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商工業者実態調査（案）
【共通項目】

（１）事業所の概要についてお答えください。

1. 業種 別紙 産業分類表より分類番号を記入してください。

分類番号 （ ）

2. 経営者の年齢 ア. ２０歳代 イ. 3０歳代 ウ. ４０歳代 エ. ５0歳代

オ. ６０歳代 カ. ７0歳代以上

3. 従業者数

※経営者を含む

ア.５人以下 イ.６人～１０人 ウ.１１人～５０人

エ.５１人～１００人 オ.１０１人～２００人 カ. ２０１人以上

4. 従業者の構成

※経営者を含む

① 女性従業員の割合

ア. 20％以下 イ. 21～40％ ウ. 41～60％ エ. 61～80％ オ. 81％以上

② 市内に居住する従業員の割合

ア. 20％以下 イ. 21～40％ ウ. 41～60％ エ. 61～80％ オ. 81％以上

5. 営業年数 ア. 3年未満 イ. 3～5年 ウ. 6～10年 エ. 11～20年

オ. 21～30年 カ. 31～40年 キ. 41～50年 ク. 5１年以上

6. 事業場の所有形態

について

① 形態について

ア. 単独事業所 イ. 本社・本店 ウ. 支社・支店

② 所有について

ア. 自己所有 イ. 賃貸 ウ. その他（ ）

7. 周知を目的とした

ホームページや

ＳＮＳの活用状況

※複数回答可

ア. ホームページを開設している

イ. ＳＮＳ（フェイスブックやツイッター、インスタ等）を活用している

ウ. 将来的には活用したいと考えている エ. 活用する予定はない

８. 業務効率化を目的と

したデジタル技術

の活用状況

※複数回答可

① デジタル技術の活用状況

ア. 活用している イ. 活用を検討している ウ. 活用する予定はない

② 活用（を検討）しているデジタル技術 （※①でア,イを選ばれた方）

ア. 会計・在庫等管理システム イ. インターネット販売

ウ. WEBを活用した会議・商談 エ. テレワークの実施

オ. キャッシュレス決済 カ. その他（ ）

③ 活用しない理由 （※①でウを選ばれた方）

ア. 導入コストが高い イ. 導入効果が期待できない

ウ. 導入方法が分からない エ. その他（ ）

資料７-１



2

（２）経営状況についてお答えください。

（３）地域商工業団体への加入状況についてお答えください。

9. 売上高の推移

（コロナ前との比較）

ア. 増加した（＋10％以上） イ. やや増加した（＋5～9％）

ウ. 横ばい

エ. やや減少した（－5～9％） オ. 減少した（－10％以上）

10. 経営上の課題は何

ですか

※複数回答可

ア. 人材確保・育成 イ. 新規販路・市場開拓 ウ. 後継者の育成

エ. 同業者との競争激化 オ. 販売価格の低下 カ. 資金繰り難

キ. 技術継承 ク. 建物・設備の老朽化 ケ. 従業員の高齢化

コ. その他（ ）

11. 今後の経営方針

について

ア. 事業拡大 イ. 事業縮小 ウ. 現状維持 エ. 廃業の予定

オ. 事業承継

12. 事業の継続性

について

① 後継者の有無

ア. 後継者がいる イ. 後継者がいない ウ. 今後検討していく

② 事業承継について

ア. 事業承継を予定している イ. 今後検討しようと思っている

ウ. 事業承継の予定はない

13. 地域商工業団体へ

の加入状況につい

て教えてください

※複数回答可

① 加入または所属状況

ア. 加入している イ. 加入を検討している ウ. 加入する予定はない

※以下、①でア，イを選ばれた方にお聞きします

② 加入（を検討）している団体

ア. あきる野商工会 イ. 工業団地（小峰・屋城・玉見ヶ崎）

ウ. 青梅沿線地域産業クラスター協議会 エ. 市内商店会

エ. その他（ ）

③ 加入するメリット

ア. 情報共有ができる イ. 新たな取り組みに挑戦できる

ウ. 人材交流ができる エ. ネットワークの拡大

オ. その他（ ）



3

（４）市などの支援制度の活用状況についてお答えください。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 商業者の方にお聞きします ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【商業者項目】 ※工業者の方は（６）についてお答えください。

（５）キャッシュレス決済活用状況についてお答えください。

14.活用したことがある

市などの支援策

※複数回答可

ア. あきる野市制度融資 イ. 先端設備導入計画の認定支援

ウ. 青梅沿線地域産業クラスター協議会主催のセミナー等

エ. その他（ ）

オ. 活用したことがない

15.活用したことがある

Ｂｉ＠Ｓｔａの

支援策

※複数回答可

ア. 創業支援 イ. 中小企業診断士による相談・各種申請サポート

ウ. 事業承継支援 エ. Ｂｉ＠Ｓｔａのセミナー

オ. 活用したことがない

16.今後、重要だと思う

支援策

※複数回答可

ア. 企業間ネットワークの強化 イ. 中小企業診断士等の専門家派遣

ウ. 事業承継に関するサポート エ. 経営に関するサポート

オ. Ｂｉ＠Ｓｔａによる支援の強化

カ. その他（ ）

キ. 特になし

17. キャッシュレス

決済の活用状況

※複数回答可

① キャッシュレス決済の活用状況

ア. 活用している イ. 活用を検討している ウ. 活用する予定はない

※以下、①でア，イを選ばれた方にお聞きします

② 活用（を検討）しているキャッシュレス決済

ア. クレジットカード イ. デビットカード ウ. プリペイドカード

エ. 交通系電子マネー（Suica、PASMOなど）

オ. PayPay カ. LINE Pay キ. 楽天ペイ ク. d払い ケ. au Pay

コ. メルペイ サ. FamiPay シ. その他の決済（ ）

18. 来店客のキャッシ

ュレス決済の利用割

合

（利用希望者も含む）

ア. 10％以下 イ. 10～20％ ウ. 21～30％ エ. 31～40％

オ. 41～50％ カ. 5１％以上
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★★★★★★★★★ 工業者の方にお聞きします ★★★★★★★★★

【工業者項目】※商業者の方は（５）についてお答えください。

（６）生産概況および事業所の立地条件についてお答えください。

【共通項目】

（７）その他、ご意見・ご提言等がございましたら、ご自由にお書きください。

―ご協力ありがとうございましたー

19. 主な生産品・加工品

を教えてください

主な生産品（ ）

主な加工品（ ）

20. あきる野市に立地

するメリットは何

ですか

※複数回答可

ア. 圏央道ＩＣが近い イ. 地価・賃貸料が安い

ウ. 取引先が近くに立地 エ. 親会社が近くに立地

オ. 企業間の連携がしやすい カ. 従業員の生活環境の良さ

キ. 従業員の通勤が便利 ク. 特にない

ケ. その他（ ）


