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新型コロナウイルスの感染症法上の位置付け移行に伴う緊急調査 

令和５年１月３１日 

熊本県商工会連合会 

 調査内容及び方法について                                     

 調査期間  令和５年１月２３日（月）～１月３０日（月） 

 調査対象  県内４９商工会 会員事業所 ４５８者 

 調査方法  商工会から会員事業者にヒアリングのうえウェブ回答 

 

          

 

 新型コロナウイルスの感染症法上の位置付け「５類」移行について                  

 

    ※２／３（６７％）の事業者が「５類移行」を評価しており、「評価しない」は９％となった。 
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 ※多くの業種で「評価する」が７０％前後となっているが、回答数の少ない運輸業の「評価する」が 

４４％にとどまり「評価しない」との回答が１１％となり、卸売業も「評価する」が３６％にとどまり 

「評価しない」との回答が１８％となった。 

 

 新型コロナウイルスの感染症法上の位置付け「５類」移行について選択の理由              

 

① 「評価する」を選択 

【サービス業】 

・行動制限解除に伴い、利益獲得機会が増え、収益増加に至るから。（御船町商工会） 

・コロナの状況がわかってきたことから、転換としていい時期だと思う。（和水町商工会） 

・３年間のコロナ感染防止のためご尽力いただいたことに評価します。（熊本市北部商工会） 

 

【製造業】 

・行動制限をしていても何も変わらない。罹患した方の中には活発に活動されている人もおり、経済状況 

を元に戻していくためには位置づけを変えたほうが良いと思う。（大津町商工会） 

・政府のコロナ対策は評価できるが、早く３年前の経済状況に戻ってほしい。（苓北町商工会） 

・もっと早く移行できなかったのかが疑問でした。（熊本市植木町商工会） 

・ここ数年のコロナ禍に加えて、昨年からの物価高騰による原材料の値上げ等により経営を圧迫しており 

ます。一日も早い日常の回復が望まれます。（高森町商工会） 

・感染した場合、7日間も家から出られず、小規模事業者にとっては死活問題であるから。（水上村商工会） 
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【小売業】 

・当店のように少人数の店の場合感染者と濃厚接触者も休みとなる。店を閉めなければならなくなります。 

５類に引き下げていただけると助かります。（合志市商工会） 

・経済活動の回復と今後の見通しがつけやすくなるから。対面での商談が可能になるとありがたい。 

（合志市商工会） 

 

【宿泊業】 

・行動制限が緩和され人流増の機運が高まり、経済活動が向上すると感じるため。（菊池市商工会） 

・グループ客の利用が復活し、宿泊客が増えてくれることを期待します。（産山村商工会） 

 

【飲食業】 

・５類への移行で若干でも客足は戻るかと思うので評価する。（熊本市植木町商工会） 

・今のままでは倒産してしまう。（熊本市河内商工会） 

・大人数の利用が増えることが期待され、売上の増加に繋がるため。（産山村商工会） 

 

【建設業】 

・現状もなし崩し的に規制を緩めているので、はっきりと示す形での５類引き下げは妥当だと思う。 

（熊本市植木町商工会） 

 

【運輸業】 

・新型コロナに対する恐怖感が、インフルエンザと同等だと意識に変われば、イベントへの参加や観光  

旅行などへ人の動きも多少変化が出てくるのではないかと思う。（菊池市商工会） 

 

 

② 「どちらかと言えば評価する」を選択 

【サービス業】 

・新型コロナウイルスがどんなものか、わかってきたから。（玉東町商工会） 

・感染者や濃厚接触者の自宅待機などがなくなり、社会経済が少し活発になるから。（甲佐町商工会） 

・特に濃厚接触による待機を強いると、スタッフの人数不足に陥る。しかし、温泉というコンテンツを 

保持している以上、対策は引き続き行わなくてはならない。（菊陽町商工会） 

 

【製造業】 

・５類に引き下げる事については少し遅いとも感じるが、この方針は妥当と思う。（氷川町商工会） 

・豆腐、あげの製造をしており、配達もあるので感染していたら納入ができなかったため、どちらかと  

いえば評価する。（玉名市商工会） 

・濃厚接触者等の待機により、業務が滞った場面があったため（高森町商工会） 

・５類に引き下げると経済が循環しだして、あらゆる業種の方々が良くなると思うが、逆に医療の負担  

などが増えるのではないかという不安もでてくる。（熊本市北部商工会） 
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【小売業】 

・小規模事業者である当社は家族経営でしており、事業所の人数も少数で構成をされており、家族がコロ 

ナウイルスに感染をして自宅待機・療養になった場合は、自分も濃厚接触者になり事業そのものがまわ 

っていかない。「行動の制限措置の縮小」に対しては事業主として事業継続が目的であり評価もできる 

が、高齢者や自己疾患をもっている方に対して対策が不十分で評価ができない部分もある。アクセルと 

ブレーキを両方踏みながらやっていくしかない。（熊本市城南商工会） 

・行動制限の緩和は評価している。マスク使用に関しては緩和しても大丈夫という情報発信を積極的に 

して欲しい。（天草市商工会） 

・これからも自分の身は自分で守るべき。商店や旅館などの感染防止対策を信頼してほしい。 

（玉名市商工会） 

・感染者、クラスターを出された施設等には気の毒だが、重症化も少なくなってきているので、きちんと 

した専門家が判断するので評価する。マスクは特に高齢者にはきつい印象もある。（多良木町商工会） 

 

【宿泊業】 

・旅行支援等で回復基調のため、さらに良い影響が期待されるので（小国町商工会） 

 

【飲食業】 

・行動制限が実施された際、飲食店に対する補償額が小さく、経営が厳しくなった。コロナウイルスも  

季節性インフルエンザと同等の扱いで支障はほぼないと思うから。（玉名市商工会） 

・これまでのような対応策を続けるべきではないし、続けられないと感じているから。（宇城市商工会） 

・コロナ感染が気にはなるが、３年経過し、転換点となる時期と思う。（苓北町商工会） 

・私たち飲食店はコロナ感染による行動制限など一番規制をかけられたりして相当影響をうけた。今後は 

規制がないのであれば評価できるのではないか。（宇土市商工会） 

・団体予約が期待できる。（長洲町商工会） 

・経済がスムーズに廻るのは良い事だと思う。ただ、もっと早く決断してほしかった。（益城町商工会） 

・会合での店舗利用の増加を期待する。（小国町商工会） 

・５類に引き下げたあとの予測がつかないので、１００％評価するとはいえない。（宇土市商工会） 

・評価はするが、3年間に及ぶ経済活動の停滞、消費行動の変化などで、コロナ以前の水準に戻るか心配 

である。（水上村商工会） 

・行動制限をする毎に売上に直結してくるので、５類引き下げには賛成。しかし、飲食店利用のガイド  

ラインは引き続き活用していく事が大事。（氷川町商工会） 

 

【建設業】 

・コロナの撲滅は到底無理である為、コロナとうまく付き合っていくしかないので。（熊本市天明商工会） 

・経済回復には仕方ない（嘉島町商工会） 

・コロナウイルスで制限の対象となっていた販売会・展示会等が開催できるようになれば、売上アップに 

つながると思う。また、逆に「5 類」になれば患者負担が大きくなり、感染者等の把握が難しくなり    

終息も遅れてしまう気がします。（甲佐町商工会） 
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・仕事をするうえで、行動制限は厳しいものであったが、必要なものであったと思う。現在の状況を考え 

ると、制限解除はありがたい。（西原村商工会） 

 

【運輸業】 

・評価はするが、マスクを外しての生活など心配な面もあるため。（天草市商工会） 

 

【卸売業】 

・５類引き下げについては評価するが、遅すぎる。（菊池市商工会） 

 

 

③ 「どちらでもない」を選択 

【製造業】 

・政府の方針であり、経済活動を回復させるためにはやむを得ない措置だと思う。（宇城市商工会） 

・いろいろな給付金が出て多数の事業者が助かったと思う。しかし自社については売上が減少しているの 

にもかかわらず、申請できなかったため（美里町商工会） 

・飲食店の営業制限等が無くなり、一層自己責任が増すと感じる。感染拡大したときに行政は協力して  

くれるのか、不安を感じる。（熊本市植木町商工会） 

・緊急融資など資金面に関しては大変ありがたい施策を打ってもらいました。その反面ですが、アフター 

コロナに向けての対策が遅いように感じます。国際線なども入国規制緩和で良いように思います。 

（水上村商工会） 

 

【建設業】 

・経済的な視点では５類引き下げが良いが、医療的な視点では不安が大きい（熊本市天明商工会） 

・仕方ない（五木村商工会） 

・仕事量が少なく収入が大幅減のため余裕がない。理由がコロナなのか不明のため（熊本市北部商工会） 

 

【運輸業】 

・季節性インフルエンザ感染者と同じ行動がとれればよいと思うが、変異株の感染力等によっては、現状 

維持の方がよいかもしれないので、どちらともいえない（山都町商工会） 

・５類への引き下げは時期尚早ではないかと思われる。行動制限の見直しをした上で段階的に移行。 

マスク着用は最終的に任意であるべき（自己責任）（多良木町商工会） 

 

【卸売業】 

・営業活動が活発に出来ることはうれしいが、感染拡大に拍車がかかることが予想されるため。 

（八代市商工会） 

 

【小売業】 

・コロナ感染の可能性は高い状況であり、健康も会社も自己防衛するしかない状況は以前から変わって 

おらず、引き下げをしたとしても何もかわらないと考えている。（熊本市植木町商工会） 
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・評価しにくい。行動制限が無くなれば人流が活発になるが、その反面厳しい状況があるのではと思う。 

（和水町商工会） 

・一定の評価はするが、感染者の数がまだまだ出ているので、どちらとも言えない。（益城町商工会） 

 

【宿泊業】 

・「５類」に引き下げることでどのような影響が出るかわからないので。（天草市商工会） 

・コロナ感染は強く心配だか今のところ判断できない（八代市商工会） 

 

【飲食業】 

・自分の商売的にどう転ぶかは判らない。「5 類」に引き下げて欲しい人もいれば、そうでない人もいる 

と思うのでどちらでも無い。（玉東町商工会） 

・引き下がったことにより、飲食業にどのような影響があるかなどわからない（大津町商工会） 

・５類に引き下がったからといって客足が戻るかはわからない（大津町商工会） 

・５類への引き下げで安心感が出てくればお客様も戻ってくるかもしれませんが、現実としてそううまく 

はいかないのではないかとも思います。（あさぎり町商工会） 

・行動制限してもそこまで感染者数を抑えられないので、その点では評価できますが、事業者としては  

支援措置が少なくなってしまうことが予想されるので、一概に肯定はできません。（あさぎり町商工会） 

・新たな変異株が流行したときに対応が遅くなるのではないか。（産山村商工会） 

・感染者も多く今後状況がどう変化するかわからないから（津奈木町商工会） 

・事業としては早く引き下げて欲しいが、感染者が減っていない状況では怖い面もある（上天草市商工会） 

 

【サービス業】 

・当社としては非常に厳しいが、事業再構築を考える機会にもなった（熊本市託麻商工会） 

・待機期間などが短くなるのはありがたいが、感染しやすくなるリスクも想定されるため。 

（大津町商工会） 

・行動制限がなくなり日常が戻りお客さんが増えたとしても人が集まれば新たな変異株を生む可能性も 

ある。しかしいつかは打ち出さなければならない方針だと思います（産山村商工会） 

・引き下げることには賛成ですが、補助金等がなくなるので、どちらともいえない（熊本市北部商工会） 

・さらなる感染拡大と経済の疲弊両方の面があるため（球磨村商工会） 

・いつかは引き下げが必要であるということは理解しているが、今やるべきなのかな？と思う。 

GoTo トラベル等色々と活性化を図るための事業を行う度、感染が拡大したという見解はないのだろう 

か？もっと感染者数が減少してからすべきと思う。（天草市商工会） 

 

 

④ 「どちらかといえば評価しない」を選択 

【製造業】 

・いずれ制限がなくなり費用なども有料化されるであろうと想定していたが、まだ感染者が多い状況の中、

医療機関や感染者に新たな負担が出るので方針に対してどちらかといえば評価しない。（天草市商工会） 
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【建設業】 

・感染爆発した場合、行動制限ができないから（南関町商工会） 

・流行が止まらないから（嘉島町商工会） 

 

【卸売業】 

・コロナ感染者の減少がまだみられない状況での５類への引き上げは早すぎると思う。個人の外出制限も 

自覚しており変化は少ないと思う。（熊本市託麻商工会） 

 

【小売業】 

・コロナ感染者の死亡者数、重症者の重症度合い、いずれもインフルエンザと比較して非常に重い。 

感染者数、死亡者数、重症者数（重症度合）の安定をみてからの方が良いと思われる。（錦町商工会） 

・コロナに対して十分な対策が出来ていない（宇城市商工会） 

 

【飲食業】 

・多くの事業者はコロナ禍の影響を受け続けている状況で、5 類に引き下げたところでお客さんが戻る 

のには時間がかかると思います。事業者への支援がなくなることも考えられるため、あまり評価できま

せん。（あさぎり町商工会） 

 

【サービス業】 

・行動制限が縮小・廃止していくなかで、コロナウイルス感染症自体は低毒化しながら、感染が水面下で 

広がり一般家庭の家計や家事等日常生活に支障をきたすと考えられる。現状に見あたった「新しい」  

感染防止対策がない中での方針転換は諸手をあげれる状況ではない。（熊本市城南商工会） 

 

【運輸業】 

・個人負担になれば病院に行かない人が増えると思う。（高森町商工会） 

 

⑤ 「評価しない」を選択 

【小売業】 

・地元に感染者が多い（芦北町商工会） 

 

【宿泊業】 

・引き下げに伴い負担が個人負担が増える。感染症蔓延の抑制には効果が無い。（天草市商工会） 

 

【飲食業】 

・遅い！！！遅すぎる！！！とっくに下げてよかったのに、どうしてこんなに引っ張ったのか理解でき 

ない。（宇城市商工会） 

 

【サービス業】 

・遅きに失する。（熊本市城南商工会） 

・転換、対応が非常に遅い（天草市商工会） 
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 新型コロナウイルス「５類」移行の時期が、４月下旬～５月の見通しとされていることについて      

 

        ※移行時期が「妥当である」が約４割（３９％）と最も高くなり、 

        「できるだけ早い時期」が２７％と、「時期尚早」の１４％を上回った。 

 

 

     ※コロナ禍の影響を最も受けてきた飲食業と宿泊業の「できるだけ早く移行」の回答が、 

     それぞれ３０％を超えて高くなっている。 
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 新型コロナウイルス「５類」移行の時期について選択の理由                      

 

① 「できるだけ早い時期に移行して欲しい」を選択 

【飲食業】 

・感染患者が増えると夜のお客様が減少する状態が続いている。制限をなくしてコロナ前に戻ってほしい 

から（山鹿市商工会） 

・入学式、歓送迎会シーズンに合わせて早めてほしい（宇城市商工会） 

・５類移行を実施するのであれば、早い時期が望ましいと思うから。（玉名市商工会） 

・何の補償もなく行動が制限される状態は死活問題。早く移行して欲しい。（多良木町商工会） 

・新型コロナウイルスの完全収束は当分ないので、５類移行を決断するのであれば、早い時期が良いと  

思うから。（玉名市商工会） 

・春の行楽シーズン前に緩和してほしい（和水町商工会） 

・桜の名所の近くであるためお花見時期には緩和してほしいため（和水町商工会） 

・コロナウィルスに対して行動制限に大きな意味を感じなくなった。飲食店という職業柄、お客様が気兼 

ねなく外出できる環境でないと基本的には成り立たないので、なるべく早く行動制限を解消して欲しい。 

（御船町商工会） 

・ゴールデンウィーク前までには移行してほしい。（苓北町商工会） 

・新年会、歓迎会などがあるので、早めにして頂くと助かる。（大津町商工会） 

・団体予約が期待できる。（長洲町商工会） 

・大きいグループの飲食予定などが期待される。今までは、集まってコロナ感染があれば、主催者責任を 

問われるので、なかなか集まりの予定が取れなかったので。（益城町商工会） 

・お客さんの気持ちが前に向くよう、ゴールデンウィーク前に移行して欲しかった。（南阿蘇村商工会） 

・ゴールデンウィーク前に移行してほしい。（産山村商工会） 

・無症状、濃厚接触者というだけでも飲食店（特に居酒屋）においては人の動きが止まる。団体のお客様 

はここ 3 年間は半分以下に落ち、５類移行が遅れるほど売上回復も遅くなる（山都町商工会） 

 

【宿泊業】 

・「５類」に引き下げると決定なら、人の動きが良くなるのでなるべく早い時期に移行して欲しい。 

（天草市商工会） 

・３月１日からでも良いので、早く移行して欲しい。（熊本市植木町商工会） 

・通常に戻る為にも、出来れば３月にでも移行してもらいたい（上天草市商工会） 

・ゴールデンウィーク前に移行されるとお客さんの増加が見込めるため。（産山村商工会） 

 

【サービス業】 

・移行時期が中途半端。新年度４月１日で良くないか？（熊本市城南商工会） 

・行動制限の緩和による経済活性化や医療機関への負担軽減を鑑み、早期の移行を望みたい。 

（南関町商工会） 
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【製造業】 

・もはやコロナウイルスはインフルエンザと同様だと思っているので、時期は早い時期が良い。 

（玉名市商工会） 

・従業員に濃厚接触者等の待機により、業務が滞った場面があったため（高森町商工会） 

・どんどん経済を活発にしていき、商工業衰退を食い止めていただきたいと思うから（宇城市商工会） 

・インバウンドや観光客の増加をしてほしいため（阿蘇市商工会） 

・欧米に比べ初期には死者数、感染者数共に低かったので感染を抑え込めて良かったと思うが、ワクチン 

を２回～３回打った後も同じ様な対策で抑え込んだ結果、集団免疫が形成されず、いつまでも経済が 

回復しないのではないかと思う。（宇土市商工会） 

・３月、４月が引っ越しシーズンになるので、早く移行してもらった方が、仕事の増加が期待できる。 

（水上村商工会） 

 

【建設業】 

・少しずつ規制を緩めている現状から脱却して早く引き下げをおこなって、国の方針をはっきり指し示す 

べき。（熊本市植木町商工会） 

 

【運輸業】 

・移行されるのであれば、５月の大型連休などに人の動きが期待できるのではないかと。（菊池市商工会） 

 

【小売業】 

・人出不足に追い打ちがかかっているため、早急にインフルエンザ並の位置づけとしてほしい。 

（和水町商工会） 

・毎年だいたい感染者が増える時期の波があると思うので、感染者の波が落ち着く時期を見計らってすみ 

やかに移行してほしい。（熊本市城南商工会） 

・卒業式、入学式に影響がでる。（錦町商工会） 

・従業員不足によりシフトが回らない（上天草市商工会） 

・５月の GW前には実施してほしいと思っています（阿蘇市商工会） 

 

【卸売業】 

・コロナウイルスが完全に収束することはないので、早めに移行していただきたいから（菊池市商工会） 

 

 

 

② 「妥当である」を選択 

【製造業】 

・ゴールデンウイーク前か、夏休み前に移行すると、観光業に景気が戻ってくるかと思うので。 

（熊本市天明商工会） 

・しっかり準備を行って移行した方が安心。（氷川町商工会） 
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・ゴールデンウィーク前までにお願いしたいと思います。（苓北町商工会） 

・５類は GW 明けではないかと思っています。（熊本市植木町商工会） 

・準備も色々必要なのでそのくらいの時期が良い。（多良木町商工会） 

・ゴールデンウィーク前の移行が望ましい（山都町商工会） 

・日本以外の国々が行動制限を設けていないので経済活動回復やインバウンド需要復活のためにもできる 

だけ早急に５類への引き下げを行うべきであるが、引き下げまでの準備期間等を考えると４～５月が 

妥当な時期なのではないかと思う。（宇城市商工会） 

 

【建設業】 

・ゴールデンウイーク前の時期であるなら、観光や飲食業もコロナ前くらいには戻って欲しいから。 

（熊本市天明商工会） 

・季節も暖かくなり、ゴールデンウイークの人の動きに合わせての時期なのでいいと思う。 

（錦町商工会） 

・完全終息までには、長い月日がかかると思うのである程度の見通しで移行されても良いのではないか。 

（甲佐町商工会） 

・５月であれば GW の時期頃であるため（阿蘇市商工会） 

 

【運輸業】 

・第８波も落ち着いている可能性があり、妥当な時期であると思う。（天草市商工会） 

 

【卸売業】 

・事前準備を行う期間を考えると妥当と思われる。（氷川町商工会） 

 

【小売業】 

・新学期などが始まって、様子次第（宇土市商工会） 

・春だと季節的に暖かくなるのでコロナウイルス感染が落ち着く季節と思うので妥当だと思う。 

（天草市商工会） 

・早過ぎず遅過ぎずのいいタイミングと思ったため。（御船町商工会） 

・季節が良くなる５月上旬までにはお願いしたい。（苓北町商工会） 

・国民に対し、説明の時間や周知し普及するまでの時間を考えれば妥当である。早くしてもマスコミ等で 

問題提起を行う時間がなければ国民の理解が得られないと思う。（熊本市城南商工会） 

・観光需要が増加するゴールデンウィーク前の移行を希望する（山都町商工会） 

・スポーツ大会など開催されるので（高森町商工会） 

・ＧＷ前には、実施してほしい（湯前町商工会） 

・政府、専門家に従うしかない。時期的に丁度いいのではないか。（多良木町商工会） 

・もっと早くを希望するが、準備を考えると妥当であると感じる（合志市商工会） 
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【宿泊業】 

・今の感染状況が収まる期間が必要だから（山鹿市商工会） 

・まだ感染者も多いので、終息してなら（山鹿市商工会） 

・春には、第８波も落ち着いてくるだろうと思うため（苓北町商工会） 

・事業者側の準備期間も含めて適切な時期である。（大津町商工会） 

 

【飲食業】 

・感染防止対策は十分講じているので、感染リスクは少なくなっている。また観光シーズンの時期になる 

のでいい時期だと思う。（八代市商工会） 

・人の移動が多くなるゴールデンウィーク前が良いと思う。（苓北町商工会） 

・５月上旬の連休前が良いと思う。（苓北町商工会） 

・準備等もあるので妥当だと思います。（熊本市植木町商工会） 

・自社側も準備の時間がいるので、妥当である。（熊本市城南商工会） 

・完全終息はしばらく無理だと思うが、妥当な時期だと思う。（水上村商工会） 

 

【サービス業】 

・これから数ヶ月間、様子を見てほしい。（玉東町商工会） 

・現在の第８波もその頃には落ち着くのではないか。（八代市商工会） 

・第８波が春に収束見込みであるので妥当である。（甲佐町商工会） 

・気候がよくなるゴールデンウィーク前にはお願いしたい。車の利用も増えると思うので。 

（苓北町商工会） 

・きちんとした施策が整った上で実施して欲しいから。（氷川町商工会） 

・準備をある程度整えてから移行をしてほしい（和水町商工会） 

・春になれば感染者数も減少するかもしれないから（津奈木町商工会） 

・G.W.で人が移動することから、連休後の方が良いと思う。（西原村商工会） 

 

  

 

③ 「ウイルスが完全収束していないので、時期は尚早である」を選択 

【製造業】 

・これから人々の移動が多い時期になるので、再度、爆発感染が怖い。（八代市商工会） 

・コロナウイルスの感染者の死亡者数が増えている。その 90%が私達７０歳以上の方で不安である。 

（熊本市北部商工会） 

 

【建設業】 

・感染爆発した場合、行動制限ができないから（南関町商工会） 

 

 

 

 

 



- 13 - 

 

 

 

 

【運輸業】 

・現状の感染状況を考えるとまだ早いと思うから。（天草市商工会） 

 

【卸売業】 

・あと半年くらいは様子をみて判断してもよいのでは（八代市商工会） 

・来年（2024 年）の１月までは時間がいると思う。（熊本市城南商工会） 

・コロナ感染者の減少がまだみられない状況での５類への引き上げは早すぎると思う。個人の外出制限も 

自覚しており変化は少ないと思う。（熊本市託麻商工会） 

 

【小売業】 

・移行を急ぎ過ぎて対策を講じれないと本末転倒（八代市商工会） 

・準備や議論する時間が短いと思うから。（菊陽町商工会） 

・移行するとお客さんが増える可能性があるが準備ができていないから（甲佐町商工会） 

・コロナ禍発生以来、３年を経て、社会もその対処に習熟してきた。ここにきて、５類への意向を急ぐ    

必要はないと思われる。（錦町商工会） 

・梅雨明けぐらいでもよいと思う（湯前町商工会） 

・用心のため、慎重に判断して欲しい（芦北町商工会） 

 

【宿泊業】 

・ウイルスが完全収束していないので、時期は尚早である。（天草市商工会） 

・感染者がまだ多い為。（南阿蘇村商工会） 

 

【飲食業】 

・薬などもできていない状況で移行しても安心して外食などはできないと思いますので、客足がすぐに 

回復することはありません。また、病院などがひっ迫してしまうこと考えられるので、それらのリスク

等を考えると時期尚早ではないかと思います。（あさぎり町商工会） 

・現在、第 8 波の中にあり、感染者が多い状況を考えると 4 月~5 月の時期に移行するのは早いのではない 

かと思う。（天草市商工会） 

・お店のことを考えるとできるだけ早く移行して欲しいが感染状況を考える早い気もする 

（津奈木町商工会） 

 

【サービス業】 

・収束に向けた対策がハッキリしていない（熊本市天明商工会） 

・対策なしで、引き下げは評価できない。（山鹿市商工会） 

・感染者数次第。もう少し落ち着いた方がよいと思う。（美里町商工会） 
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④ 「わからない」を選択 

【製造業】 

・この時期が適切であるかは、専門家等の判断が必要と思われ妥当であるかまでは解りません。 

（菊池市商工会） 

 

【建設業】 

・５類にした場合の具体的な変化の説明がない。（熊本市天明商工会） 

 

【運輸業】 

・経済と医療の両立が大事なので慎重になる必要がある（山都町商工会） 

 

【小売業】 

・感染者が増えたり減ったりしている。感染者数も本当の数なのかわからないので、わからない。 

（阿蘇市商工会） 

・体制の整備や国民への周知が不足していると思う。このまま引き下げをおこなった場合の混乱が大きい 

と思う。（熊本市植木町商工会） 

・医学知識に乏しいので判断がつかない。（上天草市商工会） 

 

【宿泊業】 

・ワクチン接種等の個人負担が増加するのではないかと思われるが、判断しにくいため（玉名市商工会） 

 

【飲食業】 

・自分の商売的にどう転ぶかは判らない。「5類」に引き下げて欲しい人もいれば、そうでない人もいると 

思うのでどちらでも無い。（玉東町商工会） 

・小規模事業者に対する施策がどのように変化するか分からないので（八代市商工会） 

・できるだけ早い時期にしてほしい気持ちは大であるが、予測がつかない。失敗だけはしてほしくない  

気持ちも大なので、わからないと答える。（宇土市商工会） 

 

【サービス業】 

・なぜ、その時期か妥当性が解らない（山鹿市商工会） 

・感染症の専門家ではないので評価はできない（美里町商工会） 

・重症者がまだ多いため（南関町商工会） 

・変異株もまだ生まれている中にこの未知なウイルスを３年で判断できるものなのか。しかし経済も回さ 

なければいけないため時期が早いのかどうかはわかりません。（産山村商工会） 
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 国や県等に対する意見や要望について                                

 

【製造業】 

・小規模事業者の経営はコロナの影響で厳しい状態が続いているので、引き続き支援をお願いしたい。 

（八代市商工会） 

・病院を中心に納入しているが、事務的な検温、海外渡航歴、濃厚接触者等の質問事項が毎回回答しなけ 

ればならない。デジタル化にしてもらうか、事務的な作業をなくしてほしい。（玉名市商工会） 

・国や県においては本年４月～５月での５類への引き下げに向けて、しっかりと準備をして頂きたいと 

思います。（宇城市商工会） 

・５類になっても今まで通りの医療体制で負担もお願いしたい。（熊本市北部商工会） 

・現在の事業を支援する助成金の拡充をお願いします。（南小国町商工会） 

・予想外の感染拡大が起きた時の対応を具体的に決めていてほしい。（熊本市植木町商工会） 

・コロナだけではなく、ウクライナ戦争の影響もあり物価高、エネルギー価格上昇が続いていて、非常に 

厳しい状態である。事業者に対しての給付金も△２５％から支給される制度（宇土市）がある様だが、 

△２５％以下（△１０％～△１５％）でもかなり経営がひっ迫しているのできめ細やかな対策を取って 

ほしい。（宇土市商工会） 

・宮崎県が原油価格高騰の給付５万円を出しているので、熊本県もそのような現金給付があれば助かる。 

（水上村商工会） 

 

【建設業】 

・コロナ支援も結構だが、原材料価格の高止まりにも支援をお願いしたい。（熊本市富合商工会） 

・物価高騰に歯止めをしてほしい。（長洲町商工会） 

 

【卸売業】 

・経営内容がコロナ前まで回復するまで、支援金、給付金等の支援をお願いしたい。（八代市商工会） 

 

【小売業】 

・直ぐにお客様が増えるわけではないので、売り上げが心配（宇土市商工会） 

・個人的には、物価高への対策が社会経済に効果があると考える。（熊本市富合商工会） 

・コロナ感染症に関する影響は今後も続くと思われるので、小規模事業者への支援については継続して 

行って欲しい（八代市商工会） 

・行動や対策の方針を明確にして欲しい。（菊陽町商工会） 

・起こりうる論点を整理し、専門家での会議できちんと揉んでから細部にわたって対応していただきたい。 

（熊本市城南商工会） 

・政策が国民でなく政治日程で決まっている！（高森町商工会） 

・各種支援措置は助かるが、増税案が進む中、復興所得税や消費税から補うという話も見聞きする。 

結局負担が重くなる。（長洲町商工会） 

・現在のところ国は５月８日頃を目途に調整しているようだが、ゴールデンウィーク明けの感染拡大を 

帳消しにしている風にしか感じられない。もう少し慎重に検討するべきではないか。（宇城市商工会） 
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・コロナ感染症は続き影響を受ける事業者もあるので、小規模事業者への支援を継続して欲しい。 

（湯前町商工会） 

 

【宿泊業】 

・行動制限はいかなる内容でも行わないようにお願いしたい（山鹿市商工会） 

・今までのコロナ施策でみんな資金繰りに関してダメージを受けているので、追加融資や返済に関する 

思い切った施策を出して欲しい。（熊本市植木町商工会） 

・パーテーションの設置、マスクの有無等、はっきりとしたマニュアルがほしいです。（南小国町商工会） 

 

【飲食業】 

・コロナで飲食業界は大きな痛手を受けているので、５類移行後も引き続き支援をお願いしたい。 

（八代市商工会） 

・実情を見てもらって本当に５類への引き下げができるかを考えてほしいと思います。 

（あさぎり町商工会） 

・行動制限などは効果があまり期待できないということもあると思うので、それらの措置が縮小されて 

いくことは妥当かと思いますが、事業者は当分影響を受け続けることを踏まえて検討をしてほしいと 

思います。（あさぎり町商工会） 

・当地区では、コロナによる影響に加えて災害関連により経営に大きな打撃となっている。今後も国県  

市町村の継続的な支援をお願いしたい（八代市商工会） 

・コロナ禍の中、国の事業再構築補助金・事業復活支援金や県の時短協力要請金等には大変お世話になり 

ました。（苓北町商工会） 

・コロナ禍の中、昼食のお客様は８割程もどりましたが、お酒を伴う夜の宴会等がなかなか増えません。 

お客様のニーズが変化してきていると感じています。この対策をお願いできれば有難いです。 

（苓北町商工会） 

・５類に引き下げても、これからも感染者の爆発が起こり得ます。その場合でも判断をゆるがす事なく、 

継続するべきです。コロナが恐い恐いと思わせるのは毎日報道するメディア達です。もっと前向きに 

コロナは恐くない、きちんと治療すれば重症化しないし、誰もが罹患する感染症だと警鐘するべきです。 

（熊本市北部商工会） 

・ウィズコロナ、アフターコロナに向けた消費行動の変化に伴う喚起策（水上村商工会） 

・事業所側でマスクの着用をお願いしていても、不着用で利用される方が必ず出てくる。感染予防対策は 

今まで通り注意喚起をしていく事を国または県の方でしっかり示していただきたい。（氷川町商工会） 

 

【サービス業】 

・利子補給制度など事業主支援融資制度の拡充。（御船町商工会） 

・物価高騰、インボイス、電子帳簿保存等々、小規模事業者で特に高齢者は疲弊している。 

（長洲町商工会） 

・５類に下げられてもまだまだコロナの影響を受ける事業者もあるので、小規模事業者への支援を継続 

して欲しい（津奈木町商工会） 

・コロナの影響が尾を引いている中、補助金でなんとか商売を続けているところが多いと思います。 

倒産が増えるのでは。（宇土市商工会） 


