『新型コロナウイルスへの対応・対策』 アンケート ご協力のお願い（3 月 30 日）
シンガポール日本商工会議所、ジェトロ・シンガポール事務所
各社における新型コロナウイルスへの対応状況につき、ご回答にご協力を頂けますと幸いです。
ご回答頂きました内容は、シンガポール日本商工会議所及びジェトロ・シンガポール事務所にて
確認させて頂きます。回答者情報欄以外の情報を、随時、ご回答頂きました皆様とシェアさせて
頂きます。
※集計結果は、一定期間が経ちましたら、ウェブサイト等で公開をさせて頂きます。
（記載頂きました E メールアドレスへ随時、集計結果をお送りします。
）
尚、本アンケートにつき、締切は、下記とさせて頂きます。
第１次締切：4 月 1 日（金）12 時

第２次（最終）締切：4 月 6 日（水）12 時

＜本件担当＞
JCCI 事務局（担当：清水、梁） E-mail: info@jcci.org.sg
JETRO シンガポール事務所（担当：藤江、吉田） E-mail: SPR@jetro.go.jp
【回答者情報】
社名・氏名・E メールアドレス・TEL
従業員数（選択） a. 1～10 人、 b. 11～50 人、 c. 51 人以上
業種（選択）
、a. 製造業（販社を含む）
、b.非製造業
1.＜就労許可＞
１．1 月以降の各種対応状況についてご回答下さい。
〇EP の申請状況について
設問：1 月以降、新規で EP(ICT 除く)の申請をしましたか。（必須）
回答選択肢：
☐申請対象者なし
☐申請対象者がいるが断念した
☐申請をして承認された
☐申請をしたが承認されなかった
☐申請をしたが結果待ちである
＜申請をした方＞申請はエージェントを通して行いましたか
□自社で対応した
□エージェントに依頼した
□その他

＜上記で「申請対象者がいるが断念した」と回答された方のみご回答下さい＞
断念した理由・内容をご記入下さい
自由記述欄：
＜上記で「申請をされた方」は申請してから結果連絡までどれくらいの日数を要しましたか。
（複数ご申請されている場合は、平均日数をご回答下さい。）
（必須）＞
回答選択肢：＜承認＞☐当日～3 日 ☐4～6 日 ☐7～13 日
☐14～20 日 ☐21～27 日 ☐28 日以上
＜非承認＞☐当日～3 日 ☐4～6 日 ☐7～13 日
☐14～20 日 ☐21～27 日 ☐28 日以上
※3 日（月）に申請、次週 10 日（月）に結果通知の場合→”7 日（7～13 日）”
＜承認をされた方＞就労許可の有効期間は何年でしたか。
※複数名いる場合は、多い方をご選択下さい。
□1 年
□2 年
□その他
＜上記で「申請をしたが承認されなかった」と回答された方のみご回答下さい＞
貴社のローカル比率（シンガポール人+PR）をご回答下さい。
選択肢：☐33％以下 ☐34～50％ ☐51～66％未満 ☐67％～80％ ☐81％以上
承認されなかった方のご役職や理由が分かればご記入下さい
自由記述欄：
これまで承認されていた条件で、今回は承認されなかった例があればご記入ください。
自由記述欄：
２．1 月以降、新規で ICT を使って EP の申請をしましたか。
（必須）
回答選択肢：
☐申請対象者なし
☐申請対象者がいるが断念した
☐申請をして承認された
☐申請をしたが承認されなかった
☐申請をしたが結果待ちである
＜申請をした方＞申請はエージェントを通して行いましたか

□自社で対応した
□エージェントに依頼した
□その他
＜上記で「申請対象者がいるが断念した」と回答された方のみご回答下さい＞
断念した理由・内容をご記入下さい
自由記述欄：
＜上記で「申請をされた方」は申請してから結果連絡までどれくらいの日数を要しましたか。
（複数ご申請されている場合は、平均日数をご回答下さい。）
（必須）＞
回答選択肢：＜承認＞☐当日～3 日 ☐4～6 日 ☐7～13 日
☐14～20 日 ☐21～27 日 ☐28 日以上
＜非承認＞☐当日～3 日 ☐4～6 日 ☐7～13 日
☐14～20 日 ☐21～27 日 ☐28 日以上
※3 日（月）に申請、次週 10 日（月）に結果通知の場合→”7 日（7～13 日）”
＜承認をされた方＞就労許可の有効期間は何年でしたか。
※複数名いる場合は、多い方をご選択下さい。
□1 年
□2 年
□その他
＜上記で「申請をしたが承認されなかった」と回答された方のみご回答下さい＞
貴社のローカル比率（シンガポール人+PR）をご回答下さい。
選択肢：☐33％以下 ☐34～50％ ☐51～66％未満 ☐67％～80％ ☐81％以上

３．1 月に入ってから新規で DP の申請をしましたか。
回答選択肢：☐申請対象者なし
☐申請対象者がいるが断念した（理由・内容；自由記述）
☐申請をして承認された
☐申請をしたが承認されなかった
☐申請をしたが結果待ちである
＜申請をした方＞申請はエージェントを利用して行いましたか
□自社で対応した
□エージェントに依頼した
□その他

＜上記で「申請対象者がいるが断念した」と回答された方のみご回答下さい＞
断念した理由・内容をご記入下さい
自由記述欄：
＜上記で「申請をされた方」は申請してから結果連絡までどれくらいの日数を要しましたか。
（複数ご申請されている場合は、平均日数をご回答下さい。）
（必須）＞
回答選択肢：＜承認＞☐当日～3 日 ☐4～6 日 ☐7～13 日
☐14～20 日 ☐21～27 日 ☐28 日以上
＜非承認＞☐当日～3 日 ☐4～6 日 ☐7～13 日
☐14～20 日 ☐21～27 日 ☐28 日以上
※3 日（月）に申請、次週 10 日（月）に結果通知の場合→”7 日（7～13 日）”
＜上記で「申請をしたが承認されなかった」と回答された方のみご回答下さい＞
承認されなかった方のご役職や理由が分かればご記入下さい
自由記述欄：

２．＜出勤体制＞
1.３月２９日以降、オフィスへの出勤制限が７５%まで緩和されることが発表されました。同日
以降に予定している従業員の１週間の平均出勤率に一番近いものをお選び下さい。
選択肢：☐ 0～25％ ☐26～50％ ☐51～75％ ☐76～100％
３．＜オフィス・家賃について＞
１．コロナ禍に、オフィスの移転を行いましたか。
□移転した
□移転を検討している
□移転を検討したが、断念した
□検討していない
１－２．
（移転した方、検討している方、検討したが断念した方）移転する理由を選択下さい。
（複
数選択）
□出勤人数低下に伴い、大きなオフィスが不要になったため
□賃料が高騰したため

□オフィスの老朽化
□オフィスデザインを変更するため
□その他
１－３．移転を検討したが、断念した理由（自由記述）
２.シンガポールでの家賃相場が前年比で増加しておりますが、駐在員の家賃について、会社負担
金額について、今後の見通しをご回答下さい。
□現行の水準より引き下げる
□現行の水準を維持
□現行の水準より引き上げる
□未定
□その他（）

４．日本への渡航について
1-1. 12 月から 3 月末に日本へ一時帰国した方はいますか。
□いる
□いない
１－２．
（いる方）日本へ一時帰国した従業員は何名いますか。（帯同家族は含まない）
日本人駐在員数を母数とした割合で、最も近い割合をご選択下さい
（日本人駐在員数÷一時帰国者数）
選択肢：☐ 0～25％ ☐26～50％ ☐51～75％ ☐76～100％
１－３．日本へ一時帰国した人は、平均約何日間日本に滞在していましたか。
□1 日間～7 日間
□8 日間～14 日間
□15 日間～22 日間
□23 日以上

５．海外出張について
1.４月１日以降、シンガポールへの入国が緩和されることが発表されました。今後の出張につい
て、どのような方針ですか。
回答選択肢：☐原則、出張を許可する方針
☐やむを得ない場合のみ出張を許可する方針
□現状、原則出張を許可しない方針

□未定
□その他
2.現在、シンガポールから海外出張を予定していますか。
□はい
□いいえ
２－１．
（はいと回答した方）どの国への出張を予定していますか。（複数）
□日本

□中国

□韓国

□マレーシア

□タイ

□ベトナム

□フィリピン

□カンボジア

□インドネシア □ミャンマー □その他アジア □アメリカ □EU □オーストリア
□アフリカ地域 □南米地域

□その他

6．物流について
１－１パンデミックの影響によるコスト上昇に加えて、ロシアのウクライナ侵攻により、インフ
レ圧力は一段と強まっています。国際物流の混乱や輸送費高騰について、影響を受けていますか。
□現在影響を受けている
□現在影響を受けていない
□わからない
□その他

１－２（現在影響を受けていると回答した方）具体的にどのような影響を受けていますか（複数
選択）
・港湾の混雑・貨物滞留
・コンテナ船の運行スケジュールの遅れ
・コンテナ船の運賃高騰
・コンテナ船のスペース確保
・航空貨物のスペース確保
・航空貨物の価格高騰
・その他
１－３（現在影響を受けていると回答した方）混雑・輸送費高騰等の解消時期について、どのよ
うに予測していますか。
□2022 年度第１四半期
□2022 年度第２四半期
□2022 年度第３四半期
□2022 年度第４四半期
□2023 年以降

□その他
7．駐在員の交代
１．2022 年 1 月～3 月末に掛けて、日本へ本帰国した（予定含む）駐在員はいますか。
□いる
□いない
１－２．
（いる場合）何名の駐在員が本帰国しましたか
□１名
□2 名
□3 名
□4 名
□5 名
□6 名以上
１－３．
（いる場合）本帰国した駐在員数に対し、交代の駐在員は派遣されていますか（予定含む）
□本帰国した駐在員の数と同じ数が日本より派遣されている・予定している
□本帰国した駐在員の数より、日本からの派遣人数は減少している
→具体的に減少した人数
□1 名 □2 名 □3 名

□4 名 □5 名 □6 名以上

→減少した理由をご記入下さい（自由記述）
□本帰国した駐在員より、多くの駐在員が日本より派遣されている。
→具体的な人数
□1 名 □2 名 □3 名 □4 名 □5 名 □6 名以上
→増加した理由（自由記述）
１－４．
（いない場合）駐在員の増員はありましたか。
□増員あり
□増員なし
１－５．
（増員ありの場合）駐在員は何名増員しましたか。
□1 名 □2 名 □3 名 □4 名 □5 名 □6 名以上
→増員した理由をご記入下さい。
8．その他
１．当地への赴任に際し、家族等の生活含め、各社で直面している課題等あればご記入下さい。
（配偶者のキャリアや子供の教育環境を考慮し、単身での赴任者が増える見込み 等）

回答選択肢：
（自由記述）

２．その他、ビジネス面において各社で直面している課題などがあれば、ご記入下さい。
自由記述欄：

