
  

新型コロナウイルス感染症の影響に関する 

緊急アンケート 

日本眼鏡関連団体協議会 

協力 眼鏡記者会 



眼鏡業界の全業種を網羅している日本眼鏡関連団体

協議会（相澤博彦代表幹事）は 5 月上旬、加盟団体に

対して新型コロナウイルスの影響についての緊急アン

ケートを依頼。それぞれの組合の傘下組合員企業にア

ンケートを行なってもらった。調査は各企業の 3 月と

4 月の休業および従業員の休暇の状況、売上、対策、

経営や営業の今後の意向、業界として取り組むことな

どについて聞いた。眼鏡業界製販各層 225社から回答

があった。 

 

【⼩売店向け調査】 
 5 月初旬、日眼連傘下組合の組合員、眼鏡記者会の

抽出した店などを対象に、FAX、E メール、郵送によ

ってアンケートが実施された。191 社（計 1,975 店）

から回答があった。3 月、4 月ともに大きく売上げを

落としている店が大半で「5 月も 4 月以上に売上げが

下がる」など眼鏡店が厳しい情勢にあることがうかが

われた。また「今後の店頭での対策の基準があれば良

い」など新型コロナウイルスへの対応に悩む店の声も

聴かれた。以下、設問ごとに結果をまとめた。 

  

Q1.貴社の店舗数を教えてください。 
 191 社の回答のうち 1 店舗の店が 124 社（64.9％）

で最も多く、次に 2 店舗が 26 社（13.6％）、3 店舗

が 8 社（4.2％）。50～99 店舗が 4 社、100 店舗以上

のチェーン店は 3 社だった。 

 
Q2.店舗を休業しましたか。 
「一定期間、全店を休業した（している）店」は、

27社・57店舗。このうち1店舗の店は23社だった。ま

た、一部店舗を休業した企業は28社・399店舗。全店

休業と一部店舗の休業合わせて55社（28.8％）とな

った。休業日数は、期日の回答があった42社平均値

で22.5日。首都圏、関西圏の店で長い休業日をとった

店があった。また、定休日以外の休業日を増やした企

業は11社で平均4.8日の増だった。一方、休業しなか

った店は123社（このうち91社は1店舗の店）。「こ

れから休業する」という店はなかった。「その他」の

回答として「一部従業員の休業」、「兼業店で宝飾品

のみ休業」、「シフト調整によって平日の人数を減ら

した」、「販売を休業、修理をお預かりで受けた。」、

「完全予約制のため特別に休業はしていない」などが

あった。 
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Q3.Q2で休業と回答した企業は、休んだ従業者の待

遇について「給与を減額した」は4社（6.9％）、「給

与に変更なし」41社（70.7％）、「有給休暇を消化」

11社（19.0％）、「欠勤扱いとした」2社（3.4％）だ

った。「雇用調整助成金を申請した(予定含む)」企業

は37社（19.4％）となった。 

 
Q4.時短営業をしましたか。 
「全店時短営業した」と回答したのは回答のあった

184社のうち110社（59.8%）。「一部店舗で時短営

業した」22社（12.0％）、「これから時短営業する」

2社（1.1％）を合わせると7割以上が時短営業したこ

とになる。「時短営業はしていない」は50社（27.

6％）だった。無回答は9社あった。 

 

Q5.営業店でどんな対策をしましたか（複数回答）。 
「アルコール消毒剤などの設置」165社（86.4％）、

「店頭商品のこまめな消毒」118社（61.8％）、「ド

アノブ、ディスプレイ、測定機器など店舗内のこまめ

な消毒」152社（79.6％）、「店員のマスク着用」18

0社（94.2％）「お客様へのマスク着用要請」34社

（17.8％）、「マスクの提供」33社（17.3％）、「店

員への意識徹底」116社（60.7％）。「その他」とし

ては、「次亜塩素酸加湿器の設置」、「常時店内換気、

手洗い、うがいの徹底」、「消毒アルコール、次亜塩
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素酸ナトリウム希釈加湿器、フェイスシール

ド、アクリルついたて板用意」、「体調の問

診、休業日の在宅要請」、「検査、フィッテ

ィング時に接触についての説明とお断りをい

ただくこと」、「社員とその家族へマスクと

消毒剤を提供」、「お客様のいない時はドア

を開けて換気」、「営業店の店頭に店舗で取

り組んでいる内容のPOPを貼りだす」、「出

勤時の検温、体調チェック」、「店頭商品を

透明なビニール袋へ入れて陳列」、「インタ

ーネットミーティングの導入」、「お客様へ

メガネの除菌サービス」、「予約制による密

集回避」、「不急不要な方の入店を減らす目的でサン

グラスの展示を中止」、「密接な接触機会を減らす目

的でお客様が座る椅子を半分に減らした」、「社員本

人または同居家族が37.5度以上発熱した場合は2週間

の自宅待機を命じている」、「検眼の際のオートレフ

テーブルの中間にビニールシートで仕切り」、「試着

フレームのそのつど消毒」、「外販の延期」など。複

数の項目にチェックを入れた企業も多く、店頭での感

染防止に苦心していることがうかがわれた。 

 
Q6.3⽉の売上の状況について 

189社が回答。「減少した」が154社（81.5％）、

「増減なし」が23社（12.2％）、「増加した」が12

社（6.3％）という結果となった。数値を回答した企

業173社全体の平均値は-21.9％、「減少した企業」で

数値を回答した138社の平均は-30.3％となった。なお、

平均値については、売上高の加重平均で算出できなか

ったため企業数で算出している。あくまでも参考値で

ある（Q7も同じ）。 

 
Q7.4 ⽉の売上の状況について 
189 社が回答。「減少した」が 178 社（94.2％）、

「増減なし」6 社（3.2％）、「増加した」5 社
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（2.6％）だった。数値を回答した 173 社全体の平均

値は-40.4％と 3 月と比べて大きく数字を落とした。

「減少した企業」で数値を回答した 162社の平均は、

-43.8％となった。こちらも減少値が大きくなってい

る。さらに「5 月は 4 月よりも落ち込んでいる」とい

う声もいくつか挙げられていた。 

 

Q8.融資について 
178 社が回答。「すでに新規融資を受けた」31 社

（ 17.4％）、「新規融資を受ける予定」 69 社

（38.8％）となっており、新規融資を受けた、もしく

はこれから受ける企業は半数を超えている。「新規融

資は考えていない」は 78 社（43.8％）だった。 

 

Q9.新型コロナ終息後の経営・
営業について 
「終息の見通しが立たない」、

「時間がかかる」、「急には回復

しない」、「今は耐え忍ぶ時」と

いった見方をしたうえで、「今ま

でどおり営業を続ける」など以前

の営業体制を取り戻そうとする

店、「マスク、手洗いなど予防対

策を続けていく」、「日常から清

潔で換気に配慮した空間づくりで

3密を避ける」、「濃厚接触機会

の削減、濃厚接触時間の短縮」な

ど引続き新型コロナ対策を続けよ

うとする意識がうかがわれる。 

また「テナント料、人件費」を

抑えて営業をつないでいく」、

「店舗レイアウト、販促、会議・

ミーティング、社内勉強の見直

し」、「利益を蓄え経営体質を強

化したい」、「販促内容を見直

し、変化に合ったニーズを発

掘」、「商品の選別、納入価格な

どを見直しキャッシュフローの不
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足を補いたい」など社内体制などの見直し・強化を図

ろうとする企業もあった。「SALEをどんどん打って

再建に努める」、「DMによる店のPRと収束売り出し

を実施」といった積極的に販売してこうとする意見や

「社会生活が大きく変化すると思われる。終戦直後の

様相も覚悟していかないといけない」、「さまざまな

面において大きな変革が必要」と、終息後の市民生活

の変化に対応しようとする意見もあった。 

 

Q10.終息後の業界の取組みについて。 
「自宅で快適に過ごすために、メガネを作ろう！キ

ャンペーンとか。相手がよく見えれば会話が弾む…と

か」、「安心してメガネを作りに来てください、とい

う宣伝」、「衛生的かつ生活必需品としての再アピー

ル」、「QOV維持の大切さをより強調した業界アピ

ールができるチャンスでもあるはず」、「衛生的かつ

生活必需品としての再アピールしてほしい」、「メガ

ネもクリーニングしよう。調整と検眼をアピール」、

「これを機に『目の健康』という面から、本物の眼鏡

を買ってもらえるような広報活動をお願いしたい」な

どメガネの価値をアピールすることを要望する意見が

多く見られた。 

また「経済的に疲弊した小売店への業界横断的な支

援策の構築」、「ここ1年で閉店せざるを得ない店舗

が出てくるでしょう。そのようなお店の方が再出発

（就業・再開店）しやすい環境を整えていただけたら

と思う」、「行政より支援を受けながら集客するなど、

業界全体が一致団結し、陳情すべき」といった支援策

を求める意見、「業界組織の足並みを揃えねばならず、

これまで懸案であった、新たな組織の枠組み転換を加

速せざるを得ないだろう」、「眼鏡専門店と雑貨的眼

鏡店は、きちんと区別した方が良いと思う」、「眼鏡

士国家資格化の早期実現」、「一般に医療用具販売業

者と認識していただける働きかけ」、「メガネ店の接

客・安全基準づくり」などの意見もみられた。 

 

Q11.その他の意⾒ 

「業界（一般小売店）を助ける補助金が必要」、

「業界で小売店にマスクと消毒液を斡旋してほしい」、

「眼鏡業界も休業指定業者になるよう検討の必要があ

ったと思う」、「消費税をゼロに」、「検眼、フィッ

ティングなどの行為も濃厚接触になりリスクも高いの

で、対策に対しての給付があってもよいと思う」、 

「お客様の中には店舗が休業していると思い込んでい

る方の少なくない。営業している姿勢を示す有効な手

段（HP、SNS 以外で）を今後のために考えたい」、

「コロナゼロプレミアム商品券を発行」、「この期間、

大きな展示会が 3～4 つなくなり、メーカーも発表す

る場がない。小売店も新作を見られずにいる。展示会

再開を急いでほしい」、「今秋の展示会はどうなるの

か気になっています」、「商品 PR の動画を UP する

などの方法があれば良いと思う」と展示会再開の希望

を記した意見もあった。 

また、こちらでも「眼鏡店のガイドラインが欲しい。

スーパーやコンビニはビニールで遮蔽、医療ではフェ

イスシールドを使用している。眼鏡店は接客が大事で

あり失礼にあたるのではないか。やった方がいいのか

意見の分かれるところ」、「眼鏡店は接客時（視力測

定、フィッティング、問診、光学的説明など）に“密”

となる。特別な配慮が必要。政府との交渉をお願いし

たい」、「①次の装具を着用した眼鏡専門店があった

かどうか。手袋、フェイスガード。②透明なパーテー

ションを新たに設けて接客した眼鏡店があったかどう

か。あったのであれば、良いことだったのか、効果は

どうだったのか、今後の参考にさせてほしい」と今後

の店舗の基準について触れた意見もあった。 

「もっと早く行動を起こすべき。遅いと思う（連合

会、技協など）。この状態が続けば業界（メガネ）は、

よりいっそう縮小して個人商店は消えていくと思う。

各種メガネ団体も同じ。この危機を乗り越えるために

団体が結集して、いい知恵を絞ってほしい。余計なこ

とはせずにこの問題に集中してください」、「団体の

会費の免除などは早急に行なえる」、「生涯教育も簡

単にオンライン化できるはず」との要望もあった。 
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 【メーカー、卸・商社向け調査】 
 回答は、5 月 21 日までに日医光 6 社、卸連 14 社、

福井県眼鏡協会 12 社、所属不明 2 社の計 34 社から寄

せられた。 

 5月中旬までに一定期間休業した企業は 2社（5.9％）

と少なかったが、休業日を増やしたり（12社・2日か

ら 12 日の休日増加）、輪番制で従業員に休暇をとら

せたり、時短営業（56.3％）などの対応した企業があ

った。「全従業員の自宅待機」が 5 社、「一部従業員

の自宅待機」は 15 社を数えた。休業時の雇用助成金

を申請した企業は 34 社中 21 社あった。売上にも大き

な影響がみられた。3 月の売上は約 9 割の企業が「減

少」、数値を回答した 25 社単純平均で対前年比

27.8％の減少となった。4 月は 33 社が「減少」と回

答（1 社無回答）。「増加」および「増減なし」はゼ

ロという厳しい情勢が映し出された。数値を回答した

24 社単純平均で 51.2％と大きく売上を落とした。終

息後については、「長い期間がかかる」としたうえで、

「徹底した感染防止」、「新しいスタイルの経営・営

業」、「業界あげてのメガネの啓もう」などがキーワ

ードとして挙げられた。 

 

◎各設問の回答結果 
Q1.会社を休業しましたか 

 有効回答 34 社中「休業していない」が最も多く 20

社（58.8％）。続いて「休業日を増やした」が 12 社

（35.3％）、「一定期間休業した（休業中含む）」2

社（5.9％）だった。「輪番制に休暇をとった」とい

う企業もあった。「休業日を増やした」と回答した企

業のうち休業日の増加数を記入したのは 11 社で、休

業日を 2 日から 12 日増やした。11 社平均では 4.5 日

だった。 

Q2.時短営業をしましたか 有効回答 33社中「時短

営業した」が 18 社（54.5％）、「時短営業はしてい

ない」が 14 社（42.4％）だった。なお、「時短営業

した」と回答した 18 社の中の 1 社が「これから時短

営業する」と答えた。 

 

Q3.どんな対策をしましたか（複数回答） 
a）従業者全員の自宅勤務…1社、b）一部の従業者
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の自宅勤務…12社、c）従業

者全員の自宅待機（休暇）

…5社、d）一部の従業者の

自宅待機（休暇）…15社、

e）一定期間の全社休業… 3

社、f）一定期間の一部部門

の休業…6社、g）出荷停止

… 3社、 h）製造中止… 2

社、i）休業した時、従業員

に雇用調整助成金を申請し

た(予定含む）…21社。j) 

その他（具体的に：2班から

3班制（濃厚接触を減らすた

め）、出勤時の体調チェッ

ク、時差出勤、通勤手段の

変更、出張規制）。 

 
Q4.3⽉の対前年⽐売上の状況について  

 33社から回答があり、「減少した」29社（87.

9％）、「増減なし」1社（3.0％）、「増加した」3

社（9.1％）だった。増減率を回答した25社の純平均

は、対前年比27.8％の減少となった。なお「減少した」

と回答した29社の単純平均値は-33.2％だった。 
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Q5.4⽉の対前年⽐売上の状況について 
回答のあった33社すべてが「減少した」と回答。減

少率を回答したのは24社で、12社が50％以上減少し

ていた。単純平均値は対前年比51.2％減少となった。 

 
Q6.新型コロナ終息後、経営・営業についてどんな

お考えをお持ちですか。 
 「Ｖ字回復を願う」との声もあったが「急速な景気

回復は見込んでいない」、「本当の終息は当面やって

こない」、「当面の間、厳しい状況が続く」、「完全

終息までには長期戦を覚悟」といった厳しい見方をし

ている企業が多かった。一方、これからの経営や営業

について「従来の経営、営業手法からの脱却」「既存

のビジネスモデルを変革」「自動化、IT化、多能工化

の推進」「訪問しなくても商品の提案・受注ができる

方法を作る」など新しい営業形態やビジネススタイル

などの改革を進めようとする企業が多かった。 

Q7.終息後に業界としてどんな取り組みが必要だと
思いますか。 
 「視力の啓もう」、「業界あげて消費者にビジョン

ケアの大切さを訴える」、「メガネが生活必需品であ

ることの宣伝」、「雑菌・ウイルスや有害光からの目

の保護の役割としてのメガネの重要性の啓もう」とい

った啓もう策を提案した意見が多く出された。また、

「中止した展示会の再開」、「感染防止策を徹底しな

がらの眼鏡展示会の開催」など展示会開催を望む意見

も見られた。さらに「EC、テレワーク化の推進」、

「テレワークに対応したメガネの販売の仕組み」、

「直接メガネ店で購入する以外のメガネの販売方法」、

「対面の良さ、Webの良さを両立していくこと」な

ど新型コロナによる取引形態の変化を見越した声、

「幅ひろく業界のためになる機関が必要（商工会議所

のような）」という意見もあった。 

Q8.その他ご意⾒などございましたらご記述くださ
い。 
 「業界として強いアピールを！」、「業界全体とし

て感染予防の必要性を認識しながら対応していかなけ

ればならない」、「今回のようなアンケートで状況を

把握して業界紙などに公開していただければ参考にな

る」といった意見があった。 
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