
 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に伴う影響調査（結果） 
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  調査団体一覧 

 

 

 

 

 

 

№ 分野 団体名

1
岐阜県旅館ホテル生活衛生同業組合
(岐阜市旅館ホテル協同組合)

10

2 岐阜長良川温泉旅館協同組合 1

3 岐阜ホテル会 2

4 岐阜観光コンベンション協会 1

5
岐阜県タクシー協会岐阜支部
（岐阜県観光タクシー運営協議会）

7

6 岐阜県バス協会 1

7 岐阜婦人服子供服工業組合 1

8 岐阜提灯協同組合 1

9 （一社）岐阜和傘協会 1

10 岐阜県旗染業組合 1

11 岐阜県工業会 岐阜土木工業会 1 1

12 建設・建築分野 岐阜市建築技術協会 1 1

13 岐阜市中央卸売市場 1

14 岐阜市食肉地方卸売市場 1

15 （一社）岐阜ファッション産業連合会 54

16 岐阜柳ケ瀬商店街振興組合連合会 1

17 岐阜市商店街振興組合連合会 1

18 岐阜菓子工業会 1

19 岐阜市土産品協会 1

20 農林業分野 ぎふ農業協同組合 1 1

21 岐阜市信用保証協会 1

22 （一社）岐阜銀行協会 1

91

金融機関等

合計

2

回答数

22

4

2

56

2

観光分野

製造業分野

流通分野

卸・小売分野

飲食業分野
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１．新型コロナウイルス感染症に伴う影響（事業活動面）について。 

（1）今年「4 月から 6 月」頃に比べて、「7 月から 9 月」頃はどの様な状況となって

いますか。該当する番号に○をつけてください。 

 

設問内容 回答数 

① さらに深刻な状況になっている １３ 

② 同じくらい深刻な状況が続いている  ４２ 

③ 一部では回復している  ２４ 

④ 影響が少ない状況が継続している １０ 

⑤ 事業活動にはほとんどほぼ影響がない １ 

⑥ その他 ４ 

  ↓ 

（観光業） 

・GOTO トラベルが始まったが、人の心理として今まで泊まることが出来なかった高

額な旅館やホテルなど、割引の多い所に泊まる傾向がある 

・多少は旅行客が戻ってきている、ただし連休の泊り客。平日は皆無。 

・「岐阜市 地元に泊まろうキャンペーン」（7 月～9 月）、「ＧｏＴｏトラベル」（7

月 23 日～）により、例年に比べれば少ないものの、回復した。                           

（製造業） 

・各種イベントや行政等の行事が中止の為、仕事が皆無に近い状況。 

（金融機関） 

・保証申込の件数・金額については、「4 月～6 月」頃に比べて「7 月～9 月」頃を

比較すると件数が 58.1%、金額 55.1％と減少しています。尚、対前年比では、6

月末累計で件数 266.4%、金額 401.2%、9 月末累計で件数 258.2%、348.9%と大幅

に増加しています。 
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（2）今年「7月から 9 月」頃に比べて、今後「10 月から 12 月」頃は、どの様になる

と予測しますか。 

 

設問内容 回答数 

① さらに深刻な状況になっている １０ 

②これまでと同じくらい深刻な状況が続いている ３７ 

③一部では回復している ２７ 

④影響が少ない状況が継続している １１ 

⑤事業活動にはほとんど影響がない １ 

⑥その他 ８ 

        ↓ 

（観光業） 

・どんなに一生懸命頑張ってもお客様が来ない。次第に無口になったように思いま

す。 

・10 月に入って少し予約が入るようになった。 

・低料金の旅館にとって GOTO トラベルの恩恵は少ない。 

・観光需要喚起施策（Go To トラベル等）により、観光客主体の宿泊事業者はその

恩恵が期待される一方で、ビジネスユース主体の宿泊事業者への効果が薄く、非

常に厳しい経営環境が続く見込みであり、これらも含めた更なる支援を求める声

が寄せられていることなどから、先行きは楽観できる状況ではないと見込んでい

る。 

・企業・団体などの利用回復が見込めない事から、10 月以降年末年始に向けて大き

な落ち込みが見込まれる。 

・少しずつですが、今よりは良くなると思う。 

・10～12 月～年始というのは、飲み会の多い売上げの多いシーズンですが、会合の

中止がこのまま続くと、大幅減が予測される。4,5,6 月の暗黒期に比べれば回復

はしているが、未だ通常の 3 割減程の状況が続いており、そのくらいでしばらく

推移しそうと考える。 

（製造業） 

・各種イベントや行政等の行事が中止の為、仕事が皆無に近い状況です。 

（金融機関） 

・保証申込の件数・金額については、6 月をピークに毎月減少しており、「10 月か

ら 12 月」頃についても逓減していくと予測。 
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（3）その他に、事業活動面への影響について、自由に記入してください。 

 

（観光業） 

・GOTO トラベルの恩恵もこのエリアでは少なく今後も厳しい状況が続く 

・GOTO トラベルが一番影響大だと思います 

・GOTO トラベルキャンペーンに申請したが、なかなか返信がなく、ようやく予約サ

イトに登録したものの、紙クーポン券が届かず、お客様の予約も入らない。元々

宿泊料が安く、お得感がないのかもしれない。with コロナ対策はしている。 

・国の GoTo キャンペーンの申請が非常に複雑で大変。旅館ホテル組合に加入して

いる施設は無条件で GoTo キャンペーン参加施設として認めてほしい。組合なら

コロナ以前から加入している施設の実情を良く把握していると思う。 

・会員施設間でバラつき有るが概ね回復してきている。 

・観光振興やコンベンション推進に関する展示会やイベント等が少しずつ開催の動

きが出つつある。しかし、鵜飼観覧船での飲食再開の目途が依然立たず、当財団

が取り組むおまかせパックの販売も見込めないことから、収益のマイナスが避け

られない状況にある。 

・長良川以北でのイベントやホテルの宴会・パーティー等が行われない限りＶ字回

復は難しい。 

（建築業） 

・停止していた工事発注が、少し回復の兆し 

（流通業） 

・支援金等の対象一歩手前の一部の業者は、経営が圧迫されている状況は回復して

いないことに加えて、管理費は掛かり続けているため、さらに経営状況が厳しく

なっている。 

（卸・小売業） 

・得意先が不安 

・取引先の店舗縮小、閉店に伴う売り上げの減少に苦戦している。 

・出張等の見合わせ 

・ｗｉｔｈコロナ アフターコロナの新しい生活様式に対応して新業態、新事業を

検討していかないといけない 
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２．市内の企業における新型コロナウイルス感染症に伴う雇用面での影響につい

て、把握していることがあれば、その概況を教えてください。 

(1)従業員の雇用について、該当する番号に〇をつけてください。(主なものを 3つま

で回答してください） 

 

設問内容 回答数 

①正規従業員の雇用を守っている ８１ 

②正規従業員の解雇を行った事業所がある ６ 

③今後、正規従業員の解雇を検討している事業所がある  ３ 

④非常勤従業員の雇用を守っている                     ３９ 

⑤非常勤従業員の解雇を行った事業所がある            ２ 

⑥非常勤従業員の解雇を検討している事業所がある       １ 

 

 

（2）その他に、従業員の雇用について、自由に記入してください。 

 

（観光業） 

・GOTO トラベルが終わった後が心配 

・雇用調整助成金の制度の利用 

（流通業） 

・一部業者の従業員については、非常事態宣言中に解雇には至らなかったが、休暇

を取らせて対処していた模様。そのため、支援金等の対象にならず、給与を下げ

ざるを得なかった業者もある。 

（卸・小売業） 

・さらに深刻な状況になれば、今後正規従業員の解雇を考えなければならない 

・余剰人員の他企業への派遣を斡旋してほしい。アルバイトとして派遣します 
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３．市内の企業における資金繰りの状況について、把握していることがあれば、そ

の概況を教えてください。 

(1)資金繰りの状況について、該当する番号に〇をつけてください。(主なものを 3つ

まで回答してください） 

 

設問内容 回答数 

①十分な備えがある事業者が多い ３６ 

②今後不足する事業者が多い ２６ 

③融資を受けたいが受けられない事業者が多い ６ 

④追加の融資を検討している事業者が多い １４ 

⑤わからない １５ 

⑥その他  ４ 

    ↓ 

（観光業） 

・２年以内に元へ戻れば何とかなりそう 

・今後、年金の調整及び増税等があるか分からないため、借入は少なめかゼロに

変更するよう、協議会として提案している。 

 （製造業） 

  ・個人営業者は預金をくずして生活していますが、今後は分かりません。今日現

在で全国同業者５社廃業している（旗染業）。 

 （金融機関） 

  ・今のところ、備えがある事業者や、当面必要な事業資金の融資を受けた事業者

が多くあります。今後、深刻な状況が続くようであれば追加の保証申込や返済

猶予等の条件変更が増加すると思われます。 
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（2）その他に、資金繰りについて、自由に記入してください。 

 

（観光業） 

・以前の借入分も支援を 

・現在は各種助成金の支援にてやってきましたが来年までやっていけるか自信がな

い。従業員の賃金、電気、水道の費用等固定費は必要でそれだけの収入がない。 

（流通業） 

・4-6 月は、飛騨牛などの高級食材の飲食店や宿泊業での扱いが減少し、資金繰り

が多忙となる事業者も多かったが、食肉市場の買受人に対する県の補助金（牛 1

頭当たり 10 万円）による購入喚起もあり、徐々に回復傾向にある。 

（卸・小売業） 

・現時点では追加は考えていない 

・資金繰りは安定している 

（金融機関） 

 ・9 月末累計での条件変更承諾（返済方法変更）、事故報告受付、代位弁済の状況に

ついては以下のとおりです。 

・返済猶予等の返済方法変更の条件変更承諾は、件数が前年比 97.1%、金額が 101.1%

となっています。 

・金融機関から返済延滞などの通知を受ける事故物件報告受付は、件数が前年比

63.9%、金額が 44.6%となっています。 

・返済が困難なこと事業者に代わって協会が返済する代位弁済は、件数が前年比

46.3%、金額が 40.1%となっています。 
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４．今後の対策に向けた行政への要望等について 

(1)これまでの岐阜市の支援策で有効と感じた支援策をお選びください（複数回答可） 

 

設問内容 回答数 

①岐阜市新型コロナウイルス感染症対策支援金  ３２ 

②岐阜市雇用調整支援金                       ２８ 

③岐阜市雇用調整助成金申請等手数料補助金  １２ 

④雇用就労促進奨励金                       ５ 

⑤with コロナ テレワーク推進事業         ２ 

⑥岐阜市 with コロナ産業振興補助金        ７ 

⑦岐阜市広告宣伝支援事業補助金         ６１ 

⑧やっぱ岐阜やて！“対象店舗で最大 20％”たんと戻るよキャンペーン  １１ 

 

 

（2）今後、行政で実施して欲しい支援策等について、自由に意見をお聞かせくだ 

さい。 

 

（観光業） 

・岐阜市地元に泊まろうを GOTO 終了後又お願いします 

・宿泊支援キャンペーンを実施していただきたい 

・地元に泊まろうキャンペーンの第 2弾第 3弾など地域の方が泊りに来る、又は会

食にくる、という補助を期待したい 

・水道料金に対する補助金を実施してほしい 

・2021 年は各種イベントを実施してほしい 

・「地元に泊まろうキャンペーン」第２弾など、ＧｏＴｏトラベルキャンペーン終 

了後の落ち込みが激しくなると思われる時期の支援があると助かります。 

・会議室・宴会場の使用料等について、支援・補助金交付が欲しい 

・観光関連産業は裾野が広く、多方面に長期間にわたって連鎖的に影響していくこ

とが見込まれるため、国や県と連携した面的かつ継続的な支援策実施をお願いす

るとともに、それら支援策に係る窓口の一本化や、ＨＰ等による支援策の全体像

や手続きなどの分かりやすい周知を図っていただければと思います。 

（製造業） 

・岐阜提灯伝統工芸士が販売低迷により事業収入が減少し、年間の収入の見通しが

立たない状況です。伝統工芸士の支援事業を考えていただければと思います。 

（流通業） 

・小売店や飲食店などの消費者と直接関わる事業者への支援だけでなく、卸売業、

仲卸売業などの中間事業者への支援 
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（卸・小売業） 

 ・運転資金 補助金を返済不要 

・さらに深刻な状況になれば駅前問屋街は、廃業や倒産が増加する。行政に駅前再

開発を進めてほしい。 

・コロナ感染率の指数が上昇しても、経済の流れを極力抑制せずに感染を抑え、企

業活動を維持出来るルールを作っていただきたいです。 

・「岐阜市新型コロナウイルス感染症対策支援金」はなぜ卸売りは，ＮＧなのか 

・事業持続継続助成金給付（２回目） 

・問屋町への誘致 出店に対する補助など 

（飲食業） 

・今後イベント（来場者何万人とかプレゼント）とかの購入品を組合企業の商品を

活用していただきたいです。 

（農林業） 

 ・畜産、花卉の生産農家は影響が大きいため、生産支援策または消費拡大策をお願

いしたい。 



       
岐阜労働局アンケート 
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１．岐阜管内での解雇や雇止めの状況について               

（1）新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について

（厚生労働省）などの公表がありますが、岐阜管内での解雇や雇止めにつ

いての現状や内容についてお聞かせください。 

 

・岐阜局全体の数値は厚生労働省 HP にて毎週公表 

10 月 16 日現在 解雇等（雇止め含む）見込み労働者数 1,513 人 

業種では派遣業、製造業の割合が高い。 

管轄別の数値は公表していない。 

 

  ・1 ヶ月あたりの事業主都合による離職者（雇用保険資格喪失者）が、 

コロナ前に比べ 2～3 倍に増加してきている。 

  ・雇用保険失業給付の受給資格決定件数は前年度と比べ約 2割増、受給者 

実人員は前年度と比べ 4 割増となっている。 

 

(2)岐阜管内での解雇や雇止めの今後の見込みについてお聞かせください。 

・多くの産業で、雇用調整助成金等を利用し雇用維持を図っているが、 

今後もコロナの影響が長期化した場合、雇用維持、事業継続が困難となる 

事業所が出てくると予測されるため、解雇や雇止めは増加の恐れがある。 

２．岐阜管内での雇用や就労の状況について                

(1)岐阜管内での採用活動の状況はどのようになっていますか。 

   

  ・新規求人数は低下を続けており、全体として企業の採用意欲は低下して 

いるものの、「医療・介護」等一部業種では人手不足感が続いている。 

  ・有効求職者数は毎月増加している状況であり、6月に 2年 1ヶ月ぶりに 

１万人を超えて以降、8月には 1万 1千人を超えるなど、雇用環境が 

厳しくなっている。 

３．その他                               

(1)コロナ禍での岐阜管内の雇用や就労に関する状況等について、把握して 

いることがあればお聞かせください。 

 

・新聞報道にあったパジェロ製造(株)（坂祝町、2021 年度上期閉鎖）及び関

連サプライヤーには岐阜管内居住者も一定数いることから、今後の動向に

よっては再就職支援が必要となる者が発生する可能性がある。 

・緊急事態宣言発令期間中や 7 月後半から 8 月の第 2 波とみられる機関な

ど、応募選考において求人者から面接等で企業訪問させることを控える動

きがみられ、まずは書類選考からに変更となる、オンライン面接を提案さ

れる等のケースがみられる。 


