
新型コロナウイルスの影響に関する緊急アンケート調査結果 

2020年 3月 5日 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 
 

 一般社団法人北海道中小企業家同友会（北海道同友会）は、このたびの新型コロナウイルスの影響に

関する緊急アンケートを会員企業に実施し、2月25日から3月3日までに621件の回答を得ました。

その集計結果を以下の通りご報告申し上げます。 

 

１．新型コロナウイルスの企業経営への影響は、「現時点ですでに影響が出ている（269社・43％）」「現

時点では出ていないが、今後影響が出る可能性がある（284社・46％）」をあわせると89％となり、

道内全ての企業に影響が及んでいる結果が出ました。 

①圏域別では、「現時点ですでに影響が出ている」「現時点では出ていないが、今後影響が出る可能性

がある」をあわせると道北が 96％、道南が 95％に達しています。 

②従業員規模別では、従業員の多い企業ほど早く影響が出ている傾向が見られ、従業員数 50 名以

上の企業では 55％以上の企業にすでに影響が出ています。 

③主要業種別では、卸売・小売業が「現時点ですでに影響が出ている（53％）」「現時点では出ていな

いが、今後影響が出る可能性がある（41％）」をあわせると 94％となっています。 

２．具体的な影響では、「展示会、イベントの中止・延期（136 社・50.6％）」「来店数の減少による売上減

少（119 社・44.2％）」「予約キャンセルによる損失の発生（99 社・36.8％）」「国内外への出張の中

止・延期（66 社・24.5％）」が上位を占め、新型コロナウイルス感染症拡大の防止に伴う活動自粛が

経済活動に大きな影響を及ぼしています。 

３．今後懸念される影響では、「消費自粛」と「インバウンド減少」による「売上減少」は合わせて 467社

75％となり、「資金繰り悪化」に対する懸念も 149社 24%の企業に広がっています。 

４．これらの調査結果から新型コロナウイルスの影響は、地域や業種、企業規模を問わず、ほとんど全て

の企業が被っており、終息が見えない状況の中で簡便な手続きによる運転資金の支援等、機動性と

実効性を備えた支援施策が求められます。 

 

１．概要                                                                  

対象企業数 5,945社（2/25時点） 

調査期間 2月 25日（火）～3月 3日（火） 

調査方法 電子メール：ウェブアンケートフォームを送付 

FAX：調査票を送付 

回答数・回答率 621社・10.44％ 
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２．設問                                                                      

設問①  

会社概要 

会社所在地、資本金、従業員数（男性）、従業員数（女性）、主要業種 

設問② 

新型コロナウイルス

の影響について 

①新型コロナウイルスの感染拡大は、貴社の経営に影響はありますか。 

①-2 （影響があると回答された方）具体的にどのような影響が出ていま

すか（選択回答方式・複数回答可） 

設問③ 

今後の影響について 

新型コロナウイルスへの今後の影響について、どのような懸念をお持ちで

すか（選択回答方式・複数回答可） 

設問④ 

自由記述 

国・道などへの提案・要望があればお聞かせください。 
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３．回答状況                                                              

 

図１                                 図２ 

 
 

 

 

図３                                 図４ 
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４．新型コロナウイルス感染拡大の影響                                                              

 

図５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの企業経営への影響は、「現時点ですでに影響が出ている（43％・269社）」

「現時点では出ていないが、今後影響が出る可能性がある（46％・284社）」をあわせると 89％と

なり、道内全ての企業に影響が及んでいる結果が出ました。 

圏域別では、「現時点ですでに影響が出ている」「現時点では出ていないが、今後影響が出る可能

性がある」をあわせると道北が 96％、道南が 95％に達しています。 

従業員規模別では、従業員の多い企業ほど早く影響が出ている傾向が見られ、従業員数 50名以

上の企業では 55％以上の企業にすでに影響が出ています。 

主要業種別では、卸売・小売業が「現時点ですでに影響が出ている（53％）」「現時点では出ていな

いが、今後影響が出る可能性がある（41％）」をあわせると 94％となっています。 
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影響の有無（4地域別）（図８）           

  道央 道東 道南 道北 不明 

現時点ですでに影響が出てい

る 
122 44% 66 43% 40 43% 35 46% 6 33% 

現時点では出ていないが、今後

影響が出る可能性がある 
127 46% 61 39% 48 52% 38 50% 10 56% 

影響はない  15 5% 20 13% 1 1% 2 3% 1 6% 

わからない  15 5% 8 5% 4 4% 1 1% 1 6% 

 279 100% 155 100% 93 100% 76 100% 18 100% 
           

           

影響の有無（従業員数）（図 11）           

  5名未満 5-19名 20-49名 50名以上 不明 

現時点ですでに影響が出てい

る 
40 40% 96 39% 60 43% 68 55% 5 36% 

現時点では出ていないが、今後

影響が出る可能性がある 
46 46% 117 48% 67 48% 46 37% 8 57% 

影響はない  11 11% 17 7% 4 3% 6 5% 1 7% 

わからない  3 3% 15 6% 8 6% 3 2% 0 0% 

 100 100% 245 100% 139 100% 123 100% 14 100% 
           

影響の有無（主要業種別）（図 14）           

  製造業 建設業 卸売・小売業 サービス業 その他・不明 

現時点ですでに影響が出てい

る 
41 41% 23 23% 73 53% 95 49% 37 40% 

現時点では出ていないが、今後

影響が出る可能性がある 
46 46% 62 61% 56 41% 76 40% 44 48% 

影響はない  8 8% 10 10% 5 4% 11 6% 5 5% 

わからない  4 4% 6 6% 3 2% 10 5% 6 7% 

 99 100% 101 100% 137 100% 192 100% 92 100% 
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５．具体的な影響                                                            

 

図６ 

 

※269社（複数回答 596） 
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具体的な影響

具体的な影響では、「展示会、イベントの中止・延期（136社・50.6％）」「来店数の減少による売上

減少（119 社・44.2％）」「予約キャンセルによる損失の発生（99 社・36.8％）」「国内外への出張の

中止・延期（66 社・24.5％）」が上位を占め、新型コロナウイルス感染症拡大の防止に伴う活動自粛

が経済活動に大きな影響を及ぼしています。 

「国内仕入先からの仕入れ、調達に支障をきたしている（65 社・24.2%）」「海外仕入先からの仕

入れ、調達に支障をきたしている（38 社・14.1％）」にも影響が出ており、中国依存の製造体制が国

内の製品、商品不足に拍車をかけていると思われます。 
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６．今後懸念される影響                                                            

 

図７ 

 

※621社（複数回答 1333） 
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今後懸念される影響

今後懸念される影響で、「消費自粛による売上減少（321 社・51.7％）」「社員の出勤停止・時差出

勤への対応（312社・50.2％）」は半数を超えました。 

「原材料仕入れ価格の上昇（169 社・27.2％）」「サプライチェーン断絶による生産の停滞・減少

（163 社・26.2％）」「インバウンド減少による売上減少（146 件・24.0％）」も 20%を超えていま

す。新型コロナウイルス感染症拡大が長引けば企業の業績ひいては北海道経済に大きな影響がある

ことが予想され、現時点では 24.0%となっている「資金繰り悪化」がさらに増えることが予想され

ます。 
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7．4地域別の状況                                                       

図 8 

 

 

 

図 9 
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図 10 
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7．従業員規模別の状況                                                     

図１1 

 

 

 

 

図１2 
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図１3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

従業員規模別では、企業規模に正比例する結果となり、従業員数 50 名以上の企業では半数以上

の企業に影響が出ています。 

具体的な影響では、従業員 5 名以上の企業では、「展示会、イベントの中止・延期」「来店数の減少

による売上減少」が、従業員数 5 名未満の企業では、「展示会、イベントの中止・延期」「予約キャンセ

ルによる損失の発生」が上位を占めました。 

 今後懸念される影響では、従業員数49名以下の企業は「資金繰り悪化」が 10%を超えており、資

金面を支援する早急な政策が求められています。 
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8．主要業種別の状況                                                     

図１4 

 
 

 

図１5 
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図１6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本調査についての問い合わせ先】 

一般社団法人北海道中小企業家同友会( 担当：佐藤 紀雄 事務局長、佐々木 靖俊 管理部長) 

〒060-0906札幌市東区北６条東４丁目１－７デ・アウネさっぽろビル１３階 

 TEL 011-702-3411 FAX 011-702-9573 

 E-mail info@hokkaido.doyu.jp 

 

 主要業種別では、「卸売・小売業」「サービス業」の半数の企業に影響が出ています。 

具体的には「卸売・小売業」が「展示会、イベントの中止・延期（22.8％）」「来店数の減少による売

上減少（19.1％）」、「サービス業」では「予約キャンセルによる損失の発生（27.7％）」「来店数の減少

による売上減少（26.3％）」が上位を占めました。製造業は「展示会、イベントの中止・延期

（25.8％）」、建設業では「国内仕入先からの仕入れ、調達に支障をきたしている（32.7％）」が上位

を占めています。 

 今後懸念される影響では、全ての業種で「社員の出勤停止・時差出勤への対応」が上位を占めてい

ますが、「建設業」では他の業種より「サプライチェーン断絶による生産の停滞・減少」「原材料仕入れ

価格の上昇」の比率が高くなっています。「製造業」「卸売・小売業」「サービス業」では、「資金繰り悪

化」に対する懸念が 10%を超えています。 
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会員各位 
2020 年 2 月 25 日 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 
代表理事  守 和彦 

TEL：011-702-3411 
 

新型コロナウイルスの影響に関する緊急アンケート調査（依頼） 

 
 道内の新型コロナウイルスの感染者は 2月 24 日現在で 30 名を数え、罹患者の増加と共に、市民生活
と企業経営、地域経済への影響は日増しに強まっています。 
北海道同友会はこれらの事態に鑑み、会員の皆様の経営に現在どのような影響が及んでいるのか、今

後どのような影響が及びそうなのかなどの現状を把握し、然るべき措置を国などに要望していく為に本
アンケート調査を実施致します。皆様のご協力をお願い申し上げます。 
 

Ｑ１）貴社の概要をご記入下さい。 

会社所在地                 市・町・村 資本金                万円

従 業 員 男        人 女         人  

主要業種 
（該当する職種に○印を付けて下さい） 

ア.製造業  イ.建設業  ウ.卸売・小売業  エ.サービス業  オ.その他 
 

Ｑ２）新型コロナウイルスの感染拡大は、貴社の経営に影響はありますか。（選択） 

①現時点ですでに影響が出ている 
②現時点では出ていないが、今後影響が出る可能性がある 
③影響はない 
④わからない 
 

Ｑ３）Ｑ２）で「①」と回答した方に伺います。具体的にどのような影響が出ていますか。（複数回答） 

①国内外への出張の中止・延期  
②海外仕入先からの仕入れ、調達に支障をきたしている 
③国内仕入先からの仕入れ、調達に支障をきたしている 
④予約キャンセルによる損失の発生 
⑤来店数の減少による売上減少 
⑥営業日数が減少 
⑦展示会、イベントの中止・延期 
⑧海外取引先の事業停止や倒産の発生 
⑨社員の出勤停止・時差出勤への対応 
⑩その他（下記の枠に記述して下さい） 

 
 

 
 

Ｑ４）新型コロナウイルスへの今後の影響について、どのような懸念をお持ちですか。（複数回答） 

①サプライチェーン断絶による生産の停滞・減少 
②インバウンド減少による売上減少 
③消費自粛による売上減少 
④資金繰り悪化 
⑤原材料仕入れ価格の上昇 
⑥社員の出勤停止・時差出勤などへの早期対応 
⑦その他 

 
 

 
 

Ｑ６）国・道などへの提案・要望があればお聞かせ下さい。（記述） 

 
 

 

▼返信先ＦＡＸ：０１１－７０２－９５７３ 【返信期限３月３日（火）】 
※アンケート調査結果は、ホームページ（https://hokkaido.doyu.jp/）で公表致します。 
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一般社団法人北海道中小企業家同友会　構成員内訳

データ作成：2020年3月4日

会員データ数：6,049名

道央

40%（2424名）

道南

16%（967名）道北

13%（785名）

道東

31%（1873名）

4地域別

1000万円

未満
42%

1000万-

1999万円
26%

2000万-

4999万円
19%

5000万円

以上
10%

不明
3%
資本金別

5名未満
24%

5-19名
38%

20-49名
20%

50名以上
18%

従業員規模別 農林水産

業
7%

建設業
17%

製造業
10%

卸・小売業
20%

サービス業
46%

業種別
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国・北海道などへの提案・要望

分類 国・道などへの提案・要望があればお聞かせ下さい

1 初動・感染対策について

雪まつりの実行はまずかった。13億人の隣国に万余の感染者が確認されている。すでに国内に入ってい
ないはずがないと考えるのが自然。現実認識があまりにも劣弱。
　また、中国への国民感情の悪化を止めようともしない姿勢はたいへん危険。未知のウイルスとの接触
は人類の活動の広がりの副産物。苦闘しながら幾多の困難を克服してきたのが人類の歴史。どこの国が
悪いなど無用の議論。

2 初動・感染対策について
テレビで話しているように、国の判断が遅すぎる。北海道も今頃対策をするのに話をしだしても遅い。
観光地なのだから発生するのはわかるはず。

3 初動・感染対策について まずは感染の減少に繋がる大胆な方針および行動
4 初動・感染対策について まずは感染拡大を抑えること。学校閉鎖、早期春休みの実施。行政の決断が必要。

5 初動・感染対策について
もっと早くに対応していれば、拡大しなかったのではと思いますが、これでオリンピックが無くなれば
日本はかなりの経済的打撃を受けるのではと思います。その辺を見越して、終息した後の対応を考慮し
た方が良いと思います。

6 初動・感染対策について 海外からの入国を止めてくれませんか？もう遅いとは思いますけど。
7 初動・感染対策について 感染をまず抑えることに集中してほしいだけです。
8 初動・感染対策について 感染拡大防止のため早期対策を切望致します。
9 初動・感染対策について 感染拡大防止策により停滞する経済への対策を早期に打ち出してほしい

10 初動・感染対策について 感染源の特定を急げ！こうもりかパンダかエイリアンか？
11 初動・感染対策について 感染者および濃厚接触者への対応を一本化してほしい
12 初動・感染対策について 感染状況に目途が立たないので、不安ばかりが先行しない様対策を願いたい。

13 初動・感染対策について
国の対応がお粗末すぎた。何がインバウンドだ！！桜を見る会やヤジなんてやってないでもっとやるこ
とがあるんでないでしょうか？お役人の頭だけ入れ替えて根本これだけ広がっているからなるようにな
るんでない？

14 初動・感染対策について
国民の安全より経済優先は失策でした。今更要望を求められても無意味です

15 初動・感染対策について 初動の遅れが問題。素早い対応を願いたい。

16 初動・感染対策について
初動対応の不備が現在の影響を招来したと感じています。先を見越した先手の対応が望まれるところで
す。

17 初動・感染対策について 対応が後手、初期の段階で情報の隠ぺいにて拡散を助長
18 初動・感染対策について 対応が遅いと思います。マスクと消毒液が買えない。
19 初動・感染対策について 量・質ともに対応が悪すぎる

20 景気回復・補償・優遇政策について
コロナウイルスの影響によりイベント中止を余儀なくされた企業への準備金などを補助するべき。満額
とはならない迄も損失金額の５０％などのルール付けを行い即実施して欲しい。国家の問題である為財
源は国が捻出すべきである。

21 景気回復・補償・優遇政策について キャッシュレス消費者還元(5%)等の、期限の延長を望みます（例2020年12月31日迄、延長)
22 景気回復・補償・優遇政策について こういう時こそ公的資金を導入して景気を下支えして下さい。
23 景気回復・補償・優遇政策について コロナによる休業の補填
24 景気回復・補償・優遇政策について つなぎ融資
25 景気回復・補償・優遇政策について はやめの対応をお願いしたい。減収となる被害への対応もはやめに手厚くしてほしい。
26 景気回復・補償・優遇政策について 悪影響を受けたと認められた企業に対する補助金

27 景気回復・補償・優遇政策について

飲食・観光等打撃の大きい事業分野への補助金等の支援をお願いしたいです。
中小企業は大企業に比べ、資金力に乏しく苦しい状況にあります。

手あたり次第に補助金というのも、国・道には酷ですので、財務健全性や納税意識の高い会社を優先
に、支援があるとありがたいと思います。

28 景気回復・補償・優遇政策について 飲食店、サービス業などの影響が大きい分野への手厚い支援をお願いしたい。
29 景気回復・補償・優遇政策について 運転資金の簡便な手続きによる融資又は助成金
30 景気回復・補償・優遇政策について 運転資金等の融資をお願いします。
31 景気回復・補償・優遇政策について 会合を中止して欲しい。社員が出勤停止になった場合の支援をして欲しい
32 景気回復・補償・優遇政策について 会社存続にために新規助成金制度の構築

33 景気回復・補償・優遇政策について
外国人の来日自粛による売り上げ減や中国からの資材供給減による生産低下も含めた一定割以上の収入
源の保証。

34 景気回復・補償・優遇政策について 簡単な手続きで、早期の融資を要望します、
35 景気回復・補償・優遇政策について 希望社全てへの融資
36 景気回復・補償・優遇政策について 機会損失による売り上げ減は確実のため、事業存続の為の補助金等を希望します。
37 景気回復・補償・優遇政策について 共稼ぎ世帯に対する手厚い対応をお願いしたい。

38 景気回復・補償・優遇政策について
緊急支援対策、資金支援、休業補償支援。中国での部品生産から国内生産に変わって値上がった場合の
支援や不当な値上げの防止

39 景気回復・補償・優遇政策について 金融支援
40 景気回復・補償・優遇政策について 景気対策
41 景気回復・補償・優遇政策について 景気低迷予測を打ち出し、しかるべき対応策を
42 景気回復・補償・優遇政策について 経済保障の拡充をお願いしたい。

43 景気回復・補償・優遇政策について
建設業界においては、住宅設備機器などの仕入れがままならず、現在、工事の受注に影響が出初めてい
るが、今後、今以上の影響が出た場合、国、道から何らかの救済措置を設けて欲しい。

44 景気回復・補償・優遇政策について 減収分の一定金額を補う補助金制度の制定
45 景気回復・補償・優遇政策について 減税措置、融資枠増大　及び金利優遇
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分類 国・道などへの提案・要望があればお聞かせ下さい

46 景気回復・補償・優遇政策について

現在企業側として、コロナウイルス体側をできる限り行っているが、マスク・消毒液等仕入れが困難な
状況であり、この先業務に支障が出てくることから対策を取っていただきたい。
また現在子供たちの休みの問題から、特に幼児がいる家庭では共稼ぎから子供をみるため休みの問題
や、従業員が体温37.5度以上の場合の対策とし、出勤せず自宅待機問題からの給料の問題を通して、企
業でのコロナウイルス対策にかかる費用に、助成金制度等を考えて頂きたい。
また物品入札制度から、国外からしか調達が出来ない商品に関して（現在は中国からの輸入制限があり
輸入不可）早めの情報を頂きたい。

47 景気回復・補償・優遇政策について 現在出ている様々な金融・雇用等の支援策を拡充させてもらいたい
48 景気回復・補償・優遇政策について 雇用継続給付金の受給要件緩和（急激な受注減のため要件を満たすまで待てない）
49 景気回復・補償・優遇政策について 国には政治的責任をとり、売上損失の補填をしてほしい
50 景気回復・補償・優遇政策について 今後の影響度によっては、事業継続への援助施策を考えてほしい。
51 景気回復・補償・優遇政策について 資金繰りの悪化による特別融資への対応
52 景気回復・補償・優遇政策について 資金繰りの為、金利なし又は極低金利での融資制度。
53 景気回復・補償・優遇政策について 資金面のサポート　休業補償
54 景気回復・補償・優遇政策について 事業者に対する各種の支援
55 景気回復・補償・優遇政策について 事業者に対する事業資金の低利融資などの拡充
56 景気回復・補償・優遇政策について 事業所休業等による資金繰り悪化への支援策
57 景気回復・補償・優遇政策について 自宅待機にした場合の人件費負担
58 景気回復・補償・優遇政策について 自転車操業的な 零細企業の資金繰りに対する支援対策
59 景気回復・補償・優遇政策について 借りやすい融資
60 景気回復・補償・優遇政策について 助成、融資条件緩和
61 景気回復・補償・優遇政策について 助成金・融資制度の新設、条件緩和
62 景気回復・補償・優遇政策について 助成金や金融商品の緩和策を検討していただきたいです。
63 景気回復・補償・優遇政策について 人の流れを断つことが最優先だが、それに伴う企業へ何らかの補助を考えて欲しい
64 景気回復・補償・優遇政策について 雪まつり時期の中国人入国をとめるべきであった。損失補填を考えて欲しい。
65 景気回復・補償・優遇政策について 中小企業に対する支援や助成制度を早く確立して欲しい。
66 景気回復・補償・優遇政策について 中小企業への資金繰り対策強化
67 景気回復・補償・優遇政策について 中小企業向けに適切なガイドラインを示してほしい。
68 景気回復・補償・優遇政策について 中小零細企業の活動維持のために積極的な減税政策
69 景気回復・補償・優遇政策について 中小零細個人事業主への繋ぎ融資の拡充と補助
70 景気回復・補償・優遇政策について 低金利の資金
71 景気回復・補償・優遇政策について 売り上げ減少により、経営が悪化していくので資金の調達をしやすくしてほしい。
72 景気回復・補償・優遇政策について 売上げ減少により、借入金返済が出来なくならないよう助けてほしい。
73 景気回復・補償・優遇政策について 抜本的な支援をお願いしたい　税金の還付や全業種への特別融資など

74 景気回復・補償・優遇政策について
被害が甚大なものになるとの懸念がある。『ふっこう割り』のような企業に対するインセンティブがな
いと事業の継続が難しくなる企業がでるのではないかと心配しています。

75 景気回復・補償・優遇政策について 返済を1年後からの融資があれば助かる
76 景気回復・補償・優遇政策について 補助や助成の拡充
77 景気回復・補償・優遇政策について 無利子の緊急融資、消費税5％へ戻す、中小企業緊急減税策

78 景気回復・補償・優遇政策について 融資は結局負債でしかなく、緊急融資という形はもちろんそれ以外の具体的な支援を依頼したい

79 景気回復・補償・優遇政策について
予算措置の裏付けのある対策を具体的に速やかに行ってほしい。言葉だけでは信用できない（特に首
相）

80 今後の政策・体制について

・感染拡大防止のための（サービス部門の）拠点休止に対して何らかのサポートはあっても良いかも知
れない。
・感染拡大防止という観点から体調を崩した（風邪気味など）従業員の欠勤に対して時期を限定して健
康保険休業補償を100％とするなどの対応を事前に準備しておいてはどうか。

81 今後の政策・体制について pcr検査を町医者が判断し実施できること
82 今後の政策・体制について イベント中止等に伴う先行的に支出した経費等を支援する仕組み構築を期待しています。
83 今後の政策・体制について インバウンド政策ほどほどに・・・内需拡大が大事

84 今後の政策・体制について インフルエンザのように、早く、どこの病院でも検査できるように、皆を安心させてほしい。

85 今後の政策・体制について
インフルの一種と一般に受け入れられる様に、病気の解明と新薬を一日も早く開発しパニックを抑えて
欲しい。

86 今後の政策・体制について
ウイルスを早期収束をするための的確な対応策(専門家による）の指導の徹底。
衛生上の防護用品(マスク、消毒薬）の不足を早急に是正をしなければ予防できない。

87 今後の政策・体制について ウィルス検査、いつでも受けられるようにしてほしいです。
88 今後の政策・体制について ウイルス検査病院の増院、特効薬の早期開発

89 今後の政策・体制について
オリンピックにこだわらずに国内対策を早急にしてほしい。
効果的な新薬の速やかな承認、一日一万人の検査体制の確立、
オリンピックを中止する覚悟で取り組む。自衛隊の清掃医療部隊への緊急出動の要請。

90 今後の政策・体制について くだらない追及はやめて、優先事項を最優先で国会で決議せよ！！

91 今後の政策・体制について コロナウイルスによる経済停滞から脱却した後の、経済回復の為の措置を今のうちから考えてほしい。

92 今後の政策・体制について コロナウイルス対策の資金をもっと増やして、民間と協力しあってほしい。
93 今後の政策・体制について ご尽力いただいているとは思いますが、受診・検査の体制が早く整うことを願ってます
94 今後の政策・体制について しっかりとした早目の対応をお願いします。風評被害が予想されます。

95 今後の政策・体制について
スピーディーな検査体制、治療方針の決定と身近な医療機関に受診できる事、国、道、市からの助成及
び、無利子の融資をお願いしたい。

96 今後の政策・体制について
いち早く安全宣言を出せる様に対策を取り、日常に戻れる様に、素早い対応をして欲しい。
ここまで、不安に道民を陥れたことを反省し、検証し、どの様な対応がベストだったか、後世に情報を
残して欲しい。
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分類 国・道などへの提案・要望があればお聞かせ下さい

97 今後の政策・体制について

ともすると感染自体に歯止めが利かない状態になる為、感染爆発を起こした場合の受け入れ先の確保
（先の先を見越して受入れ先を確保してもらいたい。中国の二の舞を踏むことをしないでほしい）
病院のみならず、ホテル業会にも声をかけ有事の際に軽度病人を一定期間受け入れる確約を取ってほし
い。その後、国・道を上げて協力宿泊施設を称えバックアップする形にして未来に安泰・繁栄を応援。
（協力企業への将来的なメリット提案：NHK特番とCMなど）

年配者や基礎疾患者・重傷者を優先的に病院へサルベージ出来る段取りをしてほしい。
震災時同様、「人ありき・心ありきの」企業対応・協力を呼び掛けてほしい。

98 今後の政策・体制について なによりも感染防止と感染者看護救命を優先してほしい
99 今後の政策・体制について ワクチンの開発

100 今後の政策・体制について ワクチンの早期開発（予防接種）
101 今後の政策・体制について ワクチンの早期開発や対処療法の確立。免疫力向上の周知。
102 今後の政策・体制について ワクチンまたは特効薬の開発、検査機関の充実

103 今後の政策・体制について
安心して社会活動を行えるよう、検査キットの早期開発と民間企業と連携協力し多数の検査を行える体
制づくり、専門病棟の増床を行って欲しい。手洗い方法や消毒方法をもっとわかりやすく、あらゆる年
代の国民に理解して貰えるよう、様々な媒体を使って発信して欲しい。

104 今後の政策・体制について 一刻も早い入国、出国停止を望みます
105 今後の政策・体制について 隠さずに報告し、WHOともっと密接に会議をしてほしい
106 今後の政策・体制について 隠れコロナ感染者が蔓延していると思われます。正確な人数の把握が必要と思います。

107 今後の政策・体制について
海外派兵を縮小し、浮いた人件費を財源として、旅行業者・芸人などの救済（経済的な）を行
う。・・・無理か。しかし外国に構っている場合ではないと思う。

108 今後の政策・体制について 確定申告の期限を延長してほしい
109 今後の政策・体制について 確定申告期限の延長
110 今後の政策・体制について 学校などの一斉休校などを思い切って実施しないと拡大は防げない
111 今後の政策・体制について 完全収束に向けての、抜本的な対策の実施
112 今後の政策・体制について 感染しているかしていないかの検査要請

113 今後の政策・体制について
観光、観光と浮かれた結果がこの状況を作ったと思います。特に政治家（屋）には呆れて物がいえな
い。そんな輩を選んだ我々国民の愚かしさの結果だと思います。

114 今後の政策・体制について 希望者に対する検査体制の充実を望みます。
115 今後の政策・体制について 希望者へのウイルス検査を速やかに実施して欲しい
116 今後の政策・体制について 極端な自粛要望は控えていただきたい。
117 今後の政策・体制について 経済の影響、人体への影響に関する早期サポート体制

118 今後の政策・体制について
経済より人命優先。時には超法規措置で対応すべき。鈴木直道知事は秘密主義を辞めて積極的に情報公
開して欲しい。

119 今後の政策・体制について
経済活動が減速することはある程度やむ得ない。肺炎を終息させるため考えられる全てを打ち出して欲
しい。

120 今後の政策・体制について 検査（PCR）の充実、具体的な指示の徹底
121 今後の政策・体制について 検査がすぐにできるようにしたい。
122 今後の政策・体制について 検査キット、診察箇所、等出口戦略を強力早めてもらい心理的な安堵感が欲しい。
123 今後の政策・体制について 検査を受けられる体制への対応
124 今後の政策・体制について 検査機関と医療体制の充実（今のままだと不安が大きい、電話の盥回し）
125 今後の政策・体制について 検査機器増大及び検査機関の増加を要望
126 今後の政策・体制について 検査制度を民間病院で対応できるように要望します。
127 今後の政策・体制について 検査体制の強化と薬の開発
128 今後の政策・体制について 検査態勢の増強（国）、社内に感染者がでた場合の工期への配慮など

129 今後の政策・体制について

現在、関係省庁は会合や講習会等の自粛を今日(2月25日)から本腰を入れて行っている様子が伺えま
す。今後の関係省庁は自分たちの目線だけではなく受注者や、さらにその末端で働いている作業員さん
の事も十分に勘案した対策を早急に打ち立てて欲しいです。特に一昨年の道内で起こったブラックアウ
トの時は後手を踏んだ印象がありましたので速やかな対応をお願いしたい。

130 今後の政策・体制について

現実的な行動と判断をしてほしい、このままだと、第2の武漢で日本経済が停止すること間違いない、
国民の行動を規制しべきであり、異常事態に早急に対応すべき、医療機関を手厚く対応すべきである。
検査を民間で出来る様にして、重症者はもちろん、軽症者でも管理してもらえる安心感を提供すべき。
今は、法律とか言ってる場合ではない、総理大臣の対応で日本が救わられるか決まる。

北海道は、島国と同じで知事が閉鎖や、独自の対応してもいいのでは、食料不足、物流の不足などを考
え早急な対応して頂きたい。

131 今後の政策・体制について 現在の厚労省、検疫・防疫体制では国民の命は守れないと思う。
132 今後の政策・体制について 個人宅でできる簡易検査キットの配布

133 今後の政策・体制について 公共機関の委託業務で、もし感染者が会社から出たら､業務が滞るため工期の延長等考慮してほしい。

134 今後の政策・体制について

公共事業を行うにあたっては、契約工期というものが必ずついてくる。万が一現場でコロナウイルス感
染者が発生した時には、現場の一時中断という事になるが、その点について発注者の柔軟な対応をお願
いしたい。そして、そうなった場合の具体的な対応策を早く提示してほしい（工事の一時中止の許可、
工期の延長等）

135 今後の政策・体制について 国、道内、各地域で拡散予防をしていても、感染地域からの自己申告で入国させるのはおかしい。

136 今後の政策・体制について 国・道の早急な対策、対応を実施していただきたい。
137 今後の政策・体制について 国に頼らない、道独自の対応があっても良いのでは？動きが遅い！！

138 今後の政策・体制について
国の危機管理体制が出来ていないことが良く解りました。映画並みとは言えませんが、これが生物兵器
的な戦争なら日本は沈没です。この国は国民を救えません。「自分の身は、自分で守れ！」中小企業に
は大変な令和時代になってしまいました。以上
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139 今後の政策・体制について

国の措置が手ぬるい。諸外国と比較して、あきらかに中国への要らぬ配慮がみられ、全てが後手。北海
道も同様。
中国からの入国者を即時退去せよ。海外からの入国も止めよ。
健康よりも経済を優先するならば、経済活動を中国本土で行え。
インバウンドありきの経済成長を講じてきた国の政策の破綻の始まりだ。

140 今後の政策・体制について
国ばかりではなく、民間も連携して対応し、感染拡大の予防に取り組む必要がある。感染者への対応、
感染者の対応をした医療関係者等の誹謗中傷などの対応も大切。

141 今後の政策・体制について
国は感染者が居ない国への渡航を感染者が減り始めるまで禁止させること
国は感染者が居ない国から日本への来日を禁止させること

142 今後の政策・体制について
今すぐ1週間または10日間など、具体的な数値を示して、企業なり、学校なり、人の集まることの禁止
をやって事態を終息方向にさせないと、とんでもないことになる。
休業補償もちゃんとやり、医療費の緊急予算をつけて直ちに実行していただきたい。

143 今後の政策・体制について 今後の対応計画（想定されるステップ）の事前発信と企業への支援計画

144 今後の政策・体制について

仕事が減少している企業と、人手が不足している企業のマッチングを行い、一時的にワークシェアがで
きるとよいのでは。
例えば、インバウンド向け観光産業で売上が減少している企業の社員が、一定期間農業者の仕事を請け
負うなど。

145 今後の政策・体制について 思い切ったウイルス拡散の早期収束対策、と同時にこれに伴う企業や経済への復興支援対策を早期に！

146 今後の政策・体制について 指針を明確に、具体的に出してほしい

147 今後の政策・体制について

自社の心配は無いが、資金の少ない下請け業者さんが罹患した場合、国の支援が無いと倒産してしまう
会社もあり得ます。
もう少し、危機感に対する緊張感が政府に必要です、安倍晋三では、もはや死に体です。国家の一大事
に対応出来ない、政治家の考えを改める良いタイミングです。
今のままでは、無党派層が最大の意味が解ります、官僚の代弁者ではなく、本気の政治は、もはや無理
なのでしょうか、日本も一度くらいは政治主導ということを実感してみたいです。
早い段階での、会合、イベントなどの禁止決定、JRやバスの運休などを決定するべきです。
オリンピックなど言語道断です。

148 今後の政策・体制について 自粛ムードの制限
149 今後の政策・体制について 社員に感染者が出た場合の休業対策や休業補償など
150 今後の政策・体制について 社員に感染者が出た場合の対応マニュアルが欲しい。

151 今後の政策・体制について
社員の感染予防に努めたいが、消毒剤やマスクが無く会社としての対応策が限られる。
業務の性質上、在宅勤務ができる業種でもないため法人が優先的に感染予防の措置がとれるような措置
を取ってほしい。

152 今後の政策・体制について 社内・館内において感染者が出た場合でも事業を停止しないで営業できる方法はないですか
153 今後の政策・体制について 新型コロナウイルス検査の無償化の政府決定

154 今後の政策・体制について 診断方法を自治体に依存せず一般病院、クリニックで感染検査が出るようにしていただきたい

155 今後の政策・体制について 迅速な対応を望みます
156 今後の政策・体制について 是非、早期コロナウイルス蔓延阻止
157 今後の政策・体制について 政権の強いリーダーシップ

158 今後の政策・体制について
政治的判断を優先しすぎたせいで現状を招いているが日本という国を消滅させる上では有効に機能して
いる。そういう人たちには国や自治体を任せたくないのが素直な気持ちです。

159 今後の政策・体制について 政府、自治体は、はっきりと明確に指示を出すべき。
160 今後の政策・体制について 政府の対応が後手後手でありとても信用できるものではない。

161 今後の政策・体制について

全く先の見えない事態です。ここ数週間はヤマというならば、お願いや依頼レベルにとどまらずもう少
し強い指針を、特に3月については教育機関、民間企業、団体に対して明確に出してほしい。一組織や
経営者に独断で判断をゆだねる状況ではないし、その判断材料は誰も持っていない。命にかかわるこ
と、高齢者、乳幼児、特定疾患者によりそう明確な政策と指針を打ち出してほしい。

162 今後の政策・体制について
全国民に行き渡る検査体制（自費・公費問わず）の早期確立！！アビガン錠の増産・早期流通・市販販
売

163 今後の政策・体制について 早く収束すべく、対策を早急に強力に行って欲しいです。
164 今後の政策・体制について 早く対処しなくては倒産してしまいます。
165 今後の政策・体制について 早く鎮静化できるよう対応をしてほしい
166 今後の政策・体制について 早めの終息に向けての対応を全力でお願いします。
167 今後の政策・体制について 早めの封じ込めをお願いしたい
168 今後の政策・体制について 早期に終息できる●、集会や登校等を中止させる●の指示徹底
169 今後の政策・体制について 早期に終息出来る対策を、自粛ではなく実行してほしい
170 今後の政策・体制について 早期の終息に向け、情報開示の徹底、規制の強化を図るべき
171 今後の政策・体制について 早期の保健適応、検査体制の充実、治療法の確立
172 今後の政策・体制について 早期治療薬と正しい情報
173 今後の政策・体制について 早期対応、早期解決。明確な早期解決に向けた方針が必要。
174 今後の政策・体制について 早急な解決と大胆な助成
175 今後の政策・体制について 早急な事態収束を望みます
176 今後の政策・体制について 早急に終息を図ること
177 今後の政策・体制について 相談電話回線の増設
178 今後の政策・体制について 地方について都市部との医療格差の是正
179 今後の政策・体制について 特効薬の開発が急務ではないか！
180 今後の政策・体制について 難しいのでしょうが、具体的な対策、対応を明示していただきたい。
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181 今後の政策・体制について

日々の生活に於いて、不要不急の外出を控える、イベント自粛等にみられる様に、全て負のスパイラル
で回わり出しています。これらは国の対応、対策が後手後手であり、リーダーの姿を見られない（感じ
られない）為に国民や企業が不安で右往左往している事が原因だと感じています。先の大震災時の様な
省庁を横断する様な対策本部を設けて、早急に対応にあたるべきと思います。

182 今後の政策・体制について
農業、漁業で使う資材（ネットやシート、樹脂袋）の確保をしないと、食のライフラインが崩れると思
います。私達の様な1次産業を影で支える2次産業を守らないと、大量の収穫、漁獲が出来なくなりま
す。玩具などは我慢して頂き、ポリエチレン等の樹脂を産業用に確保した方が良いのではと考えます。

183 今後の政策・体制について 必要以上に不安をあおる報道や自粛呼びかけをやめてほしい。地方経済はあっという間に破綻します。

184 今後の政策・体制について 防災備蓄品にマスクを加えてほしい

185 今後の政策・体制について
民間病院でも検査出来るようにし不安を解消して欲しい。
中国人観光客を完全にストップし国内の人間を動かして欲しかった。

186 今後の政策・体制について 明確なリーダーシップと専門家の意見を謙虚に聞く耳。
187 今後の政策・体制について 明確な基準設定と国の強いリーダ－シップ
188 今後の政策・体制について 予防接種薬・治療薬が急務
189 今後の政策・体制について 与党、野党共一丸となって全力を挙げた早期の終息。

190 情報発信について
『消毒』という概念についての基準が欲しい。（いままで環境表面の消毒について基準が無かったの
で、なかなか難しいとは思いますが。）

191 情報発信について
イベント、会合等、禁止の場合の明確な人数をあげてほしい。会合が団体によって中止していないた
め、個々の考えでは危険すぎる

192 情報発信について イベントの中止決定などで現場はかなり迷うので素早い決断と指示を出してほしい。

193 情報発信について
イベントを行うことが多いため、国としての方針が主催者一任では困る。中止すべきなら中止とした方
針を打ち出していただきたい

194 情報発信について
とくに老人、介護施設、学校など。現状の情報が乏しい。
公的に拘わらず集会、祭り、催し物の開催の中止または延期の方針の決定など。

195 情報発信について ウイルス感染したと考えられる場所の測定と経路の発表

196 情報発信について

オブラートに包んだ発表ではなく、具体的な情報提供をしてほしいと思います。また、失敗した点など
も今後のプラクティスとして、公表していただきたいと思います。加えて、感染者の方が差別や偏見に
さらされないような…特に子どもたちに関してはいじめにもつながりかねないということもあり、早急
に対策をお願いしたいところです。

197 情報発信について
ちゃんと検査して、どこにいつ居たなど情報公開をし、不安を解消して欲しい。年齢や性別や住居など
の個人情報は不要。

198 情報発信について
トイレットペーパー等の生活用品に支障があるのかどうか報道してほしい。支障があればどのように解
決していくのか。

199 情報発信について とにかく情報公開を
200 情報発信について パニックを恐れ重要な情報を公表しない、ということがないようにしてほしい。

201 情報発信について
マイナスの報道が多いが、治った人や退院した人など、プラスの報道・報告をして頂きたい。不安ばか
りが増大していく。

202 情報発信について
もっと具体的な感染者情報を開示すべき。ざっくり過ぎた情報と視聴率優先のメディアのおかげで、噂
だけ先走り、不安を拡大させ、負の集団行動を生んでいる。また、感染者の快復や再発の数値的な情報
も足りない。

203 情報発信について リアルタイムで正確な情報の提示
204 情報発信について 一刻も早くの終息が出来る対策を国民が分かるように対応して欲しい（情報公開を）
205 情報発信について 何が正しい情報なのか不安解消と今後の見通しを早急に確立して欲しい

206 情報発信について

過度なネガティブな報道やくだらない責任追及などはまず第一にやめてほしい。
「感染者数が今日も増えました」や「どの地域のなにをしている人が感染しました」ばかり報道されて
いるが結局はそれを聞いたところで世間の不安をさらにかき立てるだけだし、明確な方針を打ち出せて
いないのに行動は個々の判断に任せますとなってしまっては各々が立場や考え方も違うのに様々な歪み
がさらにできてしまうだけではないでしょうか？
さらにどの地域のどのような人がと毎日のように発表されているがこれは発表された側の立場や気持ち
を理解されての事なのでしょうか？
実際に自分の周りでも「どこの誰がコロナらしいよ」という話が出始めて、これは本当の真実なのかの
確認もしていませんがそのように言われている方にとっては今後とても大きな問題が発生したりとある
のではないでしょうか？
政府からも自粛を促してはいるが明確な方針はなく結局、最終的な責任を持つこと自体は難しいとは思
いますが行動の抑制や自粛を促すのであれば、報道を含め世論をネガティブな方向に我々を導くのでは
なく、もっと経済の事を考えて本当に我々が考えなくてはならないことは何かをしっかり伝え、発信し
ていただきたいと切に願います。

207 情報発信について 確実な情報の提供。過度な反応（過剰な自粛意識）などを助長しないようにしてほしい
208 情報発信について 感染者の地域情報公開
209 情報発信について 感染者ルートをもっと公表してほしい
210 情報発信について 感染情報の早急な開示、検査対応の遅れなどの改善

211 情報発信について

危機的な状況下程、正しい情報を適時発信することが必要と思うが、特に初動時には恣意的なものが
あったように思う。
又少ない情報の中で我々が各々判断をするのではなく、判断の為の指針を提示すべきかと思う。
加えや新型コロナウイルスへの無知による混乱は、やはり正しい知識をオープンにしていくことが必要
と思う。

212 情報発信について
希望者全員の検査実施。検査精度向上。分かっている範囲で良いのでウィルスの特性の開示。分かって
いる範囲の感染ルートの開示。

213 情報発信について
勤務先・氏名等は早期拡散防止につながるため公表の義務化をしてほしい。タクシー会社勤務だけだと
全てのタクシー会社の売上が下がる。

214 情報発信について 具体的で明確な指針を提示して欲しい
215 情報発信について 具体的な行動指針の設定
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216 情報発信について
具体的な指針指示を出してくれない限り、中小企業では対策のしようもありませんので感染拡大は仕方
がないかと思います。現状にみあった対応方法や対策指示と徹底をお願いしたい。

217 情報発信について 具体的な対策
218 情報発信について 現状と取りうる自衛策等の情報提供、マスク、消毒液の流通拡大。
219 情報発信について 厚労省は情報を隠蔽せずに真実を公表して欲しい。
220 情報発信について 国民への明確なメッセージの発信

221 情報発信について
仕事が出来なくなった時の資金などの面、またうたがわしい人が出た時の対応、そこにともなう医療費
などの負担をどうすべきなのかが知りたい。

222 情報発信について 市民の自己責任を前提とした徹底した情報公開
223 情報発信について 自粛の通達が色々なところから出ている。自粛解除の通達を明確に行って欲しい。

224 情報発信について 症状に対する明快な対応方法やマスコミ報道においてもあおるばかりでなく正しい情報が欲しいです。

225 情報発信について

症例の具体的な提示及び、その対処を望みます。
報道などではインフルエンザ程度の症例との発表が多く、日常的な生活を阻害するレベルの感染症とは
思えません。
現状、社会的に軽度なパニック状態にあると思います。具体性をもった症例、対処法を発表し顕在潜在
的な不安を取り除く事が重要です。

226 情報発信について 情報の一元化と対応　ガイドラインの周知。
227 情報発信について 情報の開示、適切な施策の運営
228 情報発信について いたずらに不安を煽るわけではなく感染の恐ろしさをもっと国民に対し正直に伝えるべき
229 情報発信について 情報は出来るだけ早く細かく発信してほしい
230 情報発信について 情報開示、および、新型コロナウィルス対策方針の詳細な説明
231 情報発信について 情報公開は迅速に

232 情報発信について
情報非公開が逆効果になる場合もあり、様々な憶測やデマが回ってしまっている。発症者に対する誹謗
中傷等と復帰に対するケアは大事

233 情報発信について 新型肺炎の拡散情報をしっかりと出してほしい

234 情報発信について 深刻な状況なのか、通常のインフルエンザ等の流行に対する対応で良いのかはっきりして欲しい。

235 情報発信について 水際対策の徹底、コロナ予防対策等の正しい情報開示
236 情報発信について 正しい情報の発信
237 情報発信について 正しい情報開示
238 情報発信について 正しい情報提供、BCPに対するフォロー対策・制度
239 情報発信について 正確な情報の迅速な発表
240 情報発信について 正確な情報の提供
241 情報発信について 正確な情報を早速で発信
242 情報発信について 正確な情報を適時お知らせください。
243 情報発信について 正確な情報開示
244 情報発信について 正確な情報提供が、ほしい
245 情報発信について 正確な情報提供をお願いします。
246 情報発信について 速やかな情報開示と、医師会とも連携した速やかな対応をお願いしたい

247 情報発信について
他府県の発表にならい、感染者の居住地域を詳しく発表してほしい。またイベント中止に伴う損失の補
填、及び資金優遇措置を早急に検討していただきたい。

248 情報発信について 特例で感染しにくい食べ物や飲み物を公表してほしい（薬事法に抵触しない）
249 情報発信について 不安を煽りすぎる過度な報道に疑問。

250 情報発信について
風評被害を招かないような対応を希望します。消費の落ち込みが予想されるので、お金が回るような措
置をお願いしたいです。

251 情報発信について
陽性と診断され後の経過(退院した、治った)などの情報も欲しい。陽性が出てから平均何日位で治るの
かも知りたい。

252 流通・物資について マスク　消毒薬　入手をたすけてほしい
253 流通・物資について マスク・消毒用アルコール等の必要数の確実な供給
254 流通・物資について マスクありません
255 流通・物資について マスクがない！
256 流通・物資について マスクが手に入らないのは皆さん同じだと思いますが、本当に困りますね
257 流通・物資について マスクの不足
258 流通・物資について マスクや、消毒液が、市場に十分供給されるようにしてほしい。
259 流通・物資について マスクや消毒液が弱者にきちんといきわたる様取組み願いたい
260 流通・物資について マスクや消毒薬等の衛生関連用品の供給
261 流通・物資について マスク増産　アルコール増産
262 流通・物資について マスク不足を早急に改善して欲しい

263 流通・物資について
一日も早い収束と流通網の安定化を…

264 流通・物資について 一日も早い収束を願うと共に流通網の安定化を…
265 流通・物資について 介護福祉事業者への衛生用品の物資供給を優先してほしい（モノ不足、まったく買えない）
266 流通・物資について マスク・消毒薬の配布

267 流通・物資について
食品加工業の為、衛生管理用品（アルコール・マスク）の入手困難による作業停滞の改善。風評被害の
防止。
国内外の物流機能が停滞の防止。

268 流通・物資について 早く、薬を…

269 流通・物資について
早くマスク・消毒液を全国民にあたえてほしいです。ウイルスが出た店はすぐに休んで対処して欲しい
です。

270 流通・物資について 早くワクチン薬を提供してほしい
271 流通・物資について 中国産資材の出荷見込が無く、在庫の懸念がある
272 その他 1日も早く鎮静化し元の経済状況になって欲しい。
273 その他 あいまいな指示ではだめ。
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分類 国・道などへの提案・要望があればお聞かせ下さい
274 その他 イベント自粛ではなく、強制的に中止させるべきだと思う。
275 その他 インフルエンザ同様に過剰に反応しすぎないで、冷静な対応を求めます。
276 その他 がんばって下さい。

277 その他

プライマリーバランス黒字化目標とか、景気は緩やかに回復しているから大丈夫とか、馬鹿げたことを
言っている場合ではありません！内閣は頭がおかしいとしか思えない！昨年10月消費増税による消費低
迷、それに続いてコロナ問題、このままでは恐慌になります！小規模事業者は大企業と違って内部留保
する余裕はないので、緊急経済対策を行わなければ体力の弱い企業から倒産が増えていくと予想されま
す。多くの企業が倒産してしまったら、コロナが収束したとしても、日本経済を立て直す事は出来ませ
ん。

278 その他 もっと冷静に。
279 その他 一刻も早く収束させて欲しい
280 その他 過剰な自粛は控えて頂きたい
281 その他 我慢しか無いと思います

282 その他

感染者の家族等の個人情報より先に、学校等の臨時休校をし、個人が責められないようにしてあげてほ
しい。悪いのは感染者ではなく、ウイルスです。
すでに感染者の子供さんが通う学校が個別に休校とききました、その子の今後が心配です。
その家族が周りから攻められることがないようすべての学校で同じ時期に休校にするなど考えなくては
いけないと思いました。

283 その他

基本は風邪と考えると異常なくらい騒ぎすぎのような気がします。毎年インフルエンザで肺炎に掛り、
命を落とされる方が居ない訳もなく、ただ有効な薬が無いことが問題だと思います。早急に治療可能な
投薬の（治験レベルでも構わない本人、家族の承諾を得て）実施すべきだと考えます。経済面からいう
と何から何まで自粛の動きになっている事、それ自体が異常なのではないかと思えます。

284 その他 見通しが欲しいです。
285 その他 国全体がしぼみそうなので、希望をください。
286 その他 今は抑えることを
287 その他 自己での健康管理等の提案の継続
288 その他 社員には、外出から帰った後のうがい、手洗いの徹底を指示しました。国、道も同じです。
289 その他 騒ぎすぎ

290 その他
当社の旅行業部門においては、この事態が落ち着くまで個人、グループなどのプライベート的な旅行予
約は見込まれない

291 その他 悲観的な報道が多すぎ、死亡率はそう高くない。免疫力を上げるための工夫をもっと教える
292 その他 不安の払しょく
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