関からの借入金のリスケ ②追加融資 

３月の初めより家賃交渉を５回ほど大家としてきましたが、下げてもらえず家賃を払う事ができませ

ん。居酒屋を先日から休業しており売り上げもゼロになってしまい、困っています。 

３月までの売上が好調であった為各補償の対象に該当しないが４月以降は大きく影響が出てくる。

影響が遅く出てくる事業者への補償も対応お願いしたい。 

4月の事業税、消費税の支払を半額、又は免除等があると助かります。 

5%など影響が出てからでは遅い事前融資も要検討 

５月に控えた納税への減免措置があればありがたいです 

5年などの年限を決めて、返済猶予期間のある緊急融資制度の整備 
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80%休業保証 

9で回答した、セーフティーネットの柔軟活用を至急、行って欲しい 

9で回答したことに対しての対策。 

ECサイトへの販売促進できる方法 

PCR検査の拡充 

ＰＣＲ検査の充実 

YEGでの融資制度がほしい 

YEGでの融資制度がほしい 

yeg としても文句ばっかり言わないで、自分達自身が国を守る意識統一をトップから発信してほし

い。 

ＹＥＧに所属している価値、情報共有、発信、会員間の取引増など 

YEGの積極的なWEBの活用 

YEG メンバーが売上の落ち込みなどにより困っています。今後メンバーが減少する可能性もありま

す。補助金などの情報など速やかに伝えられるように連携いただければ幸いです。今後ともよろしく

お願いします。 

YEG を半年間休会したい 

YEG活動の自粛宣言を出してほしい。出来ない可能性の高い例会の議案を進めるのに抵抗があ

る。 

YEG関係者の会合、会食を徹底的に禁止する 

YEG内での情報共有サイト 

YEG内のビジネスチャンス 

zoomを使用する際のセキュリティ懸念 

ありすぎてわからない 

ありません 

アルコールとマスクはあるが本業の商売がお客さん休みなので出来ない。 

アルコール除菌、マスク不足 

アルバイトがほとんどですが出勤を減らせたら離職につながりますし、また募集するにもお金はかか

りますし、対応に困ります。 

アンケートを取る意義がわからない。何を目的に、何のために、その結果どのような策を講じる予定

なのか教えていただきたい。 

いっそ、国中を緊急事態宣言して、医療、スーパー以外は外出禁止にして欲しい。会社を休もうにも

取引先が営業してたら休めない。 

いつまで続くかわからない中で融資を含めてどこまで持つか心配 

いつまで続くのかわからない分、資金繰りをどうするかが不安材料です。 

いつまで耐えれば良いかが不明確なのが一番の問題と思う。より強力な制限もやむ無しと考える。 

いつ終息するのか、わからないのが最大の難点 
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イベントがかなり先まで中止になり、いつくらいから人が動き出すのか不明確な点 

イベント業なので、大小関係なく開催されるような動きになってもらいたい。 

イベント再開 

イベント自粛が困る 

イベント自粛は直接営業に影響するので自粛解除を求めたいが、それも困難な現状だということ 

イベント等の開催ができず売り上げを確保するのに困難 

いまのところコロナ関連補助金を受ける予定はないが建設業・不動産業は影響が遅れて発生する

可能性があるため業種別によるコロナ関連売り上げ減の観測をしっかり行ってほしい(国) 

いろいろな給付金に期待してます。 

いろいろな制度をわかりやすくまとめたサイトを作ってほしい 

インフラ系事業者以外の一斉休業と補償 

ウィルスの開発と全国民への配布 

エンドユーザーへの資金繰り問題の対応。引き渡しの出来ない物件に対する補助金等。 

おそらく緊急事態宣言後の方が売り上げ減少の幅が大きくなると思われます。緊急融資の案内があ

れば教えて欲しいです。 

オンラインセミナー(意見交換が出来る場を設けて頂きたい) 

オンラインでの YEG ミーティングなどを希望します。 

オンラインでの支払いの仕組みなど 

オンラインで交流できる企画や、アイデアコンクールなどのイベントなど 

お客様 コロナに対応した商品を販売 

お客様が減っていることに加え開店時間を短縮せざるを得ず、しかしながら固定費は毎月支払わな

ければならない中で、やはりそれ相応の金額を補填していただけるのが一番の救いとなります 

お客様が来ない限りはマイナスなので…支払いが滞ってしまうので、支援がないと店を潰すことにな

ってしまいます。 

お客様と対面で接する回数が多いのに、マスクと消毒液が手に入らないのを何とかして欲しい。 

お金 

お金が足りないです。 

お金が動かない。 

お金は頂けるのか？借りる事になるのか？わからないから、何処に聞いたら良いのか知りたいで

す。 

お先真っ暗 

お店をたたむお客さんが多いので、早い融資対策を 

お弁当などを売って会社を守りたい 

ガマン 

きめ細やかな出社ガイドライン（一律で７割出社減らすのは困難 リスク低減しつつ、ビジネスを回し

ていくための指針があると助かる） 
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キャンセルが出た分の保証。この先店を閉めなくてはならなくなった時の保証。 

キャンセルの補償 

キャンセル案件を保証して頂きたい。 

キャンセル前の給付保証・融資ではなく補助金 

ゴールが見えない・予測負荷の状況だが、どの様に社員さんの給与(生活)を維持し・継続するか。企

業保証に関する申請要綱の柔軟さを頂けると有難く思います。 

このままいけば現金が持たなくなる 

このままで行くと売り上げも減少し従業員もいるので会社経営が困難になる恐れがあります。この期

間だけでも各種税金を免除して下さい。困っている時に資金を借り入れしても何れは返済する時が

来るので各種税金免除、給付して下さい。 

このままの状態が長引くと家賃や人件費がどうなるか不安 

このようなアンケートを度々行ってもらいたいです。その時、本当に困っている人がわかれば早い段

階で助け合えるのではないかと思います。 

このようやアンケートでの事業者意見を集約し、適宜提言 

この時期だからこそ、YEG会員に良き情報を発信する方法を知りたい 

この場で借入をしても今後の返済が発生するため経営がどんどん圧迫されると思われます。 返済

不要な補助ょ充実していただきたいです。 

この状況を少しでも早く打開するには、地方含め全員が自覚をより深く持って措置を取っていくべき

であると思います。ライフラインを司どる業種の方のリスク軽減のためにも、出勤人数の調整や営業

時間の短縮等、できる業種が少しずつ辛抱して行うべきだしまだ未然に防ぐことができる地方こそ早

く事業所ごとの判断が必要と発信したいし商工会議所としても検討してもらいたいと思います。 

これからの消費について 

これから先、運転資金が底をつくのが予想される。なんとかコロナが落ち着くまでの資金の援助が欲

しい。 

これまで融資を受けた経験がないので、まずどうしたらいいのかわからない。 

これを機に新業態への変換を行いたいが、リスクが大きいので、その辺のコンサルなどを充実して

欲しい。 

これ以上緊急事態対象地域が広がらないように、危機管理対策をとって欲しい。 

コロナウイルスがこの世から消えて元に戻ってほしいです。 

コロナウイルスが早く瞬息してもらいたい。 

コロナウイルスに対する日本人の危機意識を高めて欲しい。 

コロナウィルスのワクチン 

コロナウイルスの影響は致し方ないとはいえ、収束までの助成、収束後の景気回復の政策（消費税

減税 orキャッシュレス還元の拡大）を要望します。 
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コロナウイルスの検査が簡単に出来ない為、本当に自分は陽性・陰性の判断が出来ない為、お客

様との接点に不安を感じます。とにかく検査をして自分の状態を知り、それに伴った行動が出来る様

にしたいです。 

コロナウィルスの検査を受けれる施設をもっと増やして欲しい 

コロナウィルスの終息 

コロナウィルスの早期収束 

コロナウィルスの特効薬の販売 

コロナウイルスワクチン至急開発・提供 

コロナウイルス関連の助成金制度の申請や受付開始などに関するタイムリーな情報が欲しい 

コロナウイルス早期解決の為の全国一斉３週間休業。それに伴う国民への現金配布 

コロナウイルス早期終息 

コロナウイルス早期終息 

コロナがなくなるように願いたい。特効薬があれば。。 

コロナが治るまで県外から三重に来させないようにしてほしい 

コロナが終息した後の対応。雇用など、いろいろな問題点が出てくる。 

コロナが終息してほしい 

コロナが終息しないと解決は厳しい状況 

従業員の継続雇用の為の資金 

コロナが終息する以外によい解決策はないのでは 

コロナが早く終息する手段を考えて欲しい。あとは不要な移動による(売上には響きますが)蔓延を各

自が気をつける。 

コロナが早く終息する手段を考えて欲しい。あとは不要な移動による(売上には響きますが)蔓延を各

自が気をつける。 

コロナショックにおける企業の課題共有を早急に。相互の助け合いの足掛かりになりたい。 

コロナで困っている事はありません 

コロナにかかってないか、検査薬が手軽にほしい。 

コロナによる仕事の遅延により、職人の休業補償 

コロナに対する特効薬の早期生産 

コロナの影響を他社へ拡大させない事 

コロナの収束 

コロナの終息 

コロナの終息を願う 

コロナの早期終息 

コロナの早期終息を願う。正直会社が倒産するかもしれないから仕事をしているではなく、倒産覚悟

でコロナ終息のための協力はしたい。倒産したら自分は今の時代に不必要な仕事をしているんだと

あきらめるしかない。 
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コロナの沈静化 

コロナの特効薬の開発を急いでください！ 

コロナの撲滅 

コロナの薬とワクチンを早く作ってください。 

コロナワクチンの早期開発を望む。 

コロナを拡散しない為にと自分家族、お客さんがコロナにならない為にいつからお店を閉めるべきか

迷ってます！お店を一時、お休みにしてもいつから再開すればいいか目処が立たないのでその間

の生活費などが困ります。 

コロナを治す薬を完成させ国民を安心させる 

コロナ禍を収束させて経済を通常時に戻して欲しい 

コロナ禍対応するための事業新規、業種間ネットワーク化への財政支援 

コロナ感染疑いの社員がいるが病院ではＰＣＲ検査してくれないので、出社させられない。何日後か

ら出社ＯＫなのか指針を出して欲しい。もしくは、ＰＣＲ検査、抗体検査等の感染検査を行って欲し

い。 

コロナ感染者が万が一社内から出た場合の取るべき対応とその対策。 

コロナ関連の相談が多すぎて困っている。 

コロナ後の社会が大きく変わることについて YEG としてどのようなことを見据えるべきか考えたい 

コロナ収束 

コロナ収束後のアフターケアを含めた支援 

コロナ終結 

コロナ終息する時期 

コロナ終息後の建機刺激策（特に公共投資） 

コロナ早期終息のために強力な対策を取ってほしい 

コロナ対策の新規事業の PRの場が欲しい。 

コロナ特効薬の開発 

こんな事がいつまで続くのか…？ 

こんな時ですから神頼みに参拝しに来て下さい。(神社経営者より) 

サービス業でも活用しやすい助成金があると有難いです。製造業への支援は手厚いですが、サービ

ス業の支援は通常も薄いと思います 

さらに柔軟で強度な事業持続化給付金等の創設 

システム導入経費支援 

すぐにでも補助金を出してほしい。借入では意味がない。 

スケールメリットを使った、財政基盤支援 

すでに 5月、6月の予約もキャンセルになっており、いつ終息するかわからない為いつまで、休業し

たら良いかわからない。いっその事 7都道府県ではなく、緊急事態宣言をだして欲しい。 
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スナック(社交飲食店)を経営してるのですが助成金や国の支援が対象外になってるため営業困難な

状況に陥ってます 

すべての業種に対して、今後の資金繰りのためにゼロ金利貸付をお願いしたい（現在、売上が減少

していなくても） 

スムーズな借入れ 

その準備に向けての資金確保と正確な情報取得 

タイムリーな情報交換を、周りの経営者さんとしたい。 

たしかな情報源はどこか 

できるだけの自粛 

できるだけ中止ではなく延期にしてほしい 売上が先延ばしになるなら頑張れる 

テナントからの家賃交渉について 

テナント家賃などの支援策 

テナント賃料の減額。 

テナント料金の減額や、人件費の保証など。 

デマなどが多く、情報に振り回されることがないようにしたい。 

テレワークが増加し、ネットワーク設備の強化等、エンジニア不足が一時的に加速する可能性があり

ますが、研究施策的な案件がストップしているので、大きな影響は今のところないかと思っておりま

す。 

テレワークが難しい 

テレワークにしているものの、必要な場合、集まってもらっているので完全なものではない 

テレワークのやり方 

テレワーク可能な環境作り 

テレワーク環境の整備 

テレワーク時の勤怠管理が困難であり，容易に勤怠管理が可能となるシステムを導入したい 

テレワーク実施者にインフラ整備協力金として給付金支給 

テレワーク対応で困っている企業があれば、無料で相談に乗ります。 

どうしたらいいのかが全く予想がつかない 

どうしていいかわからない 

どうしていいか分かりません。 

どうしようもない 

どこまで耐えられるか不明だか、限界になる前に会社は閉める方向を考えている。 

どこまで耐えればいいのか先が見えず、日に日に売り上げが減少しており、人員との雇用存続が厳

しいです。先ずは 1人 1人に現金の給付と会社関係の運転資金(人件費や賃料)の給付を迅速に対

応していただきたいです。 

とにかくウイルスを無くし、平穏な日常を取り戻せれば、とりあえずはいい。 

とにかくコロナウイルスの終息 
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とにかくコロナの早期収束。 

とにかくコロナを早く収束させる為に一致団結。 

一人一人が正しい知識を持ち適切な行動をとること。 

とにかく資金繰りです。金融機関の対応はあまりに酷いと思います。 

とにかく終息を願うしかない。 

とにかく生き延びるための資金を調達したいです 

とにかく早い終息を 

とにかく売上減の保証、助成を望みます。中小で最大 200万円などなにの足しにもならない。プラス

消費税 0、社会保険料や固定資産税、光熱費等の税や経費、固定費の補償や 2年ぐらいの猶予を

望みます。 

とにかく売上減少にともなう縮小経費分の回復と、借入利息の利子補充の拡大、利益損失分の補填

をスピード感を最大限にあげて対応して欲しいです。あとは川下にあたる飲食店へのサポートや、新

規事業への資金サポートを手厚くかつ簡易化してスピーディーに活用出来るようにして欲しいです。 

とにかく融資を早急に通していただきたい。 

どの業種はどんな救済措置が得られるのか細分化した案内が欲しい 

どの地域で感染者が出たのかの情報共有 

どれだけ暇でもお金は出ていく為、やはりお金が必要ですね。 

ナショナルクライアントはもちろんだが、多くの中小、零細企業に支えられている業種である。盛んに

議論されているように休業要請とセットで補償を行うなど、体力の無い企業を支援する政策を望む。 

なるようになる 

なんとか乗り切るしかない。無利子での借入をしたところで、いつ終息するかわからない中で返済期

間の目処がたてられないのが現状。まずは企業が正常に稼働できている中でメンタルヘルスサービ

スにようやく目を向けて下さるので… 

ネットによるサービスをしていきたい 

ネットワークを駆使し PRの助力を得たい 

はじめての事で何が正解かもわからない状態 

パチンコ店が風俗営業であるため政府系の金融支援を受けられないので改善してほしい 

はっきりとした施策の発表 

ばら撒き 

ピーク時の雇用の維持は不可欠であるため、住民税・法人税・所得税・社会保険料・消費税等の支

払い免除及び減免(支払い猶予ではなく)や、金融機関の既存の借入に関しての支払猶予(1年以

上)を要望したい 

ビジネスマッチング 

ビジネスマッチング 

ひとりひとりの要望を叶える事は難しいかもしれませんが、なるべく多くの皆さんに救いの手を差し

伸べていただければと思います。 
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ブラジャー 

ホテル弁当の購入や四国の方々や愛媛県民の宿泊を求めます 

マイナスの報道を減らしてほしい、自粛の要請をするのであれば業種によっては自粛するなという要

請も欲しい 

マイナス売上分の補填 

マスク 消毒液 

マスク（子ども用・大人用）やアルコールの配給 

マスク、アルコール消毒がない。 

マスク、アルコール消毒がない。 

マスク、衛生材料（マスク、エタノールなど）の増産、適正な流通。病院、福祉施設、在宅で感染予防

をしながら安全に暮らせる環境を構築してほしい。現状のままでは感染予防もままならない。絵に描

いた餅です。 

マスク、除菌剤が入手困難 

マスク、消毒などの用品の品薄 

マスク、消毒液がないので困っています。 

マスク、消毒液の確保 

マスク、消毒液の調達 

マスク、消毒液の入手。 

会社、家族が生きていけるための補助。 

マスク、消毒液の不足 

マスク、消毒液の不足 

マスク、消毒液の不足の解消。 

マスク、消毒液等の衛生材料が入手できない 

マスク、消毒液等の不足かいしょう q 

マスク、消毒液等衛生面備品の供給 

マスク、消毒液不足 

マスク、消毒関係商品関係の不足 

マスク、消毒剤の不足解消 

マスク、消毒剤等の流通量を増やして欲しい 

マスク、消毒薬の流通量拡大 

マスク、消毒用アルコール不足 

情報過多で融資情報などわかりにくい 

業務を止めるべきか継続すべきかが悩むので、停止するなら行政から通達を出してほしい 

マスク、体温計の入手 

マスク・アルコール等消毒液・防毒作業服等の確保・備蓄 

マスク・消毒液が入手困難なため、入手方法を検討していただきたい 
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マスク・消毒液の不足。外出自粛中の来店対応 

マスクが 無い 景気が 悪い 

マスクが、なかなか購入できないこと 

マスクがないので困る 

マスクが安価でほしい。派遣切りで派遣社員が余ってくるため人材が欲しい会社を紹介してほしい。 

マスクが手に入らない！ので早く入荷出来ればと思ってます。 

マスクが買えない 

マスクが売ってない 

マスクが不足している。１枚～２枚で１週間しのいでいる。それはそれで衛生的に問題？でもしょうが

ない。 

マスクが欲しい 

マスクとアルコールの充足 

マスクと消毒液が欲しい 

マスクと消毒液の提供 

マスクと消毒液不足。臨時で国営のマスク製造工場を立ち上げて改善してほしい。 

マスクと消毒不足 

マスクの確保 

マスクの確保。全従業員に配布したいが数が圧倒的に足りない。(従業員から感染者が出ると営業

が出来なくなる) 

マスクの供給 

マスクの調達をどうするか。 

マスクの入手が困難である 

マスクの入手困難を解消したい 

マスクの不足（まわりでマスクをしてない人、聞くとあまり意味がないのでと、わざとしてない人がいる

ので困る）学生の休学に伴うデメリット（勉強は追いつくのか） 

マスクの補充ができるならば助かります 

マスクは仕事柄必要なので、供給が途絶えないようにしていただきたいです。 

マスクやアルコールの在庫の不安。感染者が出た場合の給与保証等 

マスクやアルコール消毒の入手が困難で困ってます。 

マスクやアルコール消毒液の配布 

マスクやアルコール等の物品の確保 

マスクや消毒がなくて困ってる❕従業員や子供達だけでもなんとかしてあげたい❗ 

マスクや消毒が不足、調達できない 

マスクや消毒液がない 

マスクや消毒液が無い。顧客の経済支援 

マスクや消毒液の不足 
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マスクや消毒用品の入手 

マスクや体温計の仕入れをお願いしたいのと、企業防衛としてどのように健康管理をすれば企業の

責任は問われないのか専門家に聞いてみたい 

マスクを、買える仕組みを… 

マスクをコンビニで買えるようにして欲しい 

マスクを仕入れくれる企業様等があれば此方でお時間を頂ければ用意可能です。50枚入り 3000

円(税込) 

マスクを取り扱っているが全く入って来ない。中国では生産をしている様だが殆どが中国国内や中

国の備蓄に回されていると聞いているので、コロナウィルス発生前の通り輸入できる体制を作って欲

しい。 

マスクを通常の価格で買いたい 

マスク増産 

マスク等の衛生品の不足 

マスク等の調達 

マスク入手困難に対する有効な情報共有。コロナウイルスの影響で経営が困惑しているなか各単会

等で取り組まれている事例の情報共有をしてほしい。 

マスク不足 

マスク不足 

マスク不足 

マスク不足 

マスク不足。平日昼間に自由がきかないので買い占め防止（身分証提示等）で平等に対応してほし

い。通年花粉症なので非常に厳しい。 

マスク不足・アルコール消毒不足が深刻。それに加えて、人材不足。 

マスク不足を解決してほしい 

マスコミや政府に対し、感染者数や死亡者数の報道だけでなく、感染者は減少傾向にあるのか？数

値的根拠、そして自粛要請による影響の売上補償、一日も早い収束宣言を要望したい 

まずは、マスクとアルコール消毒など事業所の安全を確保する物資を。 

まずは飲食店等を応援できる事を議論していきたい。 

まずは自分で頑張ります 

まずは内部留保等にて自助努力すべきと考える 

まだ被害はないが、メーカーの材料が納期未定となっており、それが全メーカーに及び代替もできな

い。しかし、工事は完成に向かっていくことで完了できないことから未完了のため、入金がされない。

国交省通達では確認申請の変更で完了検査を通す等の対応をしている旨を聞いたことはあるが、

元請（施主にも）に指導して（悪質な場合は罰則）材料未達で未完了の下請が困らないようにする必

要がある。 
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まったく出口が見えないウイルスの対策です。長引けば生産ラインの支障が出て建設業は数か月後

受注の出来ない事態となる恐れがあります。早期にウイルスの減少する施策を望みます。 

まとまった現金が手元にあれば休みたい 

まとまった資金が必要です 

みなさんのお困りごと情報を知りたいです。 

メディアで給付や制度について発信されてから手続きや要綱、窓口等が決まるまで時間がかかって

おり、顧客対応に支障が出ている。対策を発表するならば制度の概要等は決めて末端でも顧客対

応が可能な整備をしてもらいたい 

めどがつかないので、今後の仕事ができないのと、歩合給のためこれから給料が激減するがどうし

ようもない。メディア等での必要以上の煽りのような報道が続くと不安も広がるので過剰な報道とか

はやめてほしい。 

メンタルがヤバイです。明るい未来が見えない中、金を借りても… 

メンバーで苦労されている方への、協力について 

メンバーへの情報共有 

もう少し強い政治力を求めます。 

もし、今後当社で感染者が出てしまった時の対処指南 

もし売り上げがほぼなくなった場合の助成金どうしたらよいのか 

ものづくり補助金の拡充 

やはり、いま四月五月を乗り越える資金が無償で２００万円でも、ほしい。当社では月次売上が、半

額までは、ならない。 

やはりマスクとアルコール消毒 

より一層の繋がりを持てる機会の創出。情報を多くいただきたい。 

ライフラインである物流を守るために働いてもらっている作業員／運転手などが出勤しやすいように

子供たちの預かり保育などの整備。 

リーマンショックの不景気を乗り越えた成功事例を取り上げ、参考となる情報提供 

リスク回避を行いたいが会議や例会など準備はしなければならない。英断が必要なのでは 

リスケなしのローン支払い延期。家賃支払い延期。 

リモート業務・テレワークの条件整備のための設備投資、従業員へのマスク配布のための調達、ＩＴ

活用など、この苦境を解決するために前向きに改善しようとしている経営者を応援する補助等の制

度を整備してもらいたい。今は誰しもが下を向いてしまうような状況の中で、頑張れば応援してくれる

という制度が充実していれば経営者を前を向くことができる。今は困った人補助をするのも大事です

が、その解決に向けて行動しようとしている人も応援してもらいたいです。 

リモート現場の同業者のネットワーク確立。 

ルート営業先がマスク着用必須のため、マスクの備蓄が不安だ。とにかくマスクが欲しい。 

わかりやすく、コロナ関連政策の全てを検索できると嬉しい。 

ワクチン 
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ワクチン・治療薬の早期開発 

ﾜｸﾁﾝが開発が急務。 

ワクチンなど早く安心材料が欲しい 

ワクチンの開発 

ワクチンの開発 

ワクチンの開発 

ワクチンの早期完成 

ワクチンを 

ワクチンを早く作って下さい 

ワクチン開発 

ワクチン開発 

愛知県の緊急事態宣言の発令に伴い、５月６日まで現在ご予約頂いているお客様以外の予約以外

は取らないことにしました。宣言開け後もきっとしばらく不景気となると思います。雇用維持が難しい

かなと思い始めています。雇用調整助成金を申し込むつもりですが、書類は煩雑すぎる。これを改

善してほしい。 

安心して自粛できるだけの資金援助の政策をもっと追加してほしい。全然足りない！ 

安全保護具の不足(防塵マスクや防護服など) 

安倍はじめ、現政権が無能すぎる。退陣させたい。 

安来 YEGの角です。業種的に今のところは影響は有りませんでしたが、商圏である松江市で本日

感染者が出たことで、どのような影響があるのか見当がつかないのが現状です。しかしながら、単会

ではコロナ対策チームを設置するなど YEGで出来ることを検討しています。例えばアルコールが手

配しにくい業種に手配できる業種が提供するなどの事例がありました。その様なことを踏まえてまず

は会員がどんなことで困っているかを探るためこの様なアンケートを実施する予定です。この事が単

会を超えて県連・中国ブロック・日本など YEGのスケールメリットを活用すれば YEG 会員事業所同

士で助け合うことも可能だと思っています。湯村ブロ代においては、大変な時にブロ代となられまし

たが、微力ながら応援しております。「明けない夜はない」終息しましたらまた飲みましょう！ 

以前のような経済活動ができるようになってほしい 

維持できるお金を、支給してもらうこと、 

借りても借金が増えるだけで、意味がない 

医療機関その他必要な機関・施設への物資 

医療現場の疲弊と資材不足の改善を求む 

医療資材の不足、小中休校に伴う職員の休職 

医療従事者の方々には手厚い保護、補償をお願いしたいです。 

一刻も早い収束 

一刻も早い収束を 

一刻も早い騒動収束のために足並み揃えて堪えていただきたい。 



35 

 

一刻も早い対応新薬、ワクチンの開発 

一刻も早い段階でワクチン等の特効薬の開発販売 

一刻も早くワクチン、処方薬の開発と販売開始 

一刻も早くワクチンや薬の開発をしてほしい。 

一刻も早く中小企業サポートを充実、実行してほしい。 

一時給付金 

一時金の支給 

一時的に経済活動、人の活動を止めて、コロナの終息を第一にしながら。借り入れ、融資でなく、売

り上げの補填をしてほしい。安心して経済活動を一時的に止めて、まず人命を第一にできる環境を

助けてほしい。 

一時的に雇用の流動化を認めてほしい 

一時的に社会保険料の徴収を止めるべきだと思います 

一時的に従業員を預けたい 

一社ですが、収入減のため、対応していただきたい 

一旦すべてをストップし、感染拡大を防いでほしい。 

一日も早い新型コロナウイルス感染症終息宣言 

一律に現金給付、営業補償をやって欲しい。 

一律に現金給付、営業補償をやって欲しい。 

一律に現金給付、営業補償をやって欲しい。 

一律の給付金 

一律の助成金 

一律給付金は必要な気もします。また守備範囲外でも助成金、補助金で情報提供やサポートしてい

きたいと思っておりますので、色々と情報お願いいたします。顧客ではないですが飲食関係・繁華街

関係はとても気の毒でありますので、何とか助けてほしいです。 

飲食の自粛要請が出てから、飲食よりもさらに濃厚接触となるサロン業務ですが、国の支援策は飲

食店のみのような感じにみえます。何の支援策が当社があてはまるのか、明確に教えて貰いたいで

す。 

飲食業などへの早急な支援 

飲食業にも休業要請お願いします。何で居酒屋だけ要請出てるのかわかりません。。 

飲食業は普段懇親会等でメンバーから売上も上がり、今回の件でも飲食業はメンバーからのフォロ

ーや協力がありますが、他業種にはフォローも何もありません。飲食業がだけが苦しいのでしょう

か？ どこの業種も苦しいのは同じだと思いますが対応の仕方に疑問を感じます。 

飲食業は普段懇親会等でメンバーから売上も上がり、今回の件でも飲食業はメンバーからのフォロ

ーや協力がありますが、他業種にはフォローも何もありません。飲食業がだけが苦しいのでしょう

か？ どこの業種も苦しいのは同じだと思いますが対応の仕方に疑問を感じます。 

飲食業や観光業への補償を早急に。 
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飲食店・ホテルの会員に深刻な影響が出ているため、他の単会がどのような対応をしているかの情

報がほしい。 

飲食店での来客の増加は見込めないため、せめて従業員への給与を補填してほしい。 

飲食店などへの運転資金の調達と細やかな経営相談。会議所会員へのアドバイス 

飲食店などへの人の動きが極端に悪くなっており、住民の気持ちもマイナス方面に言っているような

気がします。大手企業ではなく地元企業や飲食店に少しでもお金が回るよう対策が取れたら良いと

思っています 

飲食店など目先の利益の為に店を開けたりせず、きっちりと休業し感染拡大を防いで欲しい。 

飲食店のメンバーへ何か出来ないか❓ 

飲食店への給付働きかけの要望。 

飲食店への補助金制度強化。 

飲食店への補助等を考えて欲しい。 

飲食店やってます。持ち帰りや配達可能な料理を用意してますが、世間に大々的な情報の発信の

仕方がわからない。 

飲食店経営してる仲間をどうにかしてあげたい 

飲食店全般で今月、来月の支払いが出来ない店舗が多数だと思います。早急の現金給付を行わな

ければ潰れるお店が続出します。 

飲食店等、休業せざるを得ない店舗の家賃補償。 

噂話はやめてほしい 

運営資金確保 

運送関連の安定性の継続 

運転資金 

運転資金 

運転資金 枯渇 

運転資金が苦しい 

運転資金の確保が最重要 

運転資金の確保が重要課題です 

運転資金の給付の希望 

運転資金の速やかな融資 

運転資金の調達 

運転資金の調達簡素化をお願いします 

運転資金の融資を早く提供してもらいたい。 

運転資金支援 

運転資金保証 

営業しても感染が不安でお客様も来ない。保証よりも先に閉めろと言われた方が閉めれます。 
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営業するべきなのか休業するべきなのか全くわからないが、当面の資金も融通できる予定もなく、困

惑している。 

営業を自粛した分の補償をお願いしたい 

営業時間の短縮、従業員の給与保証 

営業自粛要請による売り上げの低下に対する売り上げの保鎮。長期化になる事を考えると雇用継

続が難しく、すぐには営業も戻らないと思うので雇用助成金を活用するよりも解雇して営業を縮小し

た方がいいと考えている。 

営業補償 

営業補償 

影響が大きい業種への支援 

影響を受けた企業への支援、及び設備投資に対する融資・補助の継続に向けた対策 

影響を書き出すと計り知れない。まずは国や地方自治体の要請にすぐ取り組めるように、要請解除

後の具体案や対策について商工会議所からも強く要望と提言をしてほしい。 

衛生管理用品の調達（マスク・消毒） 

衛生関係製品の品薄＆価格高騰の解消 

休業要請を出されても職種上休業できない 

駅乗降客の減少・周辺施設来訪減少による売上減 

宴会自粛ムードが終息し通常に営業できる事を祈っております……いつまで続くかわからないので

今月来月の会社運営資金の助成金あればありがたいです…… 

応援して欲しいです。 

下手なデマは謹んで欲しい。又、東日本大震災を経験している者として、一度当時の CMを流して

ほしいです。 

下手に営業連絡も出来ず 待ちの状態 集客大幅減にてその日暮し 経営者だけではなく補助がな

いと従業員の生活までみれない(給料制の人生活が困る) 

何より早期の収束願う 

何らかの保証がほしいです 

何をどうすべきかもわかりません。 

夏から秋にかけて、特需が見込める何かしら対策が欲しい 

夏のイベントまでの早期修復してほしい。 

夏季契約の大規模な消滅が危惧される。早期の事態好転を望みます。 

家賃、支払い等の金銭面 

家賃・リース料等の固定費に対する補助があれば 

家賃などの固定費に対する補助が欲しいです。 

家賃の減免 

家賃やオーナーに対する補助が無いので、期限のない自粛は不可能なので経営支援をして欲し

い。 
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家賃や税金などの補助を求める 

家賃等、固定費の補償 

家賃等の固定費も発生しますので休業保証などあると営業の自粛もしやすいです。 

歌をうたう 

稼働が落ちても問い合わせや納品があるため、従業員を休ませる事ができない 

過度な自粛は経済を縮小させるたけではなく、人との交流が途絶えることが今後の活動に大きな影

響が出ると思います。国の給付による経済支援をできるだけ地場産業の活性化につながるように商

工会青年部はポスターやＰＲ活動をすべきと考えます。 

我慢しかないです 

会員企業の個別の課題について、相談業務とプロジェクト化ができるコーディネーターを配置してほ

しい。いま田舎に必要なのはこれまでの事業をこれまで通りに経営する人ではなく、新しい事業を興

して育てていけるイノベーターである。関係人口として地域外から関われる仕組みをつくっても、その

コーディネート機関の経営基盤が脆弱である。各地の中間支援組織の活動費確保と人材への投資

がしやすい環境づくり。これを機に、すべての社会システムのオンライン化を推進してほしい。 

会員配布向けの各種 WEB会議ツールの使用方法を明示した資料 

会議など人を集める事ができないので PC会議をしたいがやり方がわからない 

会議所の活動どころでは無い。従業員を守る事が精一杯にこの先なりそう。コロナの終息まで頑張

って生き残るように知恵を出すしかない。 

会議所メンバーでマスクが不足してます。 

会議所や市役所の個人店支援などの早急な動きがほしい。 

会合等の予定があるが、会社規定により参加が困難。状況を見て全ての会合等を中止にしてほし

い。 

会社に対して各種の税金を免除して頂きたい 

回復の目処が立つこと 

開業したばかり事業主は、前年度の売り上げや安定した売り上げがなく前年売上比率を条件とする

現在のコロナ経済対策制度が適用されるか不透明です。加えて、開業間もないことから事業持続の

ための資金力、経営ノウハウも乏しく自助努力できる範囲が限られています。起業したばかりの事業

者向けの支援策を早急にお願いできればと思います。何卒、よろしくお願い申し上げます。 

開業直後の法人向けの助成・補助 

外に出られないので営業活動ができない。 

外国のような都市封鎖をし、一刻も早い終息 

外出をどうしても控えることができない人がいる状態なので､すべての人に外出を控えるようにしても

らい､外出を控えた結果貰えない分の給料や売上の損失を補填できる政策を打ち出してもらいた

い。 

外出規制、休業要請の範囲が狭いと感じてます。今後コロナの影響がどこまで続くかわからないの

で、長期間に渡って影響でるくらいなら、短期間でいいので思いきって全体的な規制をかけてほし
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い。期間が長くどうなるかわからないほうが不安です。１ヶ月とはいわず、二週間だけでも都市封鎖く

らいしてほしいです。 

外出自粛要請による売り上げ減に対する助成金の給付 

外出自粛要請の終わる気配が全く見えない割に補償が行われる気配も全くないこと。 

外食・観光に関わる業種に関してのフォローアップを、YEGのスケールメリットをフルに活用し各地

での成功例やビジネスサポートの情報提供を率先して行って欲しい。 

外食自粛に対する飲食店への補償 

街自体に活気がなく、何かしら協力したい気持ちはあるが、それの持って行き場が無いので、何かな

いか。即効性のある対策や YEGが地域にある意味をこういう時に見出したい 

各種手続きの簡素化。補助金関連は、各地商工会議所にて即時の対応を可能にしてほしい。 

各種助成金のワンストップ窓口の案内 

各種助成金の充実 

各種情報の統制 

各地域によって状況は違うと思いますが、指針として何か打ち出して頂けると今後の活動お方向性

を決めていきたい。 

確実な情報の元少しでも動けるようになればと思います。 

学校が休みになり、スタッフや、自分自身が、家庭と両立が必要な点。 

完全自宅待機要請 

官公庁へ、公共工事等は通常通り発注して欲しい。公共も自粛してしまうと、本当に経済がストップ

することになる。 

官庁工事の過大発注、前倒しを求める。 

官民一体でのコロナウイルス終息に向けたワクチン開発 

感染がこれだけ広がっているのだから、全国同時に人の動きをとめてみるしかないのではないか？

命なくして経済の発展は考えられないと思う。 

感染リスクを個々がしっかりと考え、拡大防止にむけて節度ある行動をとってほしい 

感染拡大、検査の早期対応 

感染拡大に伴い営業停止要請が来た時の保証について 

感染拡大に伴い営業停止要請が来た時の保証について 

感染拡大の早期終息 

感染拡大防止対策として社員へ配布するマスクが手に入らない。消毒液も同様。 

感染者が出たことによって実施する企業の休業に対する、公的な保証制度を、早期に発表＆実施

すること。 

感染者が出た場合の対応策 

感染者のいる地域は 2週間一斉休業等、早期終息に向けた大胆な施策をしてほしい。 

感染者の数がそのままなのが違和感！なぜ感知している数を減らさないのか！今現在、実際何名

感染しているのか？が知りたい！安全に仕事が出来ない！ 
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感染者の排泄物（し尿）からの感染の可能性はあるのか。問い合わせてもどこも明確な答えが出な

いので困っている。 

感染終結宣言 

感染症鎮静後の経済回復を強力に推し進めること 

感染防止に向けてのマスクや消毒液等が不足 

感染予防アイテムの充実 

感染予防グッズ(マスク等)の入手 

簡易検査キットを早く作り全世帯に配布して欲しい。と政府に要望してほしいです。 

簡略化した運転資金の調達 

観光客向けの仕事なので、自粛の中の顧客の確保は現時点では難しいかと。 

観光業の為、キャンセルが多発により打撃が深刻な状況下にある。従業員の一部休業等で対応し

ている。 

観光地に人が戻らなければかなり厳しい状態です。 

関連業種による期間を決めての完全休業宣言。 

企業に関わらず全国民への金銭的な支援が必要だと考えます。 不安なことは金銭的なことが一番

で、業種に関わらずどんどん経済は冷え込むでしょう。 今は我慢の時です。国は大々的に支援を行

って頂き、収束したら経済が V字回復するための新たな施策を行い、経済回復とオリンピック開催と

の素晴らしい 2021年となるような盛り上がりを一気に世界へ向けて日本の復活を発信するための

シナリオ作成をお願いします。知恵ならいくらでもご協力します！！ 与野党問わず、今政府が国民

の心を奮い立たせるために行動してください！ 国難は全員で乗り越えましょう！ 

企業の存続を出来るような対策を打ち出してほしい、コロナが終息してからの話はまだしないでもら

いたい。 

企業への助成金の整備 

企業への補助金の拡大、国による大型な経済対策 

企業を継続するには資金です。まずは、資金の調達 

企業向け助成金の充実、拡大 

企業存続、雇用を守るための助成金 

危機対応融資の条件緩和 

危機対応融資の条件緩和 

既にありますが、運転資金として金利ゼロや返済据え置きなどの融資 

客は減っているが、毎月の支払いは止まらない。家賃や返済諸々あり、この先不安しかない。 

客先の受注減対策の為の、マスク製造協力 

客先への訪問不可 

客足いつ戻るのか 

客足の復帰と資金繰りと当たり前の事しか回答出来ないのが情け無いところです。 

休業が発生した際の補償 
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休業した際の直売店の粗利、店員の人件費を保証して貰えると助かります。 

休業してウィルス対策したいが家賃など経費がかかってしまうので開店せざるを得ない 

休業する企業や事業主への休業補償 

休業する上で経済活動が滞らないように要望する。 

休業になった場合の最善策 

休業による利益減への補助、従業員への給与保証の更なる補助。 

休業の保証がないこと 

休業をせざる得ない状況なのでその時の保証 

休業期間中の助成を希望します 

休業支援の上限金額の見直し 

休業者に対する手厚い保障、休業期間の営業保障（貸付ではない方法で） 

休業保証 

休業保証 

休業保証（企業に対し） 

休業保証。家賃支払いの先延ばし、税金免除。この状態が 2 ヶ月続くと廃業も。 

休業補償 

休業補償 

休業補償 

休業補償 

休業補償 

休業補償が必要（3月から遡って補償してほしい）。コロナがどういう状態になったら店を開けられる

のか方針が知りたい。首相の会見でフィットネスクラブに言及してから退会が増えたので、コロナが

大丈夫になったらフィットネスクラブに通いやすくなるような呼びかけをしてほしい。 

休業補償などの金銭面 

休業補償の具体的な案を出してほしい。 

休業要請、自粛要請等はやるなら徹底的に短い期間でやってもらい、休業に関わる事業者に保障

を同時にして欲しい 

休業要請あった時の補償 

休業要請する業種から外れている為、休業することが不可能な状況であり、保証する事が難しいの

は仕方ない事かと思いますが、連日国民には２人以上の会食を避けるよう伝えており、営業してい

ても良いが行かない事をお願いする、という矛盾を感じます。営業するにあたって、統一されたガイド

ラインの設定や、そのガイドラインを遵守している店舗を認定する等の制度があれば、少しでもお客

様の安心につながるのかと思っております。青年部メンバーの方々には、とても助けていただいてお

り、本当に感謝しております。 

休業要請をされてるが本来は補償と一体であるべき。 

こういう時にこそ 
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商工会議所や YEGが 

国に補償などを要求するべきだと思う。 

休業要請範囲の拡大、短期間での収束 

給付、貸付などの経済支援策などの手続きのハードルを下げてほしい 

給付の仕方に疑問。事業主に対し売上実績に基づき、事業存続に必要最低限な金額を給付。納税

の一時的緩和措置。 

給付金 

給付金 

給付金 

給付金、補償、融資制度などを拡充、それも素早く手続ができるように。 

給付金・補助金の充実 

給付金があれば嬉しいが、自己責任。 

給付金など援助をお願いしたい。 

給付金の拡充 

給付金の金額を上げて欲しいのと申請手続きの簡略化。 

給付金の申請をしたいが具体的にどうすれば良いかわからない 

給付金を活用 

給付金手続きの簡略化 

給付金出すなら早く 

給付金対策 

給付条件の緩和及び拡張。 

給与、家賃など固定経費の助成金、給付金の対象を広げ、増額を要望します。 

給料の減少を補えるよう現金給付を実施してほしい 

強制的に休業させて欲しい。今後の情勢の見通しがたたないまま工期、納期の契約を結ぶのはつら

いです 

業種に基づく一律給付、一個人への一律給付 

業種に左右されなく、ベースとなる平等な補償を！早期ワクチン開発、収束後の経済復旧対策の準

備も政府は先取りして考えてほしい。 

業種を絞らない補助金、助成金の増強 

業種別の情報を共有できる HPや sns発信 

業務の効率化による固定賃金の削減方法 

緊急の現金支給 

緊急の融資制度や国民に消費を促す金券配布などの対策 

緊急給付金の手続きなどがなかなか分かりづらい 

緊急経済対策のさらなる強化。日本全国の経済が衰退している中、より一層協力な経済対策を希

望。 
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緊急資金調達のわかり易い説明 

緊急事態宣言が、どうなれば解除なのか具体的に示してほしい。 

金銭的補償 

緊急事態宣言が出されたが、国からの補償がないので事業所を停める事も出来ず中途半端な状態

である。 

明確な指示や補償が欲しいです。 

緊急事態宣言が出た県でも曖昧なので、緊急事態宣言か出てない広島では、休業補償は出るの

か？理容師は休業にはいっめるがマッサージは入ってないのでどうなのか？などが知りたいです。 

緊急事態宣言が出ているわけでは無いが皆自主的に営業をとめているが、このままでは多くの店が

厳しい。補償さえあれば皆心おきなく休めて、コロナもおさまる。 

緊急事態宣言が出ている地域以外でもかなり影響があることを政府は勿論、県、市一丸となって迅

速に対応して頂きたいです。 

緊急事態宣言の影響により資金繰りがかなり厳しい状況なので支援制度等を早く決めていただきた

い。 

緊急事態宣言の撤廃 

緊急事態宣言を出してから、地方への補償の確立と早急な対応、具体化を急いでほしい。 

緊急事態宣言を和歌山県も対象に 

緊急融資ではなく補助金の給付 

緊急融資はもちろんのこと、経営安定を目的とした給付金はやはり必須かと…  また、そのための

相談窓口案内の周知が薄いことも不安を増大させる一因だと感じるので、とにかく多岐にわたる方

法で正確な情報に至るルート整備が欲しいところである 

緊急融資を 

緊急融資申し込みはしましたが。1 ヶ月間の暮らしの金額くらいなため、このまま長引いて仕事再開

の目処が５月以降も立たない場合、どうしたやらよいのかわからない。子供の学費や車のローンな

どは自分の収入から支払っています。（私はフリーランス） 

緊急融資制度の拡充 

近年における商工会議所青年部活動が現在における事業の規模やスタイルにはかけ離れたような

活動力を必要としていることについて不満があります。コロナとは関係ありませんが。 

金を借りようにも借りれない。 

金策 

金銭的なところは勿論、不安払拭をお願いしたい。 

金銭的な補助が中小零細企業全てに確実に行き渡るような提言をしてほしい 。 

金銭的な補助ょしていただきたいです 

金銭補助をしていただきたい 

金銭面の支援制度 

金属加工業ができる、又は私ができる支援があれば教えて下さい。 
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金融機関が企業の資金繰りサポートを実行しやすいように国が金融機関に手厚いサポートをするべ

き。 

金融機関への返済及び家賃の据え置き。 

金融策の適用枠をある程度柔軟にしてほしい 

金融政策 

具体的なことはともかく、YEGの会員として連帯を力に変えたいです。 

空間消毒などを行うための補助金などがでると営業を進めやすい。 

契約先を紹介してほしい 

景気回復の政策（建築業）に関して 

景気対策と失業者対策 

経営、生活のためにもお金が必要です。 

経営者ではないのでわかりません 

経営側の補助金、スタッフに向けてもそれぞれに補助金が欲しいです。 

経済が回る対策を 

経済が止まる怖さ。どう対応したらいいか不安 

経済を回してほしい。 

経済活動の正常化と迅速な融資の実行 

経済活動を停止するのであれば計画を立てること。リスクの先延ばしは会社の体力をジワジワ低下

させていくだけになる。 

経済効果が心配 

経済対策、消費税減税 

経済対策の一覧とスムーズな実施 

経済的保証の充実 

劇的な金融緩和 

劇薬でもいいから感染拡大を早期に止めて。経済も大事だが、どれだけ金を貰っても、自由な活動

が出来ないならいずれ干上がる。まずは、短期に日常を取り戻せ！ 

欠品が多く、震災時より対応に苦慮 

建設関係従事者離れが加速しないかが懸念される。全体的な工事の量の減少が収入の減少に繋

がるので住宅等の購入意欲を低下させないように国レベルの政策をお願いしたい。 

建設関連への影響は、恐らく半年〜1年後以降に顕著になってくると思うので、支援策への申し込

み期間や条件の緩和を要望したい 

建設業での在宅業務の模索 

建設業の売上比率はどのタイミングで減少するか判断するには非常に難しい職種です。補助金や

融資を考えなくてはなければならなくなったとき、不安があります 

建設業界のコロナの影響がどの位出ているのか情報が少ないので教えてほしい 

建設現場減少による取り合いで工事単価の現状に合うことの想定 
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検査結果が即日発行出来るようにしていただきたい 

検討する上で重要な要素となる、国及び市としての指針をはっきりと示してほしい。 

検討中 

県と市の見解の相違による整合性のとれない、行政からの通知や要請があり。市民・事業所は困惑

している。 

県外からのお客様が来店されるのが心配。マスク、アルコール消毒不足。 

県外からの疎開を止めて欲しい。感染をただ広げるだけ。 

県外から訪問を禁止して欲しい。 

県連などの集合を避けてもらいたい。 

県連単位でいいので活動方針の統一をしてほしい。 

見積競争による価格のたたき合い 

見通しが立たないこと。奈良県知事が頼りにならないこと。解決策が見つからないこと。運転資金が

心配なこと。 

元請け様より現場に入るときはマスク着用が義務付けられていますが、マスクが非常に手に入りにく

い状態です。できれば通常の価格でマスクを購入させていただきたいです。 

減価償却費の免除 来年度の入札参加資格の優遇 

減額賃料分の補助 

減額分の所得保証 

減税 

現金がありません 

現金ください 

現金一律給付 

現金給付 

現金支給 

現金配布の対象拡大 

現在、営業禁止になっているので営業開始ができた際には兎に角 新しい顧客に会って話を聞いて

もらうチャンスがほしい。 

現在お店の休業を考えています。市、県、国でどのような休業補償、補償が受けられるのかが知り

たいです。また受けられる条件などが分かると有り難いです。 

現在については特にない。ただ、１年後、２年後にかなりの影響が出てくる事が予測されるので、そ

の時にどうなるかが問題です。 

現在のところ特にありません。 

現在の業界での存続を懸念しています。新規事業への後押しを支援して欲しい。 

現在の最善を考えてほしい。歪みを気にしていてはできないこともある。世論のことばかり気にしな

いで遂行してほしい 

現在の所特にはなし 
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現在は少し材料が入らない為、若干の工事の遅れがあるだけですが、数年後に起こるかもしれない

公共工事の減少をなくしてほしい。例年並みを継続してほしいです。 

現在は貯蓄を切り崩してしのいでいるが、今後長期化するようでは廃業もやむを得ない。給付金の

申請の簡略化を期待する。 

現在営業停止致しました。 

現在影響が出ている企業や個人事業主に早く経済支援をしなければ、コロナ収束後の経済活動に

支障を来たす。そのため早くキャッシュを渡す施策を要望します。 

現在検討中 

現在持続化補助金などでは売り上げが昨年の 50%以下という水準でなければ対象とならないが、

もう少し対象基準を緩くして欲しい。特に零細企業では、1 0%の売り上げ減でも厳しいものとなる。

特に自転車操業的な企業においては、融資までのスピードが必要で、手続きなどでもたもたしてい

ては支払いが間に合わず、倒産という可能性も出てくると思われる。また、個人への補助金も現状で

は収入が低い層への補助であり、それらは消費者として経済を回すメインターゲットでは無いと思わ

れる。もう少し対象の層をあげ、恒久的な消費の盛り上げを意識した政策を進めて欲しい。 

現在持続化補助金などでは売り上げが昨年の 50%以下という水準でなければ対象とならないが、

もう少し対象基準を緩くして欲しい。特に零細企業では、1 0%の売り上げ減でも厳しいものとなる。

特に自転車操業的な企業においては、融資までのスピードが必要で、手続きなどでもたもたしてい

ては支払いが間に合わず、倒産という可能性も出てくると思われる。また、個人への補助金も現状で

は収入が低い層への補助であり、それらは消費者として経済を回すメインターゲットでは無いと思わ

れる。もう少し対象の層をあげ、恒久的な消費の盛り上げを意識した政策を進めて欲しい。 

現在若者の内定取り消しなどで路頭に迷う方もたくさんおられるかもしれないのでここで建設業に引

き込みたい 

現場の職人の感染予防にマスクやアルコールが欲しい 

現場仕事が多いためテレワークに移行できない 

現場従事者への感染防止対策するアイテムが入手困難です。 

現状、解決策・対応策を考えても思いつかないので、そういった業種向けの補助などを詳しく教えて

ほしい。 

現状、今後が怖くて財布の紐がゆるみません。国民一人一人に一律現金給付希望 

現状のものよりスピード感を持たせた融資制度があれば、と思います。 

現状の外出自粛に対してのオンラインの教育や仕事環境の早期の整備 

現状の売り上げ高の推移だけに着目しがちだが今後の見通しを踏まえた事後処理による早期の経

済対策を！特にダメージの強い飲食店や宿泊業サービス業といった自粛対象の厳しい業種には打

開策や新たな仕組みを共有化させたい。 

現状特になし 

個々の力では何ともできない。まずは早く終息してほしい。 

個人、企業に分かりやすく給付してほしい 
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個人・企業に対しての国からの具体的な経済対策 

個人にも保証。 

個人事業主には、所得制限関係なく、給付金の支給額を一律(50万要望)にして頂きたいと思いま

す。上限 100万円と言われているので、一律 50万支給後、それ以上の金額請求希望の場合は、

必要書類の提出・審査を条件にすることでよろしいかと思います。とにかく、支払いは待ってくれない

ので早急に手元に現金が必要と考えるからです。よろしくお願いいたします。 

個人事業主の会員等、速やかに補助金等の助成を受けられるよう、情報共有をお願いしたい。 

個人事業主への継続した休業保証 

個人事業主への現金給付 

個人事業主及び個人事業主傘下にある従業員の休業補償。 

個人補償の撤廃 

固定の補助、雇用補助、融資の審査改善厳しすぎる 

固定経費に対する助成金があると助かります。 

固定資産税の減免 

固定資産税の減免、NHK受信料の減額 

固定資産税や社会保険料、事業税や所得税の免除 

固定費の削減 

固定費の支払いが困難 

固定費の支払いを下げる要請をしてほしい 

固定費の赤字が大きな負担となっています。家賃や金利の負担延長など対策をとって頂きたい。 

固定費の大きい産業なので、雇用調整助成金を活用したとしてもキャッシュアウトが大きく、運転資

金の借入の目処はついたものの収束が見えない状況で不安しかない。収束後の景気刺激策よりも

収束するまでの補償整備をお願いしたい。 

固定費への補助 

固定費低減の為の固都税や賃料補助 

雇用の維持  

雇用維持 

雇用維持。 

雇用維持の為の資金 

雇用確保のための資金 

雇用調査助成金のさらなる特例、時間制限等に関して 

雇用調整しにくいため、売上減少しても時間給をさげられない。 

雇用調整金額の拡大を望みます。 

雇用調整助成金、持続化給付金、生活支援臨時給付金等、国の実施する緊急経済対策について、

よりスピーディーな制度の確立とその内容の提示、簡素な手続きによる給付申請を可能とするなど

の取り組みを期待 
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雇用調整助成金が非常に使いにくい 

雇用調整助成金の延長 税制優遇措置 

雇用調整助成金の拡充、販促のツール拡大援助、補助金等の申込書の簡素 

雇用調整助成金の申請について、必要書類やハードルが高すぎるため、簡便化してほしい。(賃金

台帳、出勤簿を提出するのみで対応するなど) 

雇用調整助成金の申請作業が膨大で煩雑すぎるので申請経費にかかる費用の助成。社会保険事

務所に依頼すると助成金額の 10%を支払うことになりこの費用や手間が大きいので申請に二の足

を踏む経営者も多い。 

小売店や飲食店などの店舗維持にかかる、固定費(家賃)の支援。 

不動産オーナーの固定資産税の免除。 

社会保険料の企業負担の減免。 

消費税免税事業者(年間 1000万)の適用範囲の拡充。 

雇用調整助成金の要件緩和、給付率向上など雇用継続に向けての政府支援 

雇用調整助成金教育訓練の条件緩和 

雇用調整助成金手続きの簡素化と迅速な支払い、無利子借入制度の拡充 

雇用調整補助金制度の条件見直し 

雇用保険など掛けれない人などへの補償をして欲しい 

顧客が動かない（動けない）ので困っています 動くようになった日のために消費税率を一時的にで

も下げて欲しい それが一番効くと思います 

顧客店の休業による補償 

顧問先である観光バス、飲食、ホテル関係の職種に対して融資のサポートをお願いしたい。 

公共工事を増やしてほしい。 

公共事業の指定分配 

公共事業の増大 

公共料金、税金の免除、減った売上の補填 

工期の延長や資材調達に対して対応をお願いしたい。 

工事の依頼が要望 

工事着工の遅れ等で売り上げ予測がつかない状況の中、運転資金を借り入れるのはもちろんです

が、出来れば助成金という形で支援してもらいたいと思います。 

従業員には仕事が無くても給料を下げる事なく払っているので、おそらく生活困窮する事はないので

すが、この時期経営者の方が大変という事を理解して頂きたいと思っております。 

工程の遅れによって工期延長がなされない場合の事業主側の緩和処置 

広告業は経済が回らないと動かなくなる。ネット上のイベントなどが活発化すれば助かる 

抗体検査を実施、普及してほしい 

更なる拡大防止の為、国の迅速な判断。中小企業の保証について。 

考え中 
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行き先が不安の為、設備投資をしたときの補助 

行事の中止でなく、延期実施の奨励 

行政がコロナ対策に翻弄されて、他の事業補助金や事業執行がおろそかになり民間企業の事業遂

行に影響を及ぼしている。 

行政がしかりと打倒コロナウィルスの事案を打ち出し国民に説明する。 

行政の対応に関し、具体的に何をいつまでに行うのか、知りたい。 

行政への不要不急の外出制限の効力アップ 

行動の曖昧さをはっきりとしてほしい。 

高額商品の購買意欲が低下しているので、消費喚起事業の実施を希望。 

国、県、市からの援助 

国、県、市からの援助 

国、県、市からの援助 

国、県、市からの支援 

国、県、市などの補助金や助成金の継続的な援助 

国、県、市の動向を見てからしか動けないので何とも。 

国、人々の冷静な対応 

国・自治体主導の大規模経済対策 

国がハッキリと少しの期間をロックダウンをし、収束させて、通常に早く戻って欲しい。徐々には事業

者の圧迫にも繋がる。また、都心に近い川口市であっても、現状、私達事業者が自粛しても小学校

など時々登校があったり、バラバラになっているので、公立はせめて国の方向性に合わせる様にし

ないといち早い収束に向かわないと考えております。 

国からの援助、兵庫県からの援助 

国からの支援が受けられるほどではないが生活に支障をきたしている方たちへの給付 

国からの借り入れ等の借金の押し付けでなく、各個人事業者まで条件なしで平等に行き渡るような

援助金という形で補助をお願いしたいです。（先日政府発表の条件の大幅な緩和） 

国からの借入ではない資金 

国からの助成金の充実 

国からの保証 

国からの補助金、助成金等の情報をいち早く知りたいです。ＹＥＧのスケールメリットを活かしてこの

不況を乗り切るための対策を考案していただきたいです。 

国からの補償 

国での緊急事態宣言地域でないため中途半端に店舗を継続せざる負えない。 

国で給付を決定したので、自分も含め社員のお金を少なくてもいいから貰いたい。 

国には終息が見通せないので、人件費の負担を減らす施策を！！ 

国による運転資金の融資でなく助成 

国による企業への支援。それがあれば給料も払え、従業員も出勤せずに自粛もできる。 
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国による金融対策の早期実施 

国による再利用可能なマスクの配布 

国の 50%ダウン厳しすぎる、もっとバーを低くして給付して 

国のコロナ対策のスピード感と実行力 

国のコロナ対策の簡易的な補償、補助金の受給を早期に行ってもらいたい。 

国の援助、助成金、従業員の賃金の補填情報 

国の緊急融資策についての細かい情報が欲しい 

国の資金投入してもらうこと 

国の政策を速くしてもらいたい 

国の早めの対策 

国の保証があればありがたいです。 

国の補助金予算執行の関係で３月末までの工期であるが今後感染症の影響でスケジュールに影響

がでないかが心配。様々な締切の期限を柔軟に対応してほしい。 

国の曖昧な対応 

国は食品製造販売は営業しなさいだけどもその関係してる人たちがなればの生産できなくなるのに

国はやりなさいと言うくせに保証が不明。 

国への経済対策の迅速かつ支援策充実 

国もさることながら、県や市に対しても、いろんな補助金制度を提案してほしい！ 

国や県の補助金の案内を要望 

国や市の対策補助金制度等の配信をお願いしたい。どのようなものがあるのか分かっていない為 

国家・行政による 早期の現金確保案の策定 を望みます。 

国交大臣がテナント賃料を減免等するよう要請しました。ビルオーナーも借り入れの返済、固定資産

税や各種の税金、経費の支払いがあります。y賃を支払えない人もいるのでしょうが、家賃をもとに

事業を行っていえる者もおります。ビルオーナーの成果地が成り立たなくなることをなぜ大臣が述べ

たのが意味が分かりません。各種の補助が出ている中、ビルオーナーの家賃減収への保証を求め

ます。 

国全体で 1-2 カ月止めるべき、ダラダラ行動自粛しても 経営者の我慢がどこまで続ければいい

か？判断できない。 

商売を閉めることも検討中 

国内生産への切り替え助成金（海外生産価格を合わせるための助成） 

国内生産品（マスクなど）市場に流して欲しい 

国補償 

国民、中小零細企業に早く補償を決めて欲しい。どちらつかずの状況なので休業したくても出来ない

職種が多いのではと思う。 

国民の政府対応や法律に対する理解の低さ 

国民全てに一律現金給付、消費税の減税、持家の固定資産税の免除、ガソリン代の免除 
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国民全員が不要不急の外出を自粛し、感染に歯止めをかけることが重要と思います。 

今のところ幸いにも経営上で困っていることはありませんが、今回の件を機に、タオルペーパーを使

用する意識が高まって受注が増加することを願っています。また、その反面、この特需ともいえる反

動が少ないことも同時に願っています。 

今のところ売上げは確保できているが、この先に売上げが無い時期が来るけどどうすれば良いかわ

からない。 

今の与党野党両党に、何も期待は出来ない。さくらを見る会、森友どうでも良い事をずっと討論して

いる暇があるなら、もっと選挙の時以外も真剣に仕事をしろ！と思う。 

今は、お金を出すと先行き不明で設備投資出来ないと言われたので、困っている。 

今はあまり影響はないですが、これからが心配です。 

今はとにかくお金。 

個人法人問わず、お金をばらまいて、後で融資か給付かを判断して、回収すれば良い 

今はとにかく耐える。新事業について考える時期にする。 

今はない 

今は影響はさほどないが、外出自粛による景気後退の長期化が続くと資金繰りに不安。 

今は仕事においては大丈夫ですが、今後影響が出ます。 

今は耐えるのみ 

今は本業に専念するべきだと思います。 

今回の政府の中半端な地方への対応は我々のような業種の売上減に対して政府の保証等が全くな

く、このまま政府に見放される危機感の方が強いですね。いたずらに自粛を要請したことへの責任を

政府にとってもらいたい。働くスタッフも守らないといけない、でもなんの保証もなければ守る為のお

金も無い。一体何をどうすればいいのか困ってますね。国民へのお願いと保証はセットでなければ

いけないのではないでしょうかね？ 

今現在に必要な支援もあるかと思いますが、長期的に影響がでてくると思います。弊社でも半年後

以後の方が売上の影響がでてきそうなので、長期的な支援策についても検討ならびに早急に発表

いただきたい。 

今現在の情勢による自粛は仕方ないが、今後回復に向けての方向性を同時に見据えなければと考

えます。 

今現在は困っていることはないがこの先あるかもしれないので、今すぐ援助の必要な人への対策

と、長期的な援助の対策をお願いしたい 

今後、どのような状況になるのか予測が困難であり、的確な情報を提供して頂きたい。 

今後、感染が拡大しない様な対策を随時、お知らせをしていただきたい。 

今後、空家賃の支払が滞る可能性があり、家賃支払猶予法案を成立させて欲しい。 

今後、建設業である弊社でも、コロナウィルスによる資材調達が困難になると予想される為、社会保

険の一時減税（望むのならば一時徴収の撤廃）をお願いしたい。 

今後、事業所内に感染者が出た場合、業務が停止した時の影響が心配である。 
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今後、売上が低迷した場合の減税処置や、感染者が出た場合の給料補償をしていただけるとありが

たいです。 

今後ですが、政府から企業助成金の徹底化 

今後の雇用 

今後の材料確保 

今後の資金 

今後の消費落ち込みに備えて、消費税大幅減税 

今後の不安しかない 

今後公共工事を減らすことの無いようにしてもらいたい 

今後予想されるアパートの家賃滞納に対する公的補助、予防のための休暇に対する給与保証、消

費税凍結 

今年の商工会議所役員の方は大変な決断を日々していかなければと思います。単会会長、役員に

付きましても例年とは違いが有る決断をしなければならなくなると思います。今年だけは多少の例

外、異例などが有りましても日本商工会として大きな目で見ていただき、本格的に活動再開の時期

が来たのであれば日本商工会議所より全国単会に向けて檄を飛ばして頂きたいなと思います。 

困っていることがあれば情報を共有して解決できることがあれば協力するようにしています。 

困っている業種への支援 

困っている事はとにかく資金です。資金確保の色々な施策を打ち出していただきたいです。 

困っている仲間が沢山いる。効果が出ている新たなビジネススタイル等の情報交換の場を提供して

欲しい。 

困るというか自粛の線引きや助成金等の仕組みがよくわかりません。 

困るのは、人を集めること。感染拡大を促しているようなもであり要件等の必要が重要ですね。 

梱包機等の業務の省力化への助成 

最新で正確な情報 

最新の正しい情報を発信してほしい 

最低限の運転資金の援助。 

材料の調達が難しくなって来ているため、ナット販売などで高騰な材料の手配をしなくてはならなくな

って来ている 

財政出動による所得維持、需要創出による国内経済対策、インフレになるまでの消費税の凍結・プ

ライマリーバランス黒字化目標の凍結 

財務省解体 

仕事がない 

仕事が激減し資金繰りが大変です 

仕事が発生できるような社会作りにしてほしい 

仕事が欲しいです 

仕事が欲しいです 
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仕事できない 

仕事で病院に出入りするための、マスク入手が困難 

仕事を頑張って受注するだけ 

仕事量の確保 

仕事力の減少 

仕入れ先が閉まったのて身動きとれません。 

先行き不透明で、収入面の不安 

 

お金の面の支援がよくわからないので、どんどん最新の情報がほしいです。 

使い捨てのマスクを選択して使用しています。ボロボロなのでどこかで売っていないですか？ 

子どもたちの居場所づくり 

子育て以外の従業員休業補償 

子供が多い世帯、親の介護をしている世帯と考えた時に助成金の対象判断があまりにも酷い。少子

高齢化でいいと言ってる様なもの、少子高齢化をクリアすれば全てが上手くいくのに、ピンチをチャン

スに考えてほしい。 

子供たちの学校教育について 

子供の精神的ケア 

子供を 3人抱えており、学校休校により負担が増加している上に、来月以降の将来の収入も大幅減

が想定される為、先ずは子供手当の大幅な拡充など早急な対応を希望する。 

市税・府税の納期限の延長 

思い切った対策を取り、コロナを止め経済停滞期間を短くする。どっちつかずの方策でダラダラ続くと

なお厳しくなる。 

支援金、補助金等の早急な対応を要請する。 

支援金・給付金の早期支給。消費減少にかかわる施策の実施（キャッシュレス決済還元の延期な

ど） 

支援金をお願いしたい。 

支援策に関しても情報が多すぎて問い合わせ窓口が良く分からないです。 

支援情報などを定期的に発信していただきたい。 

支援要求したいですね 

支出を必要最低限抑える方法 

支払いが出来ない 

支払いの延期 

支払い猶予 

施策案の列挙のみでは対策がしづらい。手続方法を含めより具体的な情報を早く提供して欲しい。 

止めれない仕事があり従業員のコロナ感染が恐い 
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死んでから薬をもらっても意味がない。融資に関しては手の掛かる準備物を簡略化して早急に手続

きに入れるようにあらゆる金融機関にお願いしたい。 

私は、現時点で自企業に困っていることは自企業で解決できる状況です。しかし、飲食業など本当

に困っているメンバーを助けたい気持ちもあり、それがなかなかできずにもどかしく感じます。近畿ブ

ロック YEGのメンバーがつながっていける明るいニュースがあればありがたいと思います。昨年の

「SDGｓで経営革新」でつながった絆を大事にして、このコロナ危機をみなさんで乗り切れることを信

じて、できることをしていきたいと思います。 

私も皆目検討出来ず困っているため教えてください。 

資金の確保 

資金の助成 

資金の保証 銀行への借り入れ 

資金援助 

資金援助 

資金確保のため 何か違う形で出来る事は無いか模索中です 

資金繰り 

資金繰り 

資金繰り 

資金繰り 

資金繰り 

資金繰り 

資金繰り 

資金繰り 

資金繰り、雇用調整助成金のスピードアップ 

資金繰りが困難なので補助金を出してもらうために市への提言方法 

資金繰りが逼迫しているので、融資ではなく税金の免除や、助成金などでの支援を望む。 

資金繰りの悪化を食い止める早急な給付金の支給を希望。 

資金繰りの悪化を食い止める早急な給付金の支給を希望。 

資金繰りの緩和作 

資金繰りの緩和作 

資金繰り対策 

資金繰り等の情報がほしいです。 

資金調達 

資金不足 

資金面が一番苦しい 

資金面の給付、助成。もしくは減税。 
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事業継続の為の持続可能な補償や政策をもっと手厚く考えてほしい。大企業では無く困っているの

は中小零細企業です。 

事業継続計画 

事業所、個人への敏速な保証、その他の適応出来る保証の案内 

事業所向け休業補償 

事業所単位でのコロナ対策 

事業所用の体温計やマスク、ハンドジェル等の品薄 

事務所のマスクの在庫不足 

持続化給付金がいただければ、即座に決断できる。給付までを早急にお願いしたい。 

持続化補助金などの補助金申請や審査を簡略化して欲しいです。 

持続化補助金の補助率と上限額を見直していただきたい。 

時間差で影響を受ける業種なので、今影響を受けている業種を守ることが重要だと感じている。 

治療薬の早期発明 

自ら対策をするしかないと感じている 

自営業者全てに公的資金が行き渡るようにしてほしい 

自社商品の消費の受け皿となっている飲食業への迅速な補償や補助政策の実行。 

自粛 

自粛 

自粛が回避になるまでは、売上減 

自粛しにくい業態、自分が感染すれば事業が崩壊、そこが問題。 

自粛するならガツッとしてもらいたい早く終わらないと会社潰れる 

自粛するのであれば、全国一斉にやってもらいたい。客先のどこかが動けば自社も稼働させなくて

はいけない為、現状では給付金ももらえず中途半端に固定費がかさんでいる。 

自粛ではなくはっきりとした中止や近視勧告 

自粛なら補助を！ 

自粛による、経済の長期停滞による、長期での売り上げ低下が心配です 

自粛による損失の補填 

自粛に対する補償等々をしっかりとお願いしたい。 

自粛に伴う、結婚式の中止や延期 

自粛の期間の検討について 

自粛の要請の明確化 

自粛ムードの線引き 解除 

自粛ムードの中でも自社をアピールしやすい環境作り。 

自粛を指定されない業種（営業を自主判断に任せられてしまう業種）今後に営業してること自体に対

する批判等が出だす業種もあるかと思うなかで、どう対策するのかがあればと思う 

自粛解除 
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自粛期間がとかれるまで 

感染を止める様，徹底的な政策を 

とってほしい 

（勿論その間の休業保障もありき) 

自粛後の経済施策についての先取り情報が欲しい。それを今回凹んだ分の回復施策としたい。 

自粛要請が出ている以上、どうしよもない状況かと。賃金や固定費の支払いはあるため保証や助成

金などでカバーしてもらいたい。 

自粛要請による売り上げ減の補助金 

自粛要請に対する売上保証、ワクチン製造の急務、消毒液・マスク等の安定供給 

自粛要請は休業補償とセットであるべき 

自助努力だけでは難しいところもあり、国のスピード感のある手厚い支援策をお願いしたい。 

自助努力だけでは難しいところもあり、国のスピード感のある手厚い支援策をお願いしたい。 

自宅で出来るスキルアップの勉強法 

自分がかかった場合の会社の運営 

自分が感染しているかどうかをはっきりさせないと活動できない。感染を調べるキットを配布してほし

い。 

自分ではどうすることもできないので、コロナウイルスの早期終息を願う 

自分の為に人を動かすのではなく、人の為に自分が動く事が自分の為にもなるという考え方を持っ

て欲しい。 

自分の業種よりも飲食を伴う業界が大変な状況です。まずは私達にできることを議論し、提案してい

きたい。 

自分も含めて皆さんの自粛を要望します。経済は必ず回復します。 

自分や家族が感染しないための防止策。マスク、消毒液その他の衛生維持の生活雑貨がない。 

自由な外出 

自力で何とか乗り越えるしか手はないと思います、 

実施または実施予定の様々な施策の手続きについて出来る限りの簡素化を要望 

社員の意識改善、仕事に出れば給料が発生すると言う間違った考え方に気が付いて欲しい。 

社員モチベーションアップと主体性 

社員やその家族の配慮 

社員配布用マスクの確保 

社会保険をかけていないアルバイトスタッフのお給料が払えない、借金もどのくらいし続けていけば

いいのか分からず、お手上げ状態。 

社会保険料の控除、中小企業への社員数に応じた給与補償分の補助金 

社会保険料の支払い猶予、消費税減税 

社内から感染者が出てしまったときの対応(営業形態の変更、出入り業者やお客様への告知など) 

社内のマスクは確保しましたが、お客様に提供出来ればと思います。 
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社内環境を整える為、従業員のマスクや、入口に置く消毒液や、室内で次亜塩素酸水噴霧器を設置

しておきたいが、物が無くて困る。また、テレワークの導入に資金が必要。環境整備が大変。 

社内効率をさらに上げていくしかない。やりつくしている感はあるが、それ以上の事を考え行動する

しかない。 

社保や厚生年金、源泉の会社運営に関わる税制一時的な免除 

社労士とは打ち合わせを行い労務に関しては問題ないが、その他の助成金等の相談を気軽に行え

る場が欲しい。 

借り入れ 

借り入れではなく 助成金の強化。 

借り入れをスムーズにしてほしい 

借入しやすい状況が欲しい 

借入できないため(債務整理中)、助成金や補助金などの真水が必要です。 

借入などの融資ではなく、補助金や助成金対応 

借入以外の給付金・助成金セミナーの実施 

借入金・助成金・補助金等情報の整理 

借入金について銀行から運転資金以外は認めないと言われている。設備資金等にも経済対策が使

えるように拡張して欲しい。 

借入金の返済の猶予 

借入金の返済期間の延長 

借入金の返済期日の延長 

借入金の返済猶予 

借入金返済の無期限停止 

借入返済のリスケジュール、その際の金利を負担してほしい。 

借入返済の据え置き、延長等 

取引先である飲食店等に対する政府補償 

取引先である料飲店を廃業から守るため、行政による特別支援（応援チケットの前売販売など） 

取引先の営業停止などによる二次被害が懸念される。 

取引先の先行きが不透明 

手続きが簡素な融資 

手続きの簡素化 特に雇用調整助成金 

首相が利用を制限した職種についての営業補償 

収束に向けた政府の対応（現在すべてが遅い） 

収束のメドが見えるまで、国が保証し、食品、医療を除き制限をかけてほしい。誰かが死んでからで

は遅すぎる。 

収束時期が見えないため、資金手当てをどの程度すればいいかわからない。 

収入がない 
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収入が減っていてるため支払いが厳しい。減税などで出費を少しでも押さえたい。 

収入の確保のため早急な国の対応をお願いしたいです。 

収入の減と、支払いの不安 

終息するまで手の打ちようがない 

終息の時期が見込めない。補助や助成金の内容が分かりづらく、申請方法等が不明。 

終息までの見通しが立たないので、一時的な補助以外に中長期的な補助や補償、支援などを具体

的な形として出して欲しい。 

終息を待つしかない 

終息を待つ他道はありえないと考えます。 

終息後、公共交通機関を何事もなかったように多くの人々が安心して利用できるようにして欲しい 

終息後においての経済政策にインパクトのあるものを期待する。 

終焉 

集客 

充実したステイホームが出来る環境作りを自治体がバックアップして欲しい 

十分な数のマスクの確保 

従業員に配るマスクが不足している。 

従業員のマスク不足 子供がいるために時短勤務 

従業員の意識の低さ   

従業員の休業補償 

従業員の休業補償。 

従業員の休業補償と、無理し無担保融資の拡大(地方銀行などにも） 

従業員の給与がストップ中。 

従業員の給料 

従業員の給料保障 

従業員の生活保証。 

従業員の生活保障など 

従業員へのコロナ感染対策 

従業員への休業補償 

従業員への休業補償 労基法で定められた休業手当をすべて会社負担で出すと、経営が維持でき

ない。また上記に書いた通りの理由から、政府指示で全国一律で生産を止めてもらった方がまだま

し（食糧品や日用品、医薬品など生産を止めることができないものを除き） 

従業員へ給料が払えなくなったらという不安な気持ち 

従業員や雇用を守るための補償制度 

従業員を休ませた時のの助成金 

従業員一時安定企業に預けたい 

従業員用のマスクの調達 
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重症化しないための投薬治療が可能になることを祈ります。 

出勤を 7割削減することが難しい。 顧客に役立つ実効性のある情報提供をしたいが情報が不十分 

出来る限りの人にコロナ終息の為に、不要不急の外出を控えてもらいたい 

出来る仕事の確保 

初めての経験で資金繰りの考え方など分かりやすく教えて欲しい 

所得制限ありの給付金には、反対 

所得税の減税、消費税の減税、過去の借入金利息の減率 

助成金 

助成金、ワクチン等の開発 

助成金、各種審査の迅速化 

助成金、従業員への補償 

助成金、補助金、支給範囲の拡大 

助成金、補助金などもらえる対象が不透明(わかりにくい)のでもっとわかりやすくしてほしい。 

助成金、補助金情報 

助成金、補助金申請手続きの簡素化と助成金補助金対象事業者の裾野拡大 

助成金、補助金等の情報がすぐに欲しい 

助成金・補助金・融資 

助成金がでるのか。借金をしてまで頑張った方がいいのか。 

助成金が欲しい 

助成金についての手順などわかりやすく教えてほしい 

助成金の拡充 

助成金の拡大 

助成金の金額を上げて欲しい。 

助成金の申請に手間取っている 

助成金の申請の仕方がわからない 

助成金の申請をしても、政府および自治体の方針が固まらないため対策が取れないのが現状で

す。国の対策が二転三転しているので、各自治体が主導権を持って自治体ごとの救済処置をとって

ほしい。 

助成金の申請要件が早く決まってほしいですね。 

助成金もらえれば助かります 

助成金や補助金なども出ていますが、もう少し明確に分かる説明があると有り難い。こんな時だから

こそのチームワークによる、情報発信や助け合いの仕組みがあるとありがたい。 

助成金や補助金についてもっとしっかりと欲しい 

助成金を増やしてほしい 
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助成金一覧まとめ、拡販支援の為の四国メンバーでマッチングサイトの拡充、PRサイトの立上げ、

各単会飲食マップ（一覧）作成支援、単会取組み情報の共有化、成功事例の紹介など ご検討宜し

くお願い致します！四国ブロック委員会出向者より 

助成金申請の作業補助 

助成金制度の向上 

助成金制度の説明 

助成金対応の迅速化 

助成金等の手続きの簡略化 

助成金等の申請がめんどくさすぎる。国の動きが遅すぎて助成金を受けるまで体力がもつか不安。 

助成金等の正確な情報 

助成金補助 

除菌アルコール、マスクの入手  

除菌液、マスクの確保 

商工会議所で行っている０金利の借入を利用したい 

商工会議所として、クラファン、キャンプファイヤのようなサービスや、寄付などを募るプラットフォー

ム。 

商工会議所として、特に消毒アルコールの調達。 

商工会議所としての活動をどのようにしていけばよいのか 

商工会議所の相談体制の拡充 

商工会議所はなんのための団体ですか？ 

意味がないような！ 

商工会議所を通した救済金などの提案 

商工会議所支援 

商工会議所支援 

商工会議所青年部間の協力を 

商材の納期、納入のスケジュールが回復することを待っている状況です。 

商談の面談件数を増やしたい為紹介が欲しい 

商売あっての YEG  今現在、どこの企業も厳しい状況下 この時期に青年部の活動自体が会社、

家族にとってマイナス要素しかないので活動を自粛したほうがよい 

商品の供給不足を解消していきたい 

商品入荷待ちで解決方法はありません 

将来的な収入の減少が危ぶまれる 

将来的不安の解消 

小規模事業者・個人事業者でも助成金、給付金等が申請できるよう、手続きの簡素化とスピード感

をもった給付をお願いしたい。 

小規模事業者の事業継続・生活補償に向けた給付金をさらに広く支給していただきたい。 
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少しでも早く終息して外出出来るようにして欲しいのと、補償をして欲しいです 

少しでも速く、簡単な手続きで資金調達ができる金融対策をしてほしい。 

少額でもいいので毎月の給付 

少人数でも良いのでホテルの利用 

少人数で営業をしているので、誰かが感染すると業務に多大な支障がでます。 

消毒液などが手に入らない 

消費の落ち込み 

消費を回復させるための経済政策、雇用調整助成金・制度融資など手続きの簡素化 

消費を直接喚起する施策（商品券、現金等）に期待したい。その際、子育て世代や高齢者など、特定

の世代だけに手厚くするのはやめてほしい。独り身で苦しんでいる氷河期世代こそ、困窮の瀬戸際

だということを分かってほしい。 

消費喚起(終息後)  消費減税 納税猶予 

消費者の買い物意欲の向上 

消費税、給与の支払い、家賃等固定費の支払い。融資も必要だが、早期の補助が欲しい 

消費税、法人税等の減免の政府への要望、提言 

消費税０％ 

消費税の減税 

消費税の撤廃 

消費税を期間限定で０％にして景気回復を確認して５％１０％に段階的に上げていく。 

消費税減税 

消費税減税 

消費税減税 

消費税減税、政府による財政出動による需要の創出、毀損利益の助成 

消費税減税、納税延期、イベントの自粛要請(中止の可能性が高くても準備しなければいけなくなり

時間がとられ外出が増える) 、ベーシックインカムの実施 

消費税廃止 

消費税廃止 

消費税廃止 

消費税免除、資金融資手続きを最短ですぴーでにして欲しい 

消費税免税措置 

消費増税によって景気が冷え込んでた状況での新型コロナウィルスの流行なので要望として消費税

を一時的に０％にしてほしい（全業種が公平に大きく恩恵を受けられる） 

上記の内容をもっと簡潔に知れる仕組みを知りたい 

情報について 

情報の発信場所を探しています 

情報共有（商い全般：整備された情報） 
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情報提供 → もし自社の社員がコロナにかかってしまった時の対応や顧客への配慮について 

情報提供、メンバー同士の応援しあい 

情報提供、感染防止策 

情報不足 

職業柄、様々な業種のお客様と接しますが、感染症の終息のメドが立たない以上は融資を受けても

返済の見通しが立たないと皆様言われます。給付型の支援を拡充して頂かないと今後倒産が増え

ていくのではないでしょうか。 

色々と経済対策を打つようだが、どこに相談すればいいのかＹＥＧ専用窓口を作ってほしい 

色々な許可の期限延長など 

新コロ終わってくれ〜 

新しいジャンルの事業に挑戦しているので、その事業で活躍されてる方と交流したいです 

新しいチャレンジに向けた助成金の追加がほしいです 

新しい情報を可能な限り早く知りたいので、情報発信の一元化（ここを見ると全てわかるというもの）

をお願いしたいです。 

新たに始まる給付金制度を、もう少し額が少なくても良いので、１ケ月でなく長期的に展開してほし

い。先が見えず厳しい。 

新規の投資に対し、柔軟に支援して欲しい。補助を増やして欲しい 

新規客への PR 

新規顧客の開拓。特に認知していただくことに苦労しています。 

現在もともと関係性があった方からのリモート授業の受注（東京都・沖縄・奈良）でいただいています

が、新規顧客の開拓はゼロなので、システムや教材は整いつつあるので、認知していただけるお手

伝いをただきたいです。 

あと、融資のご相談にものっていただきたいです。 

新規事業の開始準備 

新規事業を立ち上げても現在の状況じゃ営業や PR活動も不可 

新規集客 

新型コロナウイルスの影響がある前から衛生面には気を付けている（消毒など）が、現在消毒の為

のアルコールなどがなかなか手に入らない。 

新型コロナウィルスの感染拡大防止をするのに、お金を配って生活の保護を国がして欲しい。自治

体や企業でなく。老若男女に一律数十万渡し、まずは当面食事と住居は安心して確保してもらう。そ

うなれば誰もムダには外に出ない。無理ムダに仕事させない。そうすれば感染拡大は収束すると思

う。 

新型コロナウイルスの早い終息を願います。 

新型コロナウィルスの早期収束と完全な終息 

新型コロナウィルスの早期終息のため全国民が一致団結する施策 

新型コロナウイルス収束後の大胆な経済対策を要望します。 
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新型コロナの患者数が知りたい。 

新型コロナの終息。従業員の不安解消の為、検査キットの市販。 

新型コロナの早期終息 

新型コロナ感染減少に伴い外出自粛制限解除による消費回復 

新型コロナ感染者減少よる外出制限解除にての消費回復 

新型コロナ問題による派遣許可更新の特例措置のお願い  現在、派遣スタッフにもこの度の新型コ

ロナによる影響が出てきました。 同業他社の経営者同士でも話す機会もあるのですが非常に厳し

いと皆さん口をそろえて言います。 この先に待ち構えている問題についても経営者同士、同じ考え

でした。 新型コロナ問題は、これから今以上に派遣会社の経営が追い込まれ困難になると感じてお

ります。 リーマン破綻の時のように中小派遣会社が倒産に追い込まれ失業者が増えると思います。 

派遣切り派遣村を繰り返してはいけないと各派遣会社の経営者も頑張っています。 この状況が長

引き更に悪化した場合は各派遣会社のタイミングの問題もありますが、派遣免許の許可更新がかな

り厳しくなると話しています。 仮にこの状況で融資を受けてキャシュに余裕が出たとしても経営の悪

化は進み売上げは回復しないまま負債だけがふくらみ派遣免許の許可要件の資産要件 2000万以

上の基準クリアが難しくなります。 大手派遣会社は資本も資産にも余裕がありますが中小派遣会

社は基準をクリアするのに各社必死です。 派遣法は厚生労働省の管轄になりますので是非、新型

コロナによる中小派遣会社の影響にも御配慮頂き派遣許可更新の特例措置を出してください。 真

面目に法律を順守して頑張っている派遣会社も守って頂けるよう派遣許可更新の特例措置も御検

討を宜しくお願い致します。 雇用調整助成金も早急に制度を見直し、労働者賃金保証だけでは無く

会社負担分の社保料も一緒に助成してくだされば利用企業も増えると思います。 どうか宜しくお願

い致します。 

新型コロナ問題による派遣許可更新の特例措置のお願い  現在、派遣スタッフにもこの度の新型コ

ロナによる影響が出てきました。 同業他社の経営者同士でも話す機会もあるのですが非常に厳し

いと皆さん口をそろえて言います。 この先に待ち構えている問題についても経営者同士、同じ考え

でした。 新型コロナ問題は、これから今以上に派遣会社の経営が追い込まれ困難になると感じてお

ります。 リーマン破綻の時のように中小派遣会社が倒産に追い込まれ失業者が増えると思います。 

派遣切り派遣村を繰り返してはいけないと各派遣会社の経営者も頑張っています。 この状況が長

引き更に悪化した場合は各派遣会社のタイミングの問題もありますが、派遣免許の許可更新がかな

り厳しくなると話しています。 仮にこの状況で融資を受けてキャシュに余裕が出たとしても経営の悪

化は進み売上げは回復しないまま負債だけがふくらみ派遣免許の許可要件の資産要件 2000万以

上の基準クリアが難しくなります。 大手派遣会社は資本も資産にも余裕がありますが中小派遣会

社は基準をクリアするのに各社必死です。 派遣法は厚生労働省の管轄になりますので是非、新型

コロナによる中小派遣会社の影響にも御配慮頂き派遣許可更新の特例措置を出してください。 真

面目に法律を順守して頑張っている派遣会社も守って頂けるよう派遣許可更新の特例措置も御検

討を宜しくお願い致します。 雇用調整助成金も早急に制度を見直し、労働者賃金保証だけでは無く
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会社負担分の社保料も一緒に助成してくだされば利用企業も増えると思います。 どうか宜しくお願

い致します。 

新型肺炎コロナウイルスが終息しイベントが復活することを祈るのみです 

新卒を 4/1日より休暇にしている。給与保障 6割が厳しい。辞めさせたい。現在の仕事のできる社

員に優先的に給与を払いたい。 

新卒社員もいるので安心して働ける環境づくりについて検討している。 

真面目に申告し、真面目に納税し、真面目に仕事をしている、小企業を、救う助成金制度が無い。助

成金などいらないから、無駄に危機感を煽ったり、外出自粛や緊急事態宣言のような愚策による邪

魔だけはしないでほしい。 

人が街に出てこない。 

人の流れの回復(国内外) 

人員不足 

人員不足だが先が不透明で新規雇用ができない。 

人件費のみの助成ではなく、固定費部分の損失を補填する助成金制度 

人件費の補助 

人材不足解消 

人手不足 

人命最優先 

迅速、且つ、簡易な助成金の対応が必要。 

迅速な運転資金や助成金をお願い致します。 

迅速な融資 

迅速な融資の実施 

数ヶ月後の設備工事減少が心配 

数ヶ月先に資金的に困りそう。支援金又は無利子融資に期待している 

世界のコロナの終息 

世界的に自由を制限される状況下なので出来る限り明るいニュースをみんなで発信して欲しいです

(*^^*) 

是非、アンケート結果を教えてください。 

制度融資等 

制度利用の簡素化 

政治家が、しっかり対応して欲しい。 

政治家の対応が遅い！もっと先を予測してやり過ぎるくらいの準備や対策をして欲しい。首相のリー

ダーシップが感じられないのが残念です。非常時には、欠かすことのできないものだから！ 

政治家やマスコミによるウイルスを拡散しない為の本当に正確な国民行動のアナウンス 

政府、遅すぎる‼️ 

政府からの支援に関する情報をわかりやすく知りたい 
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政府からの補助金等 

政府から得られる緊急の経済対策を、分かりやすく整理すること。中小企業が得られる補償を、分か

りやすく表現し情報を発信してほしいです。 

政府には、経済政策をもっと手厚く支援していただき、国民の生活に一石を投じてもらいたい。 

政府には規定なしで助成金や補助金を中小零細企業へもっと迅速に実施してほしい。貸し付けなど

（無金利/無担保）さほど意味を持たないほどの影響が出てるので、その実態を密に調査してほしい

です。１家庭３０万円、１企業１００万円の支給など一時しのぎにもならないのでもっと抜本的な改革

が必要です。 

それと、とにかく全国のあらゆる組織や団体も、迷わずに最低でも夏程度まで何もしない。事業やイ

ベントの中止を今の時点で決定づけておくことも必要かと思います。 

政府にしてもすることが遅すぎてこんなに感染者や死亡者が毎日増加しているので、ある意味強制

的にしないと伝わってないことが多いと思います。 

政府によるコロナ感染症の早期収束に向けた有効な対策と、収束までの経営支援策の実行。素人

発想ですが、感染拡大対策も経済対策も、段階的（小出し）ではなく一気呵成にやってほしい。 

政府によるリーダーシップ 

政府による飲食業を中心とした休業補償の整備 

政府による中小企業への支援策の範囲拡大 

政府による補助・給付をより多く・より早く 

政府に給料保障 

政府のありかた、政治のさま、国民とは 

政府の援助が必要です。弊社は開業 1年未満のスタートアップ企業です。現在政府で検討してる事

業継続給付金は前年比でのダウンを証明する必要があり、スタートアップ企業は対象となっていな

い可能性があります。スタートアップ起業は平時でも心許ないキャッシュで運転してますので、ぜひと

も給付対象としていただきたいと考えています。また、社会保険や年金の支払いも負担が大きく、一

時的に免除または支払いの延期をスピーディに検討していただきたいです。 

政府の緊急支援 

政府の首を据え替えろ。さもなければ、商工会議所の会員が半減する。 

政府の助成金条件に該当しない企業への救済策 

政府の対応が非常に遅い。マスク・アルコール不足、持続化給付金・融資実行までの時間が掛かり

すぎです。『緊急』という名目の割には、こんな状況でもお役所仕事！経済対策も含めた上で、早期

のワクチン開発に全力を尽くしていただきたい。 

政府の補助、支援政策遅く、自身決断も遅くなる、 

政府へ現状を商工会議所として伝えて欲しい 

政府または自治体の明確な指示 

政府や自治体の方針が曖昧過ぎて対策が取りにくい 

政府機関の情報開示・積極的支援 
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政府及び国に有事の施策や特例対応をとってほしい。 

正確、信頼のある情報が欲しいです。 

正確な情報とマスクがありません。 

正確な情報の共有 

正確な情報の素速い供給 

正確な情報を送る一つサイトが必要かと思います。情報が散乱してる状態を何とかする必要がある

と思います。 

正式決定していない施策が、さも決定事項のように情報が伝達されているため、正しい情報を入手

することが難しくなっている。予定なのか、決定なのかが明示された情報発信がなされてほしい。 

生活費の困窮の為の金融支援 

生活費の困窮の為の金融支援 

生命にかかわる医療、介護、ライフライン、食料の配給とそれに伴う物流（買い物ではなく配給）、コ

ロナ治療のための研究、それ以外の経済活動の休止。自由に移動させている場合ではない 

製造業では IT化が特に遅れている。それによって Web会議への理解がとても低い。Zoomやその

他Web会議システムの利用を呼びかけてもなかなか応じてもらえない。 

製造業を営んでいるため、在宅勤務は出来ない。この時期に仕事があることは本当にありがたい

が、中途半端に感染拡大が起こっているならば、1か月等、製造業も稼働停止要請等を行った方が

良い気がする。 

青年会議所内の企業同士でこんな時だからこそ何か協業や手助けが出来たらと思う。 

青年部でマスクを販売している会社があれば教えて欲しい 

青年部活動などは事態が落ち着くまで控えるべき 

青年部活動は、全会今年は休会にしてもらいたい。 

青年部活動を控え、事業にいつもより集中しなければいけない。 

税の軽減 法人、消費、固定資産 

税金の納付や銀行の借入金の支払いを先延ばしにして欲しい。 

税金や公共料金の支払いの猶予 

税金免除 

税制面での負担の減少 

接待ありきの店内飲食店がテイクアウトをいきなり始めても、周知が上手くできない上に、新しく宣伝

費を掛ける余力もないので、先の見通しが立たないのも含め、どうしたら良いかわからない。 

設備投資に助成金を出してほしい 

仙台商工会議所のような取組み

（ https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/202003/20200317_12002.html ）を他県にも広げて欲

しい 

先が見えず、どのように対応して良いか難しい。 

先が見えない 
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先が見えない。 

先が見えないのが一番困る事だと思います。 

先が見えないので生きていくため対策希望。 

先が見えない感じ・・・・ 

先が見えない戦略ではいつまでももたないので早く終息してもらいたい。期日が分かれば対応しや

すい。政府次第なのかどうかはわからないけど要望ではなく強制的に対応して早期解決を目指すべ

きだと。 

先が見通せない不安要素がある。感染者が出てしまった場合の補助金とワクチン開発を早期に願

います。 

先の見通しが立たない。 

従業員さんの休業手当など 

先行きが見えないのでとても不安ですが、色々な施策等の情報発信を関係行政・団体にはお願いし

たいです。 

先行きが読めないの困ってる 

先行きが不透明なため、準備をしっかりすべく、最新の支援策情報等をタイムリーに入手したい 

先行き不透明なので低金利の借換融資がほしい 

先行き不透明な情勢の中、現在は売上減少事業者が対象となっている実質無金利融資の対象範

囲を拡大してほしい。この先も売り上げを維持していける自信がない。 

 

また、収入減少世帯への補助について、先ず事業者は雇用を守ること、従業員の生活のため給与

を維持することに重きをおきます。「その為なら借り入れをしてでも従業員を守る」という事業者が、た

だでさえ厳しい状態でありながら、更に重荷を背負います。そういう事業者を救う策を講じてほしい。 

先日のアンケート記載通り。1年間位、無制限の即日税金類免除か返還と、一律の補助金支給。国

と自治体の指針や決定スピードの遅さ。 

前年がとても業績が悪く、前年比で落ち込んでいるといえない。今年は業績が良かったが、コロナ以

降衰退。3月は違約金としての収入があったが、4月、5月は売上がゼロになる。 

全国の皆様の課題の共有の場を設けて欲しい、どこにどのようなニーズがあるかを知りたい。 

全国へ輸送するドライバーに対するマスクやアルコール消毒液が不足しており、調達出来るようにし

てもらいたい。 

全国各自治体での pcr検査  自粛するのでなく白黒をはっきりさせる 検査するのに必要な人足頭

は YEGで有志 

全国大会は中止するべきでした。なにも決断できない姿はあまりに日本を象徴していて残念でした。

時代を先駆ける青年経済人としての矜持を感じませんでした。青年部および商工会議所という団体

の可能性を今は感じていません。 

全国的にテレビ、電話での商談活動を国から指示 

全事業者への平等な補助 
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全社に粗利補償 

全体で休業して一気に収束したほうが解決は近い？各企業の体力が持つうちに収束してくれること

を願います。 

素早い資金融資や手当の入金 

早い終息と、出控えの解消、経済的支援や控除 

早い新型コロナウイルス撲滅 

早く、薬💊ができてほしい 

早くコロナが、終息してほしい。決まったら早急にして欲しい。 

早くコロナショックが終わってほしい。 

早くコロナのワクチンが開発されることを望みます 

早くワクチンを 

早く治療薬が開発され、収束してほしい 

早く収束させて欲しい。 

早く収束することを願うしかないと思います。 

早く収束するように願うしかない。 

早く終息してほしい。 

早めの終息しかない、 

早期の緊急融資 

早期の借入れ 

早期の借入れを行いたい 

早期の収束。 

早期の収束を切に願います 

早期景気の回復に向けた行政の取組み 

早期決断 

早期収束 

早期収束のための意識高揚。地方ではまだまだ危機意識が低い人が少なくありません。 

早期収束のみ 

早期終息と消費者層の収入補助 

早期終息に向けて国・自治体での自粛要請の強化を切に願う 

自粛にかかる被害等の補償 

スピード感のある対応 

早期終息のためにワクチンの開発を早急にして頂きたい。 

早急で継続的な全国民への現金支給。 

早急なコロナの終息と経済の復興 正確な情報の伝達 

早急なコロナ禍の終息！ 

早急なワクチン開発 
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早急な運転資金の調達 

早急な給付支援 

早急な現金支給 

早急な融資の対応をしてほしい。 

早急に助成金を出してほしい。今以上の感染拡大を防ぐため、短期間集中的に交通網の停止や外

出の禁止を徹底的に行い短期間のでの終息を目指す方が良いのではないか？ 

早急の資金が必要 

相続関係の仕事をしており、資産家がメインの顧客ですが、固定資産税の支払いが猶予されるなら

家賃の支払いを待ってあげられるオーナーさんも多いのではないかと思います。 

騒動が終わった後、明るい兆しの見える施策が欲しい 

即座の現金支給 

即資金調達 

速やかな減税や現金支給などの補助措置 

速やかな融資 

速やかな融資の実行 

他の業種に勤めている方の給与が下がらないこと 

他の業種の方への補助や助成、経営支援を手厚くすることで、こちらにも適正に報酬が支払われる

環境を整えて頂きたい。 

他業種とのビジネスマッチング 

他業種も含め状況共有、協力 

他県の状況を正確に知りたい。 

対・新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽの新薬開発 

対策を検討しても結局のところコロナが収まり消費が拡大しないことには売上も伸びないので、今の

ところは辛抱するしかありません。業務が減っても人件費をこれ以上削減はできないので、融資では

なく活用できる補助金がもっとあればいいです。に 

対象者を制限しない給与や賞与の一部補填と所得税減税 

対面が出来ないと手続き出来ない商品もあるので、メーカー側に新商品の開発を依頼してる 

対面でしか契約できない金融業界を非対面構造にするためにはどうしたらよいか 

対面営業活動自粛により新規開拓ができない。 

貸付の要件の緩和 

大規模な財政出動 

大阪、愛知からベンチャー企業が訪問営業に来店してくる事が感染リスクが高くなるので大変困って

いルナで、県外からの訪問営業を自粛して頂きたい。 

大手デリバリーサイトは都市部が多く地域的に対応不可なので店舗を構える場所での専用サイトが

あれば助かるかなと思っています。 

大変忙しいので人手が欲しい。 
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誰に要望するのか？がよくわかりませんが…政府にならば、「消耗品が出るような公共事業の増

加」。西日本豪雨からこっち、ずっと川底をさらっていて資材の消耗（＝販売数）が減っている。一般

の人を対象にした仕事は多くが受注が止まっていて予定が立たない。 

単会でのすべての活動、一時期か、1年休止か、検討しています。その場合、日本 YE Gへの関わ

り方、出向者の件とか、他の単会は、どう対応しているのか、情報が欲しいです。 

単会内連携 隣接 yegの連携 

単会毎に取り纏めてネットモール？の様な販売方法の整備を行いメンバー内で売り上げの多少の

助けになるような事は考えられないか。 

単純にあとどのくらい続くか分からない情勢を乗り切る術。あとは飲食だけでなく、YEG関連団体全

体の連携。(余裕のある方に極力 YEGの会社や店を使ってもらうよう明確に打ち出す。それによっ

て騒動が落ち着いた折りには YEG活動に積極的に参加してもらえるメリットも考えられる。 

短期間での融資の実行 

地域の人達が豊かになる為には何をすべきか？ 

地域毎の感染経路マップ等の作成 

地元企業あっての障がい者就労ですので、今後も企業が残って下さる事が大切です。 

地方なので未だにマスクや消毒液が入らないです。 

遅れて影響の出る企業への支援も検討頂きたい。 

中国に頼る調達を見直してほしい 

中止したイベントの保証など 

中小企業に対する支援策の強化。 

中小企業に対する早期の金融支援。 

中小企業に補助金 

中小企業の助成金の拡充をお願いします。 

中小企業へのバラマキをもっとしないともたないと思う 

中小企業への一律補助金と消費減税 

中小企業への助成のスピード、簡易さ 

中小企業への速やかな支援策をしてほしい 

中小企業向けの補助金、助成金の創設 

中小企業支援制度の拡充と申請方法の簡素化、持続化給付金対象者内容の引き下げ 

中小零細企業を守る案や手立てを業種別で教えて欲しい 

中途半端が一番困る。全員仕事休みなら休みにしてほしい 

中途半端な緊急事態宣言はやめてほしい 

中途半端な行動制限や自粛要請で、特定の業界のみ大幅な我慢を強いられています。 

これでは、かえって長期化すると思いますので、思い切った強い制限を期間を区切って行って頂きた

いと思います。 

中途半端な自粛要請でなく、強制力持って短時間に収束する対応をお願いしたい。 
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中途半端な制限ではなく、徹底した制限をして短期間に新型コロナを終息させてほしい 

中途半端な政府の対応ではなく、終息させて為の対応をしてほしい 

注文がない 

注文キャンセル分の保証をお願いします。 

長期の無担保無利子の融資に関する情報と手段。 

長期化させないために、一時的に必要最小限以外の社会の停止を強く要望したい。 

長期化した場合でも経営を安定できる施作 

長期化した場合の資金調達 

直接事業者も勿論ですが消費者が消費してくれる方が必要と思います 

賃料の助成、人件費の助成が欲しい 

通常の観測と楽観的観測、悲観的観測の３パターン、今後の展望が欲しい。先行きの見通しが立た

ない事が何より恐ろしいので。 

通信料の引き下げ 

低価格な宅配代行事業 

提携先の学校がある国の入国規制と非常事態宣言が 1日も早く解除されることを切に願います。 

適切な情報を迅速に届けて欲しい・申請書類作成のサポート・コロナ後の対策検討 

店を休んだ時の保証 

店舗の固定費に対する補償等 

店舗を休業した際の補償の拡充 

田舎が感染者が増えづらいけど、売り上げの減少は起こりまし。区別ない政策を望みます。 

電子マネー決済の促進とルール変更。各業種、オンラインでできる業務があるにも関わらず、導入

できてない所が多い。電子マネーによる決済を持って、業績の低下を防ぐとともに、電子マネーの種

類によっては URL発行決済が出来ない所もあるため、現在の状況に合わせたルールにしてもらう

よう提言していくべき。 

電子署名等の普及 

兎にも角にも、1日も早い終息を祈っております。 

都道府県単位、市町村単位で対策して経済をダウンしない対策して欲しいです。 

東京都のように在宅の補助金が他府県でもお願いしたい 

当社はそれほど強い影響を受けていませんが、困っている仲間（飲食店等）を支援するため、融資

のほかに前売り券、クラウドファンディングなどを活用できればと考えています。 

当社は研修事業などをやっているので、みんなで学べる場をつくりたいです。（ただ、そういう集まり

が難しいというのは理解しています） 

当面の運転資金の確保、 従業員の休業補償 

当面の間、会議所関連の会議・会合等の全面的な中止又は延期を強く要望します。 

当面の仕事の減少に伴う補助金等 

当面半年分の資金の確保 
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同業者で相談できるネットワークがあれば嬉しいです。 

同業種で行う対策会議は、個々で行うよりアイディア・リソースが豊富、かつ全業種で行うよりも現状

に即した打開案が浮かびやすいのではないかと思い、そのような緊急会議（オンライン）を提案いた

します 

同様の業種で行なっているコロナ対策の取り組みの紹介 

特にありません。一日も早い終息を願っています。 

特にないですけと、終息の目処が立たないので毎日が不安です。 

特に箱根は昨年の台風 19号の影響で未だ電車も通らない中でのコロナ騒動なので、観光地として

別で何かしらの支援がないともたない所が多数出てくると思います。 

特に無い 

特効薬の普及 

特措法による祝日移動問題(オリンピック延期に伴う) 

特定の目立つ業種以外へも配慮 

特別ないです。 

特例の借入れ制度 

難しいとは思いますが、いつ終息するのか？が予想できない故にこの状況になっているので、明確

な基準を示して欲しい。「◯月までに感染症□人まで下がったら終息に向かっている」との判断基準

になるので。誰が判断するのか？という問題点もありますが。 

難しい事かもしれませんが、上記状態にならないような、法令での縛りとかがあればとは思います。 

日本の国民医療費が 40兆円を超えて毎年 1兆円ずつ上がっており、毎日、癌で亡くなる人 1000

人、肺炎で亡くなる人 300人を全く問題視しないで、なぜ、感染した人の 80％が軽度か無症状の新

型コロナウィルスでこんなに騒ぐのか。今回の経済の低迷は新コロによる天災でなく、騒動を煽る政

治やマスコミの人災だと思ってます。要望は、問題の表面しか見れないで騒ぎ立てるな！です。そん

なこと言ったってしょうがないけど。 

日本政策金融公庫の対応が悪すぎる。 

日本政府に大至急生活の保証をして欲しい！これだけです。 

日本製マスクを購入出来るよう手配して欲しい 

日本中、外向きの消費マインドが急降下しています。YEG が日本の元気を取り戻す最先端を走って

もらいたいです。 

熱りが冷めた後の影響が懸念される 

濃厚接触者の範囲が不明。もし従業員の中から感染者が出た場合、その日一緒に出勤していた人

が全員濃厚接触者になるのであれば、営業が継続出来ない。 

納税の期間の延長 

納税をまっとうにしている飲食店経営者に対する支援 

派遣先の確保 

廃棄物搬入量の調整、バランスをとる 
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買い占め防止の対策をして欲しい。マイナンバーで縛り付けるしか方法は無いかも知れませんが、

いかがなものか・・・ 

売り上げが半減の月は一月もなさそうだが、3割減の月がかなりある。また、法人だが、家族経営の

ため給与を役員報酬でとっている為、雇用調整助成金ももらえそうにないので、給付のラインをもう

少しなんとか下げてほしい。もしくは雇用調整助成金を役員でももらえる特別措置があれば助かる。 

売り上げが落ちているところとのマッチング事業 

売り上げに影響が出始めたのが 3月からなので 1月 2月の影響を換算しての減少率にして欲しく

ない。3月 4月これからの見込みを考えた現金での保証制度をしっかりして欲しい 

売り上げをどう上げていけばいいのか 

売り上げ見込みの保証または、減価償却を 10年以上してほしい 

売り上げ減に対する生活保証をしてほしい 

売り上げ減の場合、資金補助 

売り上げ減少の支援 

売れ残った食品が大量に出ている為ロスの解消をしたい 

売上がほどんどないにもかかわらず営業せざるを得ないが、国が検討している救済制度は休業中

の企業と従業員への支援策ばかりで営業中の企業や従業員に対しての支援策がないので、その点

対策を検討してほしい。また当面の粗利保証をしてほしい。 

売上が減少する事による雇用の維持。 

売上の減少に伴い雇用の確保が非常に困難になってきてます。それに伴う国からの支援をお願いし

たいです。 

売上の短期的減収/運転資金の確保 

売上を補填する努力はしているが、中止になった売上は戻ってこないので、融資を受けても返済は

厳しい。助成していただけるとありがたい。 

売上急減による運転資金不足。休業補償の対応。 

売上金額減少の補償、雇用の補償 

売上減 スタッフのストレス 助成金 

売上減少が 50%未満の企業への給付も検討して欲しい。 

売上減少による運転資金不足 

売上減少による運転資金不足 

売上減少による資金の枯渇 

売上減少に対する補償 

売上減少のため補助金 

売上減少の補助金 

莫大な家賃カラオケ代の支払い方法 

八方塞がり 

販売について PRの助力 
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販路開拓 

非常事態宣言時、営業できない場合の従業員に対する補償を納得してもらう国からの説明（給料を

払い続けられなければ、解雇しかないことになってしまうが、数ヶ月我慢することを国から要請して欲

しい） 

非正規雇用者へのセーフティーネットが利用しづらい、社労士への委託の仕方など、詳しく分かり易

い資料が必要 

非正規雇用従業員が安心できるように、個人宛給付金を早く始めて欲しい。 

必要経費の緩和 

必要最低限の外出時にマスクが必要 

不安の解消 

不確定でネガティブな情報が拡散しないように各自努めるべき 

不確定な情報による不安感 支援金の対象、時期、申請方法など 

不確定な情報による不安感 支援金の対象、時期、申請方法など 

不特定多数の人間が出入りする事務所、代車の消毒が出来ない。マスクの品薄で従業員にマスク

を配れない。 

布マスクの配布等は即刻止めて、医療関係者や乳幼児／高齢者への支援を手厚くして貰いたい。 

普通の生活がしたい  

風評被害になる様な情報取締をしっかりしてほしいです。 

風評被害の防止 

風浴びている人も中々PCR を受けれないのでその間が時間が勿体ない。 

幅広い金融支援、窓口の拡大。被害損失が出てからの対応策でばかりでは無く今後影響が見込ま

れる場合への対応 

福祉関係は、衛生用品が不足し、支援時感染の恐れが出る。衛生用品を優先的に配布して欲しい。 

分からないものに対しての事なので、どうしようもない。お金をばらまいてもらってもグレーが増えそ

う。今はただ自分に出来ることをしながら終息を待つばかり。 

粉塵が出る仕事なので、マスクが無い事が困っている。 

平和な日常。。 アンケートお疲れ様です。 

弊社ではエンドユーザーへの燃料小売をメインとし商いをさせて頂いていますが、今回の新型コロナ

の影響にて懸念されるのは売り上げよりも売掛金の回収率の悪化です。しかし緊急融資に関して売

り上げダウンが条件になりますので、借りたくても借りれない状態になる可能性が非常に高いと考え

られるので緊急融資の条件を再考及び緩和して頂きたく思います。 

弊社としては特に無し 

弊店に合った補助金制度（個人事業主向け） 

別になし 

返済いらずの事業継続資金が欲しい 

返済しなくていい補助金など 
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便乗する値上げをやめて欲しい。 

保険業は、売上の減少を証明しづらく公的補償が受けづらい 

保険業界はお客様と一蓮托生の為、どの分野でも不景気になれば、我々も直結して下降します。 

保証、給付金、助成金 

保証金 

保証金の確立 

保障制度の充実 

補助、貸付など、どれに当てはまるかアプリで一覧をつくっていただけるとありがたい。 

補助が曖昧だし、煩雑で、店を閉める勇気がでない。 

補助金 

補助金、助成金の活用をしたいが、申請要領が分からない。また、補助金、助成金にどうのようなも

のがあるか分からない。 

補助金、助成金の充実 

補助金、助成金の制度が分かりづらい。制度自体のハードルが高い。 

補助金、助成金等の情報 

補助金・助成金のまとめ情報、申請に関する注意点、経験談などの情報 

補助金・助成金の早期施行 

補助金が欲しい 

補助金さえあれば 

補助金てきなもの 

補助金などの事業継続資金の情報発信 

補助金などの対策 

補助金の支給の対象枠の厳しさ。 

補助金の申請 

補助金の申請簡素化 

補助金の申請要件の緩和と支給を早めて欲しい 

補助金の素早い対応をお願いしたいです。 

補助金もらえるようになると助かる 

補助金や助成金の具体的な内容の発表 

補助金や助成金の情報と会議所が窓口になり国金へまとめての融資業務。 

補助金や助成金や無利子の融資の申し込みの簡略化 

補助金や融資などの情報配信 

補助金を自粛要請中は毎月継続的に要望 

補助金を受けたい 

補助金を出してほしい。 

補助金を出して頂く 
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補助金を出す場合にはスピード感を持って実施して欲しいと思います。 

補助金関係の手続きが大変です。 

補助金申請が簡単に出来れば 

補助金申請が簡単に出来れば 

補助金申請の仕方 

補助金申請の煩雑さと、入金サイクルの遅さ、個人個人の対応ではなく、大きなサイクル変更をしな

いと次月、存続が不可能。 

補助金制度の充実 

補助金窓口を作って欲しい 

補助金等 

補助金等で臨時休業をしやすい状態にしたい。 

補助金等の給付 

補助金等救済情報を早くわかるといいと思うのですが、、 

補償、助成、スピーディーな対応を願う 

補償の充実 

報道などもガソリンスタンドもライフライン事業に入れて欲しい 

法人としてはやはり 1年間でもよいので消費税を無し 

法人に対し税金等の優遇処置、売上減少に対する従業員への補償の緩和 

法人減税 

法人税、市県民税、社会保険料の減額や免除 

法人税、消費税、社会保険の減免 

法人税の減額 

法人税の減免措置、消費税率引き下げ 

貿易再開 

防護服、アルコール 

防護服やマスク等の確保と価格の高騰を止めてほしい 

北海道の商工会議所がやっているみたいにネット販売、fbでのコロナ支援・訳あり商品情報グルー

プみたいなものを商工会議所青年部で作る 

殆どの政府支援策が対象でないため一律現金支給をしてほしい 

本気で感染拡大を止めたいと政府が考えるなら、諸外国に倣い、1 ヶ月なら 1 ヶ月、2 ヶ月なら 2 ヶ

月、経済活動を強制的に止めて、その代わりの補償をするくらいの対策をとらないと、感染被害もそ

の後の経済被害もむしろ甚大になると考えます。日本は島国という特性を考えれば、一度拡大のピ

ークアウトを迎えられれば、国内での経済活動は緩やかでも継続できるようになるはずです！ 

本業（社業）への集中。YEG活動の軽減。 

本業の今後もそうだが、YEG活動の今後について資金繰り（大会関係） 
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本年 1/1に雇用保険に加入したのだが、算定月である昨年 12月には雇用保険に加入していない

ので雇用調整助成金が受けられないと言われている。特例措置では 1/24に加入している事業所は

受給対象になっている。 

蔓延している不安の払拭（安心材料の提供） 

未来の予約による入金、プリペイドなど 

無金利、無担保で長期的返済融資。 

無金利政策も良いですが、雇用を守るためには助成金政策を拡大していただきたい。現状の緊急事

態宣言の内容では長期化するのが明らか。短期であれば無金利で十分だが、長期であれば実質消

費が完全に落ち込み、回復には 10年単位の期間が必要になると思っています。 

無金利融資の迅速化と消費税の廃止 

無条件の現金給付。コロナ影響を受けているが、前年同月との比較では給付の条件に当てはまる

わけではない。また、返せるあてのない融資は受けたくない。 

無担保無利子の借入や雇用調整助成金取得など、手続きの時間がかかること。 

無利子・無担保融資を簡略にしてほしい 

無利子の融資 

無利子無担保の融資もいいが、各事業所に助成金を 

無利子無担保融資枠の拡大・助成金の拡充 

名指しで行くなと言われている業態なので、しょうがないですけど、休業するなら、せめて固定費の

補助などしてほしいです。 

明確な方向性を政府に示して欲しい 

夜間外出自粛要請のため、顧客が来ない。そのため単価の安いランチテイクアウトを行っているが、

収益は前年の半分となる予想。国の策の基準月を 1～3月のいずれかが 50%減少ではなく、2～４

月に対応を変えていただける方が有り難い。 

役所の工事発注の増加 

役所の工事発注の増加 

薬の開発 

薬の開発に時間のかかる間に、マスク等の予防、防護の物流を安定させてほしい。 

薬をつくってほしい！!困っている人を助けたくても、また助けてほしくても出向けない 

薬をつくって下さい。 

終息後の助け合い。 

薬を早く開発してほしい 

薬局業ですが、品物が入らない。 

輸出入の緩和 

融資、助成金などウチみたいな個人事業主でも本当に実現出来るか不安である。 

融資が遅くて金額が低い 

融資ではなく、支援金が欲しい 
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融資ではなく当面の現金支給をお願いしたい 

融資のスピード 

融資のスピードと明るい未来 

融資のスピード感が欲しい。 

融資のスムーズな獲得 

融資の案内はいただいているが、助成金の案内が迅速にほしいとろこです 

融資の手続きをしたいが、確定申告もできず、税金も支払えず必要な書類を揃えることが出来ない。 

融資までに日数がかかりすぎで困っています。 

融資や給付金 

融資や助成の拡充と速やかな実施 

融資や助成金の簡易化 

商工会議所だけではないが、会員の多くは地域を基盤としている会社が多い。現在に至るまで、自

社の努力は勿論であるが、地域に支えられて活動や事業をできて来たのは明確であり、今こそ組織

として、自己満足ではなく地域のために商工会議所としての方針をうちだすべきである。それぞれの

価値観や生活があるので、自社や家族を蔑ろにするのではなく出来ることを出来る人で、行って組

織としての団結と地域との絆を示すことが重要と考えます。それを出来る力と絆があると信じていま

す！ 

融資や助成金の申請先の明確化 

融資や貸付だけでなく休業補償や補助金の施策を要望します。 

融資や補助金などの審査がはやく出来ればいいです。 

融資や補助金などの迅速さ 

融資や補助金の支援があると助かります。 

融資や補助金の申請。同じような業種で新しく取り組んでいる事業などを知りたい。 

融資や補助金の申請。同じような業種で新しく取り組んでいる事業などを知りたい。 

融資を早くして欲しい 

融資計画を見直したばかりだったので、当座の経営資金がないので、税金の支払い等の延期 

融資制度の拡充 

融資制度の効率化 

融資制度や助成金などの情報を早く知りたい。 

融資制度を活用したい 

融資相談や、今後の見通しの助言がほしい。すぐに対応できる縫製工場を紹介していただきたい。 

融資等の迅速化 

予算を絞らずに公共工事の遅延を回避してほしい 

予防資材の不足が懸念されます。 

様々な年代のお客様に対して、コロナ対策をどのようにしたら良いか。 
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要望ではありませんが、デジタル化支援等 YEG メンバーで困っているメンバーがいれば支援したい

と思います。 

要望ではありませんが、国民として公の指示に従います。 

要望とは額にマスクを 5万枚程入荷できましたので、数に限りがありますが 

お困りのメンバーにご提供できるかと思います。 

要望なし 

要望は、ウィルスの沈静化に尽きますが、企業単位ではどうにも解決のため、感染防止に最大注力

するしかないです。 

来客数、売上の減少 

来店数増加の方法  

利益確保が困難で融資金利削減や税金減税 

利子のつかない借入、実質無利子は話を聞くと有利子なんでわかりやすく簡潔に速やかにやってほ

しい 

例えば、YEG会員さんそれぞれでお互いに拡散したい情報を共有しあうことでの露出など 

連鎖倒産 

 

 


