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Ⅰ

地域経済の概況
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地域経済の概況

○元年１０月判断と比べた２年１月判断の地域経済の動向
・「総括判断」は、１地域（東海）で「下方修正」、１０地域で「据置き」。
・沖縄は「拡大している」、近畿は「緩やかに拡大しつつある」、北陸は「拡大に向けたテン
ポが緩やかになっている」、東海は「拡大の動きに一服感がみられる」、関東及び福岡
は「回復している」、北海道、中国、四国及び九州は「緩やかに回復している」、東北は
「回復しつつある」としている。
○２年１月判断の全局総括判断
「生産に弱さがみられるものの、回復している」

【財務局等の管轄区域】
財務局等
北海道財務局

指標中略称
北海道

東北財務局

東北

関東財務局

関東

北陸財務局
東海財務局

北陸
東海

近畿財務局

近畿

中国財務局

中国

四国財務局

四国

九州財務局

九州

福岡財務支局
沖縄総合事務局財務部

福岡
沖縄

管轄都道府県
北海道
宮城県、青森県、岩手県、秋田
県、山形県、福島県
埼玉県、茨城県、栃木県、群馬
県、千葉県、東京都、神奈川県、
新潟県、山梨県、長野県
石川県、富山県、福井県
愛知県、岐阜県、静岡県、三重県
大阪府、滋賀県、京都府、兵庫
県、奈良県、和歌山県
広島県、鳥取県、島根県、岡山
県、山口県
香川県、徳島県、愛媛県、高知県
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島
県
福岡県、佐賀県、長崎県
沖縄県
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本局所在地
札幌市
仙台市
さいたま市
金沢市
名古屋市
大阪市
広島市
高松市
熊本市
福岡市
那覇市

全財務局
前回（元年10月判断）

全局総括

財務局名

回復している

前回（元年10月判断）

管内経済情勢報告

今回（2年1月判断）

全局総括判断の要点

個人消費は、コンビニエンスストア販売が好調であるほか、ド
ラッグストア販売等が堅調に推移している。生産活動は、電子
部品・デバイスが持ち直しているものの、海外経済の減速等の
影響を受け、弱含んでいる。雇用情勢は、有効求人倍率が高水
準で推移するなど、引き続き改善している。

生産に弱さがみられるものの、
回復している

今回（2年1月判断）

（参考）

前回との
基調比較

前回との
基調比較

各財務局の総括判断の要点

北海道

緩やかに回復している

緩やかに回復している

個人消費は、コンビニエンスストア販売が順調となっているほ
か、ドラッグストア販売が前年を上回っているなど、緩やかに
回復している。生産活動は、弱含んでいる。雇用情勢は、着実
に改善しており、人手不足感が拡がっている。観光は、拡大に
向けたテンポが緩やかになっている。

東

北

回復しつつある

回復しつつある

個人消費は、スーパー販売が堅調であるほか、コンビニエンス
ストア販売やドラッグストア販売が前年を上回っているなど、
緩やかに回復している。生産活動は、輸送機械が弱い動きと
なっているものの、生産用機械は底堅い動きとなっているな
ど、一進一退の状況にある。雇用情勢は改善している。

東

生産の一部に弱さもみられる
が、回復している

生産に弱さがみられるものの、
回復している

個人消費は、スーパー販売額及び百貨店販売額が前年を下回っ
ているものの、コンビニエンスストア販売額及びドラッグスト
ア販売額が前年を上回っているなど、全体として回復しつつあ
る。生産活動は、輸送機械、生産用機械、化学が減少している
など、全体として足踏みの状況にある。雇用情勢は、改善して
いる。

陸

拡大に向けたテンポが緩やかに 拡大に向けたテンポが緩やかに
なっている
なっている

個人消費は、ドラッグストア販売が順調となっているほか、百
貨店・スーパー販売が緩やかに回復していることなどから、緩
やかに拡大しつつある。生産活動は、電子部品・デバイスが弱
含んでいることや生産用機械が横ばいの状況にあることなどか
ら、全体では横ばいの状況にある。雇用情勢は、着実に改善し
ており、依然として人手不足感が強い状況にある。

関

北

東

海

緩やかに拡大している

拡大の動きに一服感がみられる

個人消費は、乗用車販売が弱含んでいるものの、コンビニエン
スストア販売やドラッグストア販売が増加しているほか、スー
パー販売は緩やかに持ち直しているなど、全体では回復してい
る。生産活動は、輸送機械を中心に高水準ながら弱含んでい
る。こうしたなか、有効求人倍率が引き続き高水準となってい
るなど、労働力需給は引き締まっている。

近

畿

緩やかに拡大しつつある

緩やかに拡大しつつある

生産活動は、電気・情報通信機械等が低下しているなど回復の
テンポが緩やかになっているものの、個人消費は、コンビニエ
ンスストアやドラッグストア等の販売が堅調となっているなど
緩やかに回復しており、雇用情勢も一層の改善が進んでいる。

中

国

生産の一部に弱さもみられる
が、緩やかに回復している

生産に弱さがみられるものの、
緩やかに回復している

個人消費は、ドラッグストア販売や家電販売が好調であるな
ど、回復しつつある。生産活動は、輸送機械や汎用・生産用・
業務用機械が減少しているなど、回復の動きに一服感がみられ
る。雇用情勢は着実に改善し、人手不足感が引き続き強い状況
にある。

緩やかに回復している

個人消費は、スーパーやコンビニエンスストアが堅調となって
いるほか、観光が好調であることから、全体としては回復しつ
つある。生産活動は、輸送機械が持ち直しつつあり、プラス
チックが緩やかに回復しつつあることから、全体としては、一
部に弱い動きがみられるものの、緩やかに回復しつつある。雇
用情勢は、改善しており、人手不足感が続いている。

緩やかに回復している

個人消費は、乗用車の新車販売が前年を下回っているものの、
百貨店・スーパー販売及びコンビニエンスストア販売が堅調に
推移していることなどから、回復しつつある。生産活動は、好
調な電子部品・デバイスを中心に緩やかに拡大しつつある。雇
用情勢は、有効求人倍率が高水準で推移するなど改善している
なかで、人手不足感が強い状況が続いている。

四

国

緩やかに回復している

緩やかに回復している

九

州

福

岡

回復している

回復している

個人消費は、百貨店・スーパー販売額などが前年を下回ってい
るが、コンビニエンスストア販売額は前年を上回っており、ド
ラッグストア販売額が増加に転じるなど、回復している。生産
活動は、自動車が国内向けを中心に足下の生産が弱含んでいる
など、横ばいの状況にある。雇用情勢は、有効求人倍率が引き
続き高水準で推移するなど、改善している。

沖

縄

拡大している

拡大している

個人消費は、百貨店・スーパーやコンビニエンスストアの販売
額が堅調に推移するなど、拡大している。観光は、入域観光客
数が増加するなど、拡大している。雇用情勢は、有効求人倍率
が高水準で推移するなど、改善している。

（注）※ 2年1月判断は、前回元年10月判断以降、2年1月に入ってからの足下の状況までを含めた期間で判断している。
※ 下線部が基調判断。
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（参考）財務局及び財務事務所において判断した各地域の経済情勢
総括判断（2年1月判断）

前回と
の比較

総括判断の要点

北海道財務局 緩やかに回復している

個人消費は、コンビニエンスストア販売が順調となっているほか、ドラッグストア販売が前年を上回っているなど、緩
やかに回復している。生産活動は、弱含んでいる。雇用情勢は、着実に改善しており、人手不足感が拡がっている。観
光は、拡大に向けたテンポが緩やかになっている。

東北財務局

回復しつつある

個人消費は、スーパー販売が堅調であるほか、コンビニエンスストア販売やドラッグストア販売が前年を上回っている
など、緩やかに回復している。生産活動は、輸送機械が弱い動きとなっているものの、生産用機械は底堅い動きとなっ
ているなど、一進一退の状況にある。雇用情勢は改善している。

➣

青

森

緩やかに持ち直している

個人消費は緩やかに持ち直しており、生産活動は持ち直しつつある。雇用情勢は改善している。

➣

岩

手

緩やかに回復しつつある

個人消費は緩やかに回復しており、生産活動は緩やかに持ち直している。雇用情勢は改善している。

➣

宮

城

緩やかに回復している

個人消費は緩やかに回復しており、生産活動は一進一退の状況にある。雇用情勢は改善している。

➣

秋

田

持ち直している

個人消費は持ち直しており、生産活動は一進一退の状況にある。雇用情勢は改善している。

➣

山

形

緩やかに回復している

個人消費は緩やかに回復しており、生産活動は緩やかに持ち直している。雇用情勢は改善している。

➣

福

島

回復しつつある

個人消費は緩やかに回復しており、生産活動はおおむね横ばいの状況にある。雇用情勢は改善している。

関東財務局

生産に弱さがみられるものの、回復している

個人消費は、スーパー販売額及び百貨店販売額が前年を下回っているものの、コンビニエンスストア販売額及びドラッ
グストア販売額が前年を上回っているなど、全体として回復しつつある。生産活動は、輸送機械、生産用機械、化学が
減少しているなど、全体として足踏みの状況にある。雇用情勢は、改善している。

➣

茨

城

生産に弱さがみられるものの、緩やかに回復しつつあ
る

個人消費は、百貨店・スーパー販売額が前年を下回っているものの、コンビニエンスストア販売額が前年を上回ってい
るなど、全体として緩やかに持ち直している。生産活動は、生産用機械、化学、汎用・業務用機械が減少しているな
ど、全体として回復の動きに一服感がみられる。雇用情勢は、改善している。

➣

栃

木

一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに回復しつ
つある

個人消費は、百貨店・スーパー販売額や乗用車の新車登録届出台数が前年を下回っているものの、ドラッグストア販売
額、コンビニエンスストア販売額及び家電大型専門店販売額が前年を上回っているなど、全体として緩やかに回復しつ
つある。生産活動は、弱含んでいる。雇用情勢は、改善している。

➣

群

馬

一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに回復しつ
つある

個人消費は、一部に弱い動きがみられるものの、持ち直している。生産活動は、一進一退の状況にある。また、雇用情
勢は、改善している。

➣

埼

玉

生産の一部に弱さもみられるが、緩やかに回復しつつ
ある

個人消費は、百貨店・スーパー販売額が前年を下回っているものの、コンビニエンスストア販売額が前年を上回ってい
るなど、全体として緩やかに回復しつつある。生産活動は、生産用機械が増加しているものの、輸送機械、化学などが
減少していることから、全体として一進一退の状況にある。雇用情勢は、改善している。

➣

千

葉

一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに回復しつ
つある

生産活動は持ち直しに向けたテンポが緩やかになっているものの、個人消費は緩やかに持ち直しつつあり、雇用情勢は
改善している。

➣

東

京

一部に弱い動きがみられるものの、回復している

個人消費や産業活動は、一部に弱い動きがみられるものの、回復しつつある。雇用情勢は、改善しており、人手不足感
が続いている。

➣

神奈川

生産活動を中心に弱さがみられるものの、回復しつつ
ある

個人消費は、一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに持ち直している。生産活動は、弱含んでいる。雇用情勢は、
改善している。

➣

新

潟

一部に弱い動きがみられるものの、回復しつつある

個人消費は、一部に弱い動きがみられるものの、回復しつつある。生産活動は、緩やかに回復しつつある。雇用情勢は
改善している。

➣

山

梨

生産活動の一部に弱い動きがみられるなど、足踏みの
状況にある

個人消費は一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに持ち直しているが、生産活動は一部に弱い動きがみられ、足踏
みの状況にある。雇用情勢は改善している。

➣

長

野

生産活動に弱さがみられるものの、緩やかに回復して
いる

個人消費は、一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに回復しつつある。生産活動は、回復のテンポが緩やかになっ
ている。雇用情勢は、改善している。

北陸財務局

拡大に向けたテンポが緩やかになっている

個人消費は、ドラッグストア販売が順調となっているほか、百貨店・スーパー販売が緩やかに回復していることなどか
ら、緩やかに拡大しつつある。生産活動は、電子部品・デバイスが弱含んでいることや生産用機械が横ばいの状況にあ
ることなどから、全体では横ばいの状況にある。雇用情勢は、着実に改善しており、依然として人手不足感が強い状況
にある。

➣

富

山

回復のテンポが緩やかになっている

個人消費は回復しており、生産は横ばいの状況にある。また、雇用情勢は着実に改善しており、依然として人手不足感
が強い状況にある。

➣

石

川

回復している

生産活動は横ばいの状況にあるものの、個人消費は緩やかに拡大しつつある。また、雇用情勢は着実に改善しており、
依然として人手不足感が強い状況にある。

➣

福

井

拡大に向けたテンポが緩やかになっている

生産は横ばいの状況にあるほか、個人消費は拡大に向けたテンポが緩やかになっている。また、雇用情勢は着実に改善
しており、依然として人手不足感が強い状況にある。

東海財務局

拡大の動きに一服感がみられる

個人消費は、乗用車販売が弱含んでいるものの、コンビニエンスストア販売やドラッグストア販売が増加しているほ
か、スーパー販売は緩やかに持ち直しているなど、全体では回復している。生産活動は、輸送機械を中心に高水準なが
ら弱含んでいる。こうしたなか、有効求人倍率が引き続き高水準となっているなど、労働力需給は引き締まっている。

➣

岐

阜

回復の動きに一服感がみられる

個人消費は緩やかに持ち直しているものの、生産活動はおおむね横ばいとなっている。こうしたなか、雇用情勢は改善
している。

➣

静

岡

回復の動きに一服感がみられる

生産活動は、自動車関連や金属工作機械が弱含んでいるなど、全体では足踏みの状況にあるなか、雇用情勢は改善し、
個人消費は緩やかに持ち直している。

➣

愛

知

拡大の動きに一服感がみられる

個人消費は回復しているものの、生産活動は輸送機械を中心に高水準ながら弱含んでいる。こうしたなか、労働力需給
は引き締まっている。

➣

三

重

回復の動きに一服感がみられる

生産活動は自動車関連が弱含んでいるなど、全体では足踏みの状況にある。こうしたなか、雇用情勢は改善しており、
個人消費は乗用車販売など一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに持ち直している。

（注）2年1月判断は、前回元年10月判断以降、2年1月に入ってからの足下の状況までを含めた期間で判断している。
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総括判断（2年1月判断）

前回と
の比較

総括判断の要点

近畿財務局

緩やかに拡大しつつある

生産活動は、電気・情報通信機械等が低下しているなど回復のテンポが緩やかになっているものの、個人消費は、コンビ
ニエンスストアやドラッグストア等の販売が堅調となっているなど緩やかに回復しており、雇用情勢も一層の改善が進ん
でいる。

➣

滋 賀

回復しつつある

個人消費は緩やかに回復しつつあるほか、生産活動は緩やかに回復しており、雇用情勢は着実に改善している。

➣

京 都

緩やかに拡大しつつある

個人消費は緩やかに回復しているほか、生産活動は緩やかに拡大しつつあり、雇用情勢は一層の改善が進んでいる。

➣

大 阪

緩やかに拡大しつつある

個人消費は回復しているほか、生産活動は回復しつつあり、雇用情勢は一層の改善が進んでいる。

➣

兵 庫

緩やかに回復している

個人消費は緩やかに回復しつつあるほか、生産活動は緩やかに回復しており、雇用情勢は着実に改善している。

➣

奈 良

緩やかに回復しつつある

生産活動は持ち直しのテンポが緩やかになっているものの、個人消費は緩やかに回復しつつあるほか、雇用情勢は着実に
改善している。

➣

和歌山

緩やかに回復しつつある

生産活動は回復のテンポが緩やかになっているものの、個人消費は緩やかに回復しつつあるほか、雇用情勢は着実に改善
している。

中国財務局

生産に弱さがみられるものの、緩やかに回復している

個人消費は、ドラッグストア販売や家電販売が好調であるなど、回復しつつある。生産活動は、輸送機械や汎用・生産
用・業務用機械が減少しているなど、回復の動きに一服感がみられる。雇用情勢は着実に改善し、人手不足感が引き続き
強い状況にある。

➣

鳥 取

緩やかに持ち直している

個人消費は一部に弱さがみられるものの、持ち直しつつある。生産活動は一部に弱さがみられるものの、緩やかに持ち直
しつつある。雇用情勢は着実に改善しており、人手不足感が継続している。

➣

島 根

持ち直している

生産活動は回復に向けたテンポが緩やかになっているが、個人消費は緩やかに持ち直しの動きが続いており、雇用情勢は
一部に充足感がうかがわれるものの改善が続いている。

➣

岡 山

生産の一部に弱さがみられるものの、緩やかに回復してい
る

個人消費は、ドラッグストア販売、コンビニエンスストア販売が前年を上回るなど、総じて回復しつつある。生産活動
は、一部に弱さがみられ、回復に向けたテンポが緩やかになっている。雇用情勢は、労働力需給が引き締まっており、引
き続き人手不足感が強い状況にある。

➣

広 島

生産に弱さがみられるものの、緩やかに回復している

個人消費は回復しつつある。生産活動は回復の動きに一服感がみられる。雇用情勢は着実に改善し、人手不足感が引き続
き強い状況にある。

➣

山 口

生産の一部に弱さがみられるものの、回復しつつある

個人消費は緩やかに持ち直している。生産活動は回復に向けたテンポが緩やかになっている。雇用情勢は着実に改善し、
人手不足感が引き続き強い状況にある。

四国財務局

緩やかに回復している

個人消費は、スーパーやコンビニエンスストアが堅調となっているほか、観光が好調であることから、全体としては回復
しつつある。生産活動は、輸送機械が持ち直しつつあり、プラスチックが緩やかに回復しつつあることから、全体として
は、一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに回復しつつある。雇用情勢は、改善しており、人手不足感が続いてい
る。

➣

徳 島

一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに回復しつつあ
る

生産活動は持ち直しの動きに一服感がみられるものの、個人消費は持ち直しているほか、雇用情勢は改善しており、人手
不足感が続いている。

➣

香 川

緩やかに回復している

個人消費、生産活動は回復しつつあるほか、雇用情勢は改善しており、人手不足感が続いている。

➣

愛 媛

回復しつつある

個人消費は緩やかに回復しつつあり、生産活動は持ち直しているほか、雇用情勢は改善しており、人手不足感が続いてい
る。

➣

高 知

緩やかに持ち直している

個人消費、生産活動は持ち直しているほか、雇用情勢は改善しており、人手不足感が続いている。

九州財務局

緩やかに回復している

個人消費は、乗用車の新車販売が前年を下回っているものの、百貨店・スーパー販売及びコンビニエンスストア販売が堅
調に推移していることなどから、回復しつつある。生産活動は、好調な電子部品・デバイスを中心に緩やかに拡大しつつ
ある。雇用情勢は、有効求人倍率が高水準で推移するなど改善しているなかで、人手不足感が強い状況が続いている。

➣

熊 本

緩やかに回復している

個人消費は、乗用車の新車販売が前年を下回っているものの、百貨店・スーパー販売及びコンビニエンスストア販売が堅
調に推移していることなどから、緩やかに回復している。生産活動は、高水準な電子部品・デバイスを中心に拡大しつつ
ある。雇用情勢は、有効求人倍率が高水準で推移するなど改善しているなかで、人手不足感が強い状況が続いている。

➣

大 分

緩やかに持ち直している

個人消費は、百貨店・スーパー販売額は前年並みとなっており、コンビニエンスストア販売額やドラッグストア販売額は
前年を上回っているなど、持ち直しの動きが続いている。また、生産活動は、緩やかに持ち直しているほか、雇用情勢
は、改善しているなかで、人手不足感が強い状況が続いている。

➣

宮 崎

緩やかに持ち直している

個人消費は、コンビニエンスストア販売額及び百貨店・スーパー販売額が前年を上回っているほか、レジャー・観光施設
入場者数も前年を上回るなど、全体として持ち直している。また、生産活動は、一部に弱さがみられるものの、持ち直し
つつあるほか、雇用情勢は改善しているなかで、人手不足感が強い状況が続いている。

➣

鹿児島

緩やかに回復しつつある

個人消費は、新車販売や観光施設入場者数などが前年を下回ったものの、百貨店・スーパー販売や家電大型専門店販売な
どが好調であったことから、持ち直している。生産活動は、一部に持ち直しの動きがみられるものの、海外需要の減少等
による弱さもみられることから、一進一退の状況にある。雇用情勢は、改善が続いているなかで、人手不足感が拡がって
いる。

福岡財務支局

回復している

個人消費は、百貨店・スーパー販売額などが前年を下回っているが、コンビニエンスストア販売額は前年を上回ってお
り、ドラッグストア販売額が増加に転じるなど、回復している。生産活動は、自動車が国内向けを中心に足下の生産が弱
含んでいるなど、横ばいの状況にある。雇用情勢は、有効求人倍率が引き続き高水準で推移するなど、改善している。

➣

福 岡

回復している

生産活動は横ばいの状況にあるものの、個人消費は回復しているほか、雇用情勢は改善している。

➣

佐 賀

回復しつつある

個人消費は緩やかに回復しつつあるほか、生産活動は回復しつつあり、雇用情勢は改善している。

➣

長 崎

緩やかに持ち直している

生産活動は横ばいの状況にあるものの、個人消費は持ち直しつつあるほか、雇用情勢は改善している。

拡大している

個人消費は、百貨店・スーパーやコンビニエンスストアの販売額が堅調に推移するなど、拡大している。観光は、入域観
光客数が増加するなど、拡大している。雇用情勢は、有効求人倍率が高水準で推移するなど、改善している。

沖縄総合事務局

（注） 2年1月判断は、前回元年10月判断以降、2年1月に入ってからの足下の状況までを含めた期間で判断している。
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Ⅱ

各財務局からの報告
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北海道財務局
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北海道財務局
１．総論
【総括判断】
「管内経済は、緩やかに回復している」
項

目

前回（元年 10 月判断）

今回（2 年 1 月判断）

緩やかに回復している

総括判断

前回
比較

緩やかに回復している

（注）2 年 1 月判断は、前回元年 10 月判断以降、2 年 1 月に入ってからの足下の状況までを含めた期間で判断している。

（判断の要点）

個人消費は、コンビニエンスストア販売が順調となっているほか、ドラッグストア販売が前年を上回っ
ているなど、緩やかに回復している。生産活動は、弱含んでいる。雇用情勢は、着実に改善しており、人
手不足感が拡がっている。観光は、拡大に向けたテンポが緩やかになっている。
【各項目の判断】
項

目

前回（元年 10 月判断）

今回（2 年 1 月判断）

個人消費

緩やかに回復している

緩やかに回復している

生産活動

弱含んでいる

弱含んでいる

雇用情勢

着実に改善しており、人手不足感が拡がって 着実に改善しており、人手不足感が拡がって
いる
いる

設備投資

元年度は前年度を上回る見込み

元年度は前年度を上回る見込み

拡大に向けたテンポが緩やかになっている

拡大に向けたテンポが緩やかになっている

企業収益

元年度は増益見込み

元年度は増益見込み

企業の
景況感

「上昇」超となっている

「下降」超に転じる

住宅建設

緩やかに持ち直しつつある

持ち直しに向けた動きに一服感がみられる

公共事業

前年を大幅に上回る

前年を上回る

観光

前回
比較

【先行き】
先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果等もあって、景気は回復して
いくことが期待される。ただし、海外経済の不確実性や、消費税率引上げ後の消費者マインドの動向など
に留意する必要がある。
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２．各論
 個人消費 「緩やかに回復している」
スーパー販売は、水産物の不漁の影響などにより、持ち直しに向けたテンポが緩やかになっている。コ
ンビニエンスストア販売は、総菜や麺類などの売上が増加していることから、順調となっている。乗用車
販売は、一部で新型車効果がみられるものの、全体として低調な動きとなっていることから、持ち直しに
向けたテンポが緩やかになっている。ドラッグストア販売は、飲食料品が好調に推移しているほか、マス
クなどの予防商品の売上も順調となっており、前年を上回っている。百貨店販売は、9 月の売上増の反動
や冬物衣料の不振などにより前年を下回っているものの、11 月以降は持ち直しつつある。家電販売は、
高価格帯の大型家電の動きが弱く、前年を下回っているものの、足下ではパソコンの買替需要がみられ、
持ち直しつつある。ホームセンター販売は、少雪により季節商品の動きが鈍かったことなどから、前年を
下回っている。このように、個人消費は全体として、緩やかに回復している。
（主なヒアリング結果）
➢ 11 月は野菜の相場が戻ってきたものの、購入数量の増加はみられなかった。また、みかんの売れ行きも振るわなかったほ
か、サケの不漁と、それにより筋子も不振であった。
（スーパー）
➢ 10 月は前年のたばこ税率引上げによる落ち込みからの反動が顕著であったほか、たばことあわせて飲食料品などを買い
求める消費者の姿がみられた。
（コンビニエンスストア）
➢ 新型車効果による受注の増加がみられる一方で、既存車種の受注が落ち込んでいる。（乗用車販売店）
➢ インフルエンザの流行が例年よりも早かったこともあり、マスクなどの予防関連グッズの売れ行きが好調である。
（ドラ
ッグストア）
➢ 買替需要がなくなってきていることからか、コートの苦戦が続いている。11 月は 10 月と比較すると徐々に回復傾向にあ
るほか、食料品催事が好評であり、来店客数の伸びに寄与した。
（百貨店）
➢ 駆け込みの動きが特に大きかったテレビ、冷蔵庫、洗濯機といった高単価商品は、売上の回復に時間を要しているものの、
全体としては想定よりも反動減が小さかった。
（家電量販店）

 生産活動 「弱含んでいる」
生産活動は、
「一般機械」などが増加しているものの、
「食料品」では不漁により水産加工品の生産が弱
い動きとなっているほか、
「金属製品」などが減少していることから、全体では弱含んでいる。
➢ 農業が好調なことから農家の購買意欲が向上しており、営農の大規模化や生産性向上を目的とした農業用機械の受注が堅
調。（一般機械）
➢ サンマの漁獲量が前年を下回り加工品の生産量が減少したほか、秋サケについても不漁のため輸入品で代替生産してい
る。（食料品）
➢ メガソーラー向けの大口受注への対応が終了したことから、太陽光関連の生産は減少している。（金属製品）

 雇用情勢 「着実に改善しており、人手不足感が拡がっている」
有効求人倍率は、平成 22 年 2 月以降 118 か月連続して前年を上回って推移している。なお、完全失業
率は前年を下回っている。
➢ ジャガイモを加工する食品製造業者や、事業拡大を計画する小売業者から大口求人があったことから、引き続き求人数は
増加し慢性的な人手不足の状況が続いている。
（公的機関）
➢ 企業の人手不足感の強まりから、雇用期間満了後に再雇用される労働者が増えていることが、求職者減少の一因となって
いる。
（公的機関）
➢ ホタテ加工場では作業員の人手不足が課題となっていることから、特定技能の中国人及びベトナム人研修生を採用し対応
している。
（食品製造業）
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 設備投資 「元年度は前年度を上回る見込み」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10～12 月期
○ 製造業では、
「木材・木製品」などで前年度を下回っているものの、
「輸送用機械器具」
、
「食料品」などで前
年度を上回っており、全体では前年度を上回っている。
○ 非製造業では、
「電気・ガス・水道業」などで前年度を下回っているものの、
「運輸業、郵便業」
、
「金融業、
保険業」などで前年度を上回っており、全体では前年度を上回っている。
➢ 老朽化している設備の補修など、生産設備の更新を行う。
（輸送用機械器具）
➢ 新しく機材を購入するほか、事務所の移転費用を計上している。
（運輸業、郵便業）

 観光 「拡大に向けたテンポが緩やかになっている」
○ 観光は、来道客数は前年を上回っているものの、外国人観光客は前年を下回っていることから、拡大に向
けたテンポが緩やかになっている。
○ 来道客数は、北海道胆振東部地震の影響からの反動増がみられたほか、人気アーティストのコンサートな
どが道外からの集客に貢献し、前年を上回っている。
○ 外国人観光客は、韓国からの観光客を中心に前年を下回っている。
➢ 今年は道外からの国内客が好調。地震による反動増に加え、当地を舞台にしたドラマの効果などから前年に比べ増加して
いる。
（観光施設）
➢ 韓国との通商問題により、韓国人観光客が減っている。韓国人観光客は宿泊者全体の 3 分の 1 を占めていた時期もあった
ため、収益にも大きな影響を与えている。
（宿泊業）
➢ 地域文化をもとにした集客イベントの開催により、閑散期の観光メニューの充実を図ったことで、宿泊者数が増加した。
消費税率引上げによる観光需要へのマイナス影響は感じていない。
（宿泊業）

 企業収益 「元年度は増益見込み」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10～12 月期
○ 製造業では、
「電気機械器具」などで減益となっているものの、
「輸送用機械器具」
、
「窯業・土石製品」など
で増益となっており、全体では増益となっている。
○ 非製造業では、
「運輸業、郵便業」などで増益となっているものの、
「学術研究、専門・技術サービス業」
、
「その他のサービス業」などで減益となっており、全体では減益となっている。

 企業の景況感 「「下降」超に転じる」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10～12 月期
○ 企業の景況判断ＢＳＩは、全産業では前四半期（元年 7～9 月期）に比べ、
「下降」超に転じている。
なお、先行きは、
「下降」超幅が拡大する見通しとなっている。

 住宅建設 「持ち直しに向けた動きに一服感がみられる」
○ 住宅建設は、持家では増加しているものの、貸家、分譲住宅では減少していることから、全体では持ち直し
に向けた動きに一服感がみられる。
➢ 持家は、郊外の宅地造成地区での受注が好調なこともあり、前年並みに推移している。
（建設業）
➢ アパートの過剰供給、金融機関の審査厳格化、地価・建設資材費・労務費の上昇による利益率の低下等、貸家建設を取り
巻く状況は一段と厳しくなっている。
（専門調査機関）
➢ 分譲マンションは需要があるものの、土地不足による地価高騰などを背景に販売価格の高止まりが続いていることから、
売れ行きは低調に推移している。
（建設業）

 公共事業 「前年を上回る」
○ 公共事業を前払金保証請負金額でみると、第 3 四半期は、市町村が前年を下回っているものの、国、独立
行政法人等、北海道が前年を上回っており、全体では前年を上回っている。

 金融 「貸出金残高は前年を上回る」
 企業倒産 「件数は前年を下回る」
 消費者物価 「前年を上回る」
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東北財務局
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東北財務局
１．総論
【総括判断】
「管内経済は、回復しつつある」
項 目

総括判断

前 回（元年 10 月判断）

今 回（２年１月判断）

回復しつつある

前回
比較

回復しつつある

（注）２年１月判断は、前回元年 10 月判断以降、２年１月に入ってからの足下の状況までを含めた期間で判断している。

（判断の要点）

個人消費は、スーパー販売が堅調であるほか、コンビニエンスストア販売やドラッグストア販売が前
年を上回っているなど、緩やかに回復している。生産活動は、輸送機械が弱い動きとなっているものの、
生産用機械は底堅い動きとなっているなど、一進一退の状況にある。雇用情勢は改善している。

【各項目の判断】
項 目

前 回（元年 10 月判断）

今 回（２年１月判断）

個人消費

緩やかに回復している

緩やかに回復している

生産活動

一進一退の状況にある

一進一退の状況にある

雇用情勢

改善している

改善している

設備投資

元年度は増加見込み

元年度は増加見込み

企業収益

元年度は減益見込み

元年度は減益見込み

企業の
景況感

「下降」超幅が縮小

「下降」超幅が拡大

住宅建設

前年を下回っている

前年を下回っている

公共事業

高水準となっている

高水準となっている

前回
比較

【先行き】
先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果や復興需要を背景に、
景気が回復していくことが期待される。ただし、海外経済の不確実性に加え、消費税率引上げ後の
消費者マインドの動向などに留意する必要がある。
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２．各論


個人消費 「緩やかに回復している」

スーパー販売は主力の飲食料品が堅調で前年並みとなっているものの、百貨店販売は衣料品が天候要
因等から低調となっており、前年を下回っている。コンビニエンスストア販売は冷凍食品やデザート等が
好調で前年を上回っている。ドラッグストア販売は新規出店効果のほか、化粧品や日用品等が好調で前年
を上回っている。ホームセンター販売は前年を上回っている。家電販売はテレビやパソコン等が好調とな
っている。乗用車販売は前年を下回っている。旅行は国内で台風第 19 号の影響がみられたものの海外は
順調となっている。このように、個人消費は、緩やかに回復している。
（主なヒアリング結果）
➢ 総菜は簡便志向から引き続き好調となっており、売場面積の拡大もあって売上を伸ばしている。10 月以降はキャッシュレ
ス決済のポイント還元を背景に客足が伸びており、購買点数も増えている。
（スーパー、中小企業）
➢ ９月は宝飾品やブランド品が好調だったほか、化粧品のまとめ買いの動きもみられ大きく伸長したが、10 月以降はその反
動がみられた。また、台風により休日の来店客数が減少したほか、暖冬で冬物衣料の動きが鈍くなっている。
（百貨店、中堅企業）
➢ ポイント還元によりキャッシュレス決済が伸びており、人気のデザートを複数購入する動きもみられる。
（コンビニエンスストア、大企業）
➢ ９月は比較的高額な化粧品や風邪薬などにまとめ買いの動きがみられた。10 月はその反動減対策として販売促進を強化
したほか、台風への備えで水やパンなどが売れたこともあり、落ち込みがなかった。
（ドラッグストア、大企業）
➢ ９月は駆け込み需要で売上が伸長した。10 月以降は反動がみられたものの、テレビがオリンピックに向けて好調となっ
ているほか、パソコンも一部ＯＳのサポート終了に伴う買替需要により好調となっている。
（家電量販店、大企業）
➢ 10 月は台風の影響などもあり前年を下回ったものの、11 月以降は台風で被災した車両の買替需要が生じた。
（自動車販売店、中小企業）
➢ 海外旅行は引き続き好調となっているものの、国内旅行は行楽シーズンの 10 月三連休に台風の影響でキャンセルが多数
発生した。
（旅行代理店、中堅企業）



生産活動 「一進一退の状況にある」

電子部品・デバイスはスマートフォン向けの一部で好調となっているものの、自動車向けや産業機械向
けなどで低調となっている。輸送機械は海外向けの自動車用エンジンなどで弱い動きとなっている。生産
用機械は半導体メーカーで設備投資を増やす動きがみられることなどから、底堅い動きとなっている。こ
のように、生産活動は、一進一退の状況にある。
➢ スマートフォン向けは、主に中国メーカーからの受注により生産量が増加している。
（電子部品・デバイス、中堅企業）
➢ 車載向けは、北米や欧州を中心とした海外からの受注が減少している。中国をはじめとした世界全体の景気減速が背景に
あると考えている。
（電子部品・デバイス、大企業）
➢ 産業機械向けは、米中貿易摩擦等の影響により国内外の各メーカーが設備投資を控える状況が続いており、落ち込みが顕
著となっている。
（電子部品・デバイス、中堅企業）
➢ 自動車用エンジンは、北米での販売実績が振るわず減少している。
（輸送機械、大企業）
➢ 海外半導体メーカーの一部では設備投資を増やしている。
（生産用機械、中堅企業）
➢ 国内も含め、中国、欧米など全世界的に自動車関連が落ち込んでいる。
（生産用機械、中堅企業）



雇用情勢 「改善している」

雇用情勢は、有効求人倍率が高水準で推移しているほか、完全失業率が低水準となっているなど、改
善している。
➢ 新たな人手の確保が難しい状況にある中、小売業などでは業務の効率化や雇用形態の見直し等により、離職防止の対応に
注力する事業所もみられており、求人減少の一因となっている。
（公的機関）
➢ 建設業では、台風 19 号の被害に伴う復旧工事に関連する求人もあり、高水準で推移している。
（公的機関）
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設備投資

「元年度は増加見込み」（全産業）

「法人企業景気予測調査」 元年 10-12 月期

○ 製造業では、木材・木製品等で減少見込みとなっているものの、輸送用機械、化学等で増加見込みとなって
いることから、全体では増加見込みとなっている。
○ 非製造業では、運輸・郵便等で減少見込みとなっているものの、小売、金融・保険等で増加見込みとなっ
ていることから、全体では増加見込みとなっている。
➢ 生産ラインの改良投資や建屋増築工事により増加する見込み。
➢ 新規出店費用のほか既存店舗の修繕・補修費用により増加する見込み。



企業収益

「元年度は減益見込み」（全産業）

（輸送用機械、大企業）
（小売、大企業）

「法人企業景気予測調査」 元年 10-12 月期

○ 製造業では、情報通信機械等で増益見込みとなっているものの、輸送用機械、電気機械等で減益見込みとなって
いることから、全体では減益見込みとなっている。
○ 非製造業では、宿泊・飲食等で増益見込みとなっているものの、建設、運輸・郵便等で減益見込みとなっているこ
とから、全体では減益見込みとなっている。


企業の景況感 「『下降』超幅が拡大」（全産業）

「法人企業景気予測調査」 元年 10-12 月期

○ 現状（元年10～12 月期）は「下降」超幅が拡大している。先行きは「下降」超幅が縮小する見通しとなって
いる。


住宅建設

「前年を下回っている」

○ 新設住宅着工戸数をみると、分譲が前年を上回っているものの、持家、貸家が前年を下回っていることから、
全体としては前年を下回っている。


公共事業

「高水準となっている」

○ 前払金保証請負金額は、震災関連工事等が減少しており前年度を下回っているものの、引き続き高水準と
なっている。


消費者物価

「前年を上回っている」



金融

「貸出金残高は、前年を上回っている」



企業倒産

「件数は前年を上回っており、負債総額は前年を下回っている」

３．各県の総括判断
前 回（元年 10 月判断）

今 回（２年１月判断）

前回
比較

総括判断の要点

青森県

緩やかに持ち直している

緩やかに持ち直している

個人消費は緩やかに持ち直しており、
生産活動は持ち直しつつある。雇用情勢
は改善している。

岩手県

緩やかに回復しつつある

緩やかに回復しつつある

個人消費は緩やかに回復しており、生産
活動は緩やかに持ち直している。雇用情
勢は改善している。

宮城県

緩やかに回復している

緩やかに回復している

個人消費は緩やかに回復しており、生産
活動は一進一退の状況にある。雇用情勢
は改善している。

秋田県

持ち直している

持ち直している

個人消費は持ち直しており、生産活動は
一進一退の状況にある。雇用情勢は改善
している。

山形県

緩やかに回復している

緩やかに回復している

個人消費は緩やかに回復しており、生産
活動は緩やかに持ち直している。雇用情
勢は改善している。

福島県

回復しつつある

回復しつつある

個人消費は緩やかに回復しており、生産
活動はおおむね横ばいの状況にある。雇用
情勢は改善している。
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関東財務局
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関東財務局
１．総論
【総括判断】
「管内経済は、生産に弱さがみられるものの、

回復している」
項

目

前回（元年 10 月判断）

今回（2 年 1 月判断）

前回
比較

生産の一部に弱さもみられるが、 生産に弱さがみられるものの、
回復している
回復している

総括判断

（注）2 年 1 月判断は、前回元年 10 月判断以降、2 年 1 月に入ってからの足下の状況までを含めた期間で判断している。

（判断の要点）

個人消費は、スーパー販売額及び百貨店販売額が前年を下回っているものの、コンビニエンスストア販売
額及びドラッグストア販売額が前年を上回っているなど、全体として回復しつつある。生産活動は、輸送機
械、生産用機械、化学が減少しているなど、全体として足踏みの状況にある。雇用情勢は、改善している。
【各項目の判断】
項

目

前回（元年 10 月判断）

今回（2 年 1 月判断）

個人消費

回復しつつある

回復しつつある

生産活動

持ち直しのテンポが緩やかになっている

足踏みの状況にある

雇用情勢

改善している

改善している

設備投資

元年度は増加見込みとなっている(全規模・全 元年度は増加見込みとなっている(全規模・全
産業ベース)
産業ベース)
元年度は減益見込みとなっている(全規模ベー
ス)
「下降」超となっている（全規模・全産業ベー
ス）

元年度は減益見込みとなっている(全規模ベー
ス)
「下降」超となっている（全規模・全産業ベー
ス）

住宅建設

前年を下回っている

前年を下回っている

公共事業

前年を上回っている

前年を下回っている

輸出

前年を下回っている

前年を下回っている

企業収益
企業の
景況感

前回
比較

【先行き】
先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果により、着実に景気が回復して
いくことが期待される。ただし、海外経済の動向のほか、消費税率引上げ後の消費者マインドの動向などを
注視する必要がある。
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２．各論


個人消費 「回復しつつある」

台風 19 号の影響や 9 月の売上増の反動などがみられるなか、スーパー販売額、百貨店販売額及び家電販
売額は、前年を下回っているものの、足下では回復基調にある。コンビニエンスストア販売額及びドラッグ
ストア販売額は、前年を上回っている。
また、乗用車の新車登録届出台数は、普通車、小型車、軽乗用車いずれも前年を下回っており、全体とし
て前年を下回っている。
このほか、旅行取扱の状況は、台風 19 号による旅行キャンセルなどにより、弱含んでいる。
このように、台風 19 号の影響や 9 月の売上増の反動などがみられるものの、個人消費は全体として回復
しつつある。
（主なヒアリング結果）
➢ 10 月は駆け込み需要の反動で売上が前年を下回ったが、食料品に軽減税率が適用されたことにより、前回に比べて反動は小
さかった。揚げ物や弁当などの売れ行きが好調である。
（スーパー、中堅企業）
➢ 高額品を中心とした駆け込み需要の反動や台風 19 号に伴う休業の影響により、10 月は売上が減少した。一方、食料品の催事
が堅調であるなど、11 月以降は回復基調にある。
（百貨店、大企業）
➢ ポイント還元キャンペーンの効果によりキャッシュレス決済の利用が増え、売上高が伸びている。
（コンビニエンスストア、
大企業）
➢ 10 月は化粧品や日用品などで駆け込み需要の反動減があったものの、11 月には既に需要が戻ってきている。気温が下がり、
カイロなど季節商品の売れ行きが好調だった。
（ドラッグストア、大企業）
➢ 駆け込み需要の反動で 10 月は売上が減少したが、前回と比べて影響は小さい。Windows7 のサポートが終了するためパソコン
需要が活発であるなど、11 月、12 月は徐々に復調している。
（家電量販店、大企業）
➢ 台風 19 号の影響でメーカーへの部品供給が止まり、自動車生産を一時停止した影響が大きい。
（自動車販売、中小企業）



生産活動 「足踏みの状況にある」
生産を業種別にみると、輸送機械、生産用機械、化学が減少しているなど、全体として足踏みの状況にあ
る。
なお、非製造業では、情報サービス業の売上高は前年を上回っており、リース業の取扱高及び広告業の売
上高は前年を下回っている。
➢ 台風 19 号でサプライヤーが被害にあった影響により、一時操業を停止したことから生産量が減少した。
（輸送機械、大企業）
➢ 主要出荷先である中国をはじめとした海外経済の減速に加え、国内においても設備投資抑制の動きがみられ、受注残が減っ
たことから、生産量が落ちている。
（生産用機械、中小企業）
➢ 中国市場の減速や自動車メーカーの減産に伴う需要の落ち込みに加え、台風 15 号で原料の調達先が被害にあった影響に
より、稼働が落ちている。
（化学、大企業）



雇用情勢 「改善している」
有効求人倍率は高水準で推移し、完全失業率は低水準で推移しているなど、雇用情勢は改善している。
➢ 自動運転・人工知能をはじめとする新技術領域の強化に向け、新卒・中途採用にかかわらず技術者の採用枠を増やしている。
（自動車・同附属品、大企業）
➢ 時短勤務や在宅勤務制度の導入等で社員が働きやすい環境の改善に取り組んでいるほか、更なる定着率向上のため、残業時
間が一定基準以下の社員に限定して副業を認めたところ、利用者は増加傾向にある。
（小売、大企業）



設備投資 「元年度は増加見込みとなっている」（全規模・全産業）「法人企業景気予測調査」元年10～12 月期
○ 製造業では、鉄鋼などで減少見込みとなっているものの、化学、自動車・同附属品などで増加見込みとなって
いることから、全体では前年比 16.0％の増加見込みとなっている。
○ 非製造業では、鉱業、採石業、砂利採取業などで減少見込みとなっているものの、運輸業、郵便業、不動産業
などで増加見込みとなっていることから、全体では同 13.4％の増加見込みとなっている。
○ 全産業では、同 14.3％の増加見込みとなっている。
➢ これから成長が見込まれる EV 向けリチウムイオン二次電池用セパレータの生産能力増強のための投資を強化していく。
（化
学、大企業）
➢ 東京都心を中心とした堅調なオフィスビル需要に対応するため、オフィスビルの新築と再開発事業に向けて投資予定。
（不動
産、大企業）



企業収益 「元年度は減益見込みとなっている」（全規模）「法人企業景気予測調査」元年10～12 月期
○ 製造業では、電気機械などで減益見込みとなっているものの、情報通信機械、化学などで増益見込みとなって
おり、全体では前年比 0.1％の増益見込みとなっている。
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○ 非製造業（除く「電気・ガス・水道業」
、
「金融業、保険業」
）では、小売業などで増益見込みとなっているもの
の、学術研究、専門・技術サービス業、情報通信業などが減益見込みとなっていることから、全体では同 7.0％
の減益見込みとなっている。
○ 全産業（除く「電気・ガス・水道業」
、
「金融業、保険業」
）では、同 4.7％の減益見込みとなっている。



企業の景況感 「『下降』超となっている」（全規模・全産業）「法人企業景気予測調査」元年10～12 月期
○ 大企業は「下降」超に転じ、中堅企業、中小企業は「下降」超幅が拡大している。
先行きについては、全規模・全産業ベースで 2 年 1～3 月期に「下降」超幅が縮小する見通しとなっている。



住宅建設 「前年を下回っている」
○ 新設住宅着工戸数をみると、持家、貸家、分譲住宅いずれも前年を下回っており、全体として前年を下回って
いる。
➢ 持家について、台風 19 号により商談機会が減少したことや、顧客宅の復旧対応に時間を要したことから 10 月、11 月の受注
は減少したが、12 月には復旧対応も落ち着き、受注も回復傾向にある。
（住宅建設、大企業）
➢ 分譲マンションについて、建設費と地価の上昇により販売価格が高止まりしていることから、購入希望者は物件を慎重に見
極める姿勢を強めている。
（シンクタンク）



公共事業 「前年を下回っている」
○ 前払金保証請負金額をみると、国は前年を上回っているものの、独立行政法人等、都道府県、市区町村で前年
を下回っており、全体としては前年を下回っている。



輸出 「前年を下回っている」
○ 通関実績（円ベース、東京税関と横浜税関の合計額）でみると、輸出は前年を下回っている。
なお、輸入も前年を下回っている。



倒産 「企業倒産は、件数は前年を上回っており、負債総額は前年を下回っている」

３．各都県の総括判断
前回（元年 10 月判断）

今回（2 年 1 月判断）

前回
比較

総括判断の要点

埼玉県

生産の一部に弱さもみら
生産の一部に弱さもみられる
れるが、緩やかに回復し
が、緩やかに回復しつつある
つつある

個人消費は、百貨店・スーパー販売額が前年を下回って
いるものの、コンビニエンスストア販売額が前年を上
回っているなど、全体として緩やかに回復しつつある。
生産活動は、生産用機械が増加しているものの、輸送機
械、化学などが減少していることから、全体として一進
一退の状況にある。雇用情勢は、改善している。

千葉県

一部に弱い動きがみられ 一部に弱い動きがみられるもの
るものの、緩やかに回復
の、緩やかに回復しつつある
しつつある

生産活動は持ち直しに向けたテンポが緩やかになって
いるものの、個人消費は緩やかに持ち直しつつあり、雇
用情勢は改善している。

東京都

回復している

一部に弱い動きがみられるもの
の、回復している

個人消費や産業活動は、一部に弱い動きがみられるも
のの、回復しつつある。雇用情勢は、改善しており、人
手不足感が続いている。

生産活動を中心に弱さがみられ
神奈川県 るものの、回復しつつあ るものの、回復しつつある
る

個人消費は、一部に弱い動きがみられるものの、緩やか
に持ち直している。生産活動は、弱含んでいる。雇用情
勢は、改善している。

一部に弱い動きがみられ

緩やかに回復しつつある

生産に弱さがみられるものの、
緩やかに回復しつつある

個人消費は、百貨店・スーパー販売額が前年を下回って
いるものの、コンビニエンスストア販売額が前年を上
回っているなど、全体として緩やかに持ち直している。
生産活動は、生産用機械、化学、汎用・業務用機械が減
少しているなど、全体として回復の動きに一服感がみ
られる。雇用情勢は、改善している。

栃木県

緩やかに回復しつつある

一部に弱い動きがみられるもの
の、緩やかに回復しつつある

個人消費は、百貨店・スーパー販売額や乗用車の新車
登録届出台数が前年を下回っているものの、ドラッグ
ストア販売額、コンビニエンスストア販売額及び家電
大型専門店販売額が前年を上回っているなど、全体と
して緩やかに回復しつつある。生産活動は、弱含んで
いる。雇用情勢は、改善している。

群馬県

緩やかに回復しつつある

一部に弱い動きがみられるもの
の、緩やかに回復しつつある

個人消費は、一部に弱い動きがみられるものの、持ち
直している。生産活動は、一進一退の状況にある。ま
た、雇用情勢は、改善している。

一部に弱い動きがみられるもの
の、回復しつつある

個人消費は、一部に弱い動きがみられるものの、回復
しつつある。生産活動は、緩やかに回復しつつある。
雇用情勢は改善している。

生産活動の一部に弱い動きがみ
られるなど、足踏みの状況にあ
る

個人消費は一部に弱い動きがみられるものの、緩やか
に持ち直しているが、生産活動は一部に弱い動きがみ
られ、足踏みの状況にある。雇用情勢は改善してい
る。

生産活動に弱さがみられるもの
の、緩やかに回復している

個人消費は、一部に弱い動きがみられるものの、緩や
かに回復しつつある。生産活動は、回復のテンポが緩
やかになっている。雇用情勢は、改善している。

茨城県

新潟県
山梨県
長野県

生産活動に一服感がみら
れるものの、回復しつつ
ある
生産活動の一部に弱い動
きがみられるなど、足踏
みの状況にある
生産活動の一部に弱い動
きがみられるものの、緩
やかに回復している
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北陸財務局
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北陸財務局

１．総論
【総括判断】
「管内経済は、拡大に向けたテンポが緩やかになっている」
項

目

前回（元年 10 月判断）

今回（2 年 1 月判断）

拡大に向けたテンポが緩やかに
なっている

総括判断

前回
比較

拡大に向けたテンポが緩やかに
なっている

（注）2 年 1 月判断は、前回元年 10 月判断以降、2 年 1 月に入ってからの足下の状況までを含めた期間で判断している。

（判断の要点）

個人消費は、ドラッグストア販売が順調となっているほか、百貨店・スーパー販売が緩やかに回復して
いることなどから、緩やかに拡大しつつある。生産活動は、電子部品・デバイスが弱含んでいることや生
産用機械が横ばいの状況にあることなどから、全体では横ばいの状況にある。雇用情勢は、着実に改善し
ており、依然として人手不足感が強い状況にある。

【各項目の判断】
項

目

前回（元年 10 月判断）

今回（2 年 1 月判断）

個人消費

緩やかに拡大しつつある

緩やかに拡大しつつある

生産活動

横ばいの状況にある

横ばいの状況にある

雇用情勢

着実に改善しており、依然として人手不足感 着実に改善しており、依然として人手不足感
が強い状況にある
が強い状況にある

設備投資

元年度は増加見込みとなっている

元年度は増加見込みとなっている

企業収益

元年度は減益見込みとなっている

元年度は減益見込みとなっている

住宅建設

持ち直している

持ち直しの動きに一服感がみられる

前回
比較

【先行き】
先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、景気が緩やかに拡
大していくことが期待される。ただし、通商問題を巡る動向、中国経済の先行きなど海外経済の動向や、
人手不足に伴う影響等に留意する必要がある。また、消費税率引上げ後の消費者マインドの動向にも留意
する必要がある。
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２．各論


個人消費 「緩やかに拡大しつつある」
百貨店・スーパー販売は、百貨店、スーパーともに衣料品の動きが鈍いことなどから前年を下回って
いるが、11 月は 10 月から回復しているほか、足下では化粧品や高額品を中心に動きがみられる。以上
のような状況を踏まえると、９月の売上増の反動等はみられるものの、全体では緩やかに回復してい
る。コンビニエンスストア販売は、総菜等に動きがみられることから、堅調となっている。ドラッグス
トア販売は、飲食料品に動きがみられることなどから、順調となっている。ホームセンター販売は、除
雪用品等の季節商品の動きが鈍いことなどから、弱含んでいる。家電大型専門店販売は、前年を下回っ
ているが、10 月からは上向いており、足下でもパソコン等に動きがみられる。こうした状況から、９月
の売上増の反動等はみられるものの、回復しつつある。新車販売台数は、普通乗用車、小型乗用車、軽
乗用車ともに前年を下回っており、回復の動きに一服感がみられる。主要観光地の来訪客数及び主要温
泉地の宿泊客数は前年を下回っている。旅行取扱実績は、海外旅行に動きがみられるものの、国内旅行
の動きが鈍いことから、弱含んでいる。以上のことから、個人消費については、緩やかに拡大しつつあ
る。
（主なヒアリング結果）
➢ 衣料品について、気温が高く推移した影響で、特に重衣料が厳しい状況であった。
（スーパー、大企業）
➢ 季節ものの衣料品について、例年動き出し始める 10 月中旬に台風が発生したために、客足が伸び悩んだことや、気温が
下がらなかったことなどから、動きが鈍かった。
（百貨店）
➢ 化粧品について、デパコス人気が底堅く、11 月は前月より大きく持ち直している。また、ブランド品ついて、駆け込みと
その反動の期間を均してみると、前年の売上を上回っている。
（百貨店）
➢ 中食・簡便需要を引き続き感じており、固定客がいることもあって総菜は好調が続いている。
（コンビニエンスストア、大
企業）
➢ 軽減税率の適用があるため、飲食料品は順調に推移している。
（ドラッグストア、大企業）
➢ OS のサポート終了に伴い、パソコンの買い替え需要がみられている。
（家電大型専門店、大企業）
➢ 消費税率引上げに伴う駆け込みの反動により、受注・登録ともに前年を下回っているものの、主力車種の人気もあり、前
回引上げ時と比べると反動は小さい。また、11 月の受注は新型車効果により前年を上回った。
（自動車販売店、中小企業）



生産活動 「横ばいの状況にある」

電子部品・デバイスは、スマートフォン向けを中心に弱含んでいる。化学は、大宗を占める医薬品が後
発医薬品を中心に拡大している。生産用機械は、金属加工機械が持ち直しているものの、繊維機械が弱含
んでいることなどから、全体では横ばいの状況にある。金属製品は、大宗を占めるアルミ建材で、住宅用、
ビル用ともに弱い動きとなっている。繊維は、衣料向け、非衣料向けともに持ち直しに向けたテンポが緩
やかになっている。以上のことから、生産活動については、横ばいの状況にある。
➢ 車載向けは回復傾向にあるものの、スマートフォン向けは機能性の頭打ち感のほか、中国の景気減速や買い替えサイクル
の長期化等による販売不振の影響から、全体では前年比で生産数量は減少している。
（電子部品・デバイス、大企業）
➢ 足下は数量、金額ともに前四半期比で横ばいから若干の増加。工場は引き続きフル稼働状態となっており、受注に生産が
追いつかないため、2 交代制や休日稼働を導入し対応している状況。
（化学工業、中小企業）
➢ 米中貿易摩擦に伴う中国経済の減速によって、投資への慎重姿勢が広がっており、中国向けが弱含んでいることに加え、
インド向けも取引先の資金調達環境の回復が遅れており、動きが鈍い。
（生産用機械、大企業）



雇用情勢 「着実に改善しており、依然として人手不足感が強い状況にある」

雇用保険受給者実人員は前年を上回っている。また、新規求人数は前年を下回っている。一方、新規求
職者数は前年を下回っており、有効求人倍率が高水準で推移している。以上のことから、雇用情勢は、着
実に改善しており、依然として人手不足感が強い状況にある。
➢ 引き続き人手不足の状況と言える。中途採用を募集しても人が集まりにくい。工場でのワーカーについても採用しにくい
が、特に専門的な技術をもっている人材の確保に苦戦している。
（化学工業、大企業）
➢ 引き続きパート・アルバイトについて人手不足感が強い。特に特売日など忙しい時期に人手が不足している。新規店舗の
募集についてもなかなか集まらず、どうしても必要な場合は既存店の従業員でカバーしている。
（スーパー、大企業）
➢ 人手不足感は特段感じておらず、新製品などの一部ラインで一時的に不足しても拠点間の応援で対応が可能なレベル。派
遣社員もかつては募集しても集まらなかったが、今はすぐに雇えるようになった。
（金属製品、大企業）
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➢ 有効求人数は、製造業を中心として新規求人が減少したことが主な要因となって減少したことに加え、有効求職者数が増
加したことから、有効求人倍率は低下した。
（労働局）

 設備投資 「元年度は増加見込みとなっている」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10-12 月期
○ 製造業では、自動車・同附属品などが減少となるものの、金属製品、化学工業などが増加となることから、
全体では増加見込みとなっている。
○ 非製造業では、金融、保険などが減少となるものの、不動産、情報通信などが増加となることから、全体で
は増加見込みとなっている。
➢ 生産設備の維持更新や修繕などにより増加見込み。
（金属製品、大企業）
➢ 生産設備増強や新工場の建設などにより増加見込み。
（化学工業、大企業）
➢ ネットワーク通信網の整備などにより増加見込み。
（情報通信、大企業）

 企業収益 「元年度は減益見込みとなっている」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10-12 月期
○ 製造業では、金属製品などが増益となるものの、生産用機械器具、自動車・同附属品などが減益となること
から、全体では減益見込みとなっている。
○ 非製造業では、建設などが増益となるものの、学術研究、専門・技術サービス、小売などが減益となること
から、全体では減益見込みとなっている。

 企業の景況感 「『下降』超となっている」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10-12 月期
○ 企業の景況判断ＢＳＩは、全産業では「下降」超となっている。先行きは、
「下降」超となる見通しとなっ
ている。



住宅建設 「持ち直しの動きに一服感がみられる」
○ 新設住宅着工戸数でみると、持ち直しの動きに一服感がみられる。



公共事業 「前年を上回っている」
○ 前払金保証請負金額でみると、前年を上回っている。



金融機関の貸出金 「前年を上回っている」
○ 金融機関の貸出金は、前年を上回っている。



企業倒産 「前年を下回っている」
○ 負債総額は前年を上回っているものの、件数は前年を下回っている。



消費者物価（金沢市、生鮮食品を除く総合） 「前年を上回っている」
○ 消費者物価指数でみると、前年を上回っている。

３．各県の総括判断
前 回（元年 10 月判断）

今 回（2 年 1 月判断）

石川県

回復している

回復している

富山県

回復している

回復のテンポが緩やかになっ
ている

福井県

拡大に向けたテンポが緩やか
になっている

拡大に向けたテンポが緩やか
になっている
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前回
比較

総括判断の要点
生産活動は横ばいの状況にあるものの、個
人消費は緩やかに拡大しつつある。また、
雇用情勢は着実に改善しており、依然とし
て人手不足感が強い状況にある。
個人消費は回復しており、生産は横ばいの
状況にある。また、雇用情勢は着実に改善
しており、依然として人手不足感が強い状
況にある。
生産は横ばいの状況にあるほか、個人消費
は拡大に向けたテンポが緩やかになって
いる。また、雇用情勢は着実に改善してお
り、依然として人手不足感が強い状況にあ
る。

東海財務局
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東海財務局

１．総論
【総括判断】
「管内経済は、拡大の動きに一服感がみられる」
項

目

前回（元年 10 月判断）

今回（２年１月判断）

緩やかに拡大している

総括判断

前回
比較

拡大の動きに一服感がみられる

（注）２年１月判断は、前回元年 10 月判断以降、２年１月に入ってからの足下の状況までを含めた期間で判断している。

（判断の要点）

個人消費は、乗用車販売が弱含んでいるものの、コンビニエンスストア販売やドラッグストア販売が増
加しているほか、スーパー販売は緩やかに持ち直しているなど、全体では回復している。生産活動は、輸
送機械を中心に高水準ながら弱含んでいる。こうしたなか、有効求人倍率が引き続き高水準となっている
など、労働力需給は引き締まっている。

【各項目の判断】
項

目

前回（元年 10 月判断）

今回（２年１月判断）

個人消費

回復している

生産活動

一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに
高水準ながら弱含んでいる
拡大している

雇用情勢

労働力需給が引き締まっている

労働力需給が引き締まっている

設備投資

元年度は増加見込み

元年度は増加見込み

企業収益

元年度は減益見込み

元年度は減益見込み

住宅建設

おおむね横ばいとなっている

おおむね横ばいとなっている

公共事業

前年を上回っている

前年を上回っている

弱い動きとなっている

弱い動きとなっている

輸出

前回
比較

回復している

【先行き】
先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、景気が緩やかに拡
大していくことが期待される。ただし、通商問題の動向や、海外経済の不確実性、労働力の不足等による
各種供給制約に加え、消費税率引上げ後の消費者マインドの動向に留意する必要がある。
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２．各論


個人消費 「回復している」

スーパー販売は、主力の食料品を中心に緩やかに持ち直している。コンビニエンスストア販売は、加工
食品が好調であることなどから、増加している。ドラッグストア販売は、医薬品や食料品などが好調であ
るほか、新規出店効果もあって、増加している。百貨店販売は、食料品が堅調であるものの、重衣料を中
心に主力の衣料品が低調なことなどから、全体では弱含んでいる。家電大型専門店販売は、テレビや冷蔵
庫などの高機能商品を中心に持ち直している。ホームセンター販売は、他業態との競合から家庭用品や日
用品が低調なものの、園芸・農業資材等が堅調なことなどから、全体ではおおむね横ばいとなっている。
乗用車販売は、新型車効果が落ち着いたことなどから、弱含んでいる。旅行取扱高は、海外が持ち直して
いるものの、主力の国内は弱い動きとなっていることから、全体ではおおむね横ばいとなっている。
（主なヒアリング結果）
➢ 軽減税率の導入により、前回の消費税率引上げ時ほどの駆込みや反動の落込みはみられなかった。11 月に入り気温
が下がり始めたことやブラックフライデーセールスにより前回よりも売上の回復が早かった。
（スーパー、大企業）

➢ 大型催事の効果で客足は堅調だが、10 月は台風で 1 日閉館したことが響いた。11 月以降、駆込みの反動は落ち着
いているが、暖冬により重衣料を中心に季節商材の売行きが鈍い。
（百貨店、大企業）
➢ 高機能かつ大型のテレビ・冷蔵庫・洗濯機を中心に、11 月以降持ち直し始めており、東京五輪もあり、エコポイン
ト導入時に購入した家電の買換え需要がしばらく続くと考えられる。
（家電量販店、大企業）



生産活動 「高水準ながら弱含んでいる」

自動車関連は、国内向けは新型車効果が落ち着いており、輸出向けは弱含んでいることから、全体では
高水準ながらこのところ弱含んでいる。オートバイは、主力の輸出向けを中心に新型車効果により持ち直
しつつある。航空機体部品は、海外航空機メーカーの生産調整の影響があるものの、一部に持ち直しの動
きがみられることから、おおむね横ばいとなっている。金属工作機械は、国内受注、海外受注ともに減少
していることから、生産は減少している。半導体集積回路は、スマートフォン向けを中心に持ち直しの動
きがみられる。液晶は、持ち直しの兆しがみられる。開閉機器は、弱含んでいる。プラグは、減少してい
る。電動機は、おおむね横ばいとなっている。普通鋼は、弱含んでいる。特殊鋼は、弱い動きとなってい
る。
➢ 輸出向けは中国を中心に大きく減少しているほか、国内向けも新型車効果が薄らいでいることから、自動車部品の
生産はやや減少している。
（輸送機械、大企業）

➢ 受注残が減少しており、生産水準がペースダウンしている。足下はフル生産から少し下がった程度であるが、今後
は大きく減らしていく予定。
（生産用機械、大企業）
➢ スマートフォン向けを中心に需要が増えていることから、製造ラインはフル稼働で対応しており、今後も同水準を
見込んでいる。
（電子部品・デバイス、大企業）



雇用情勢 「労働力需給が引き締まっている」
有効求人倍率が引き続き高水準となっているほか、完全失業率が低水準となっている。
➢ 医療、福祉、運輸などの業種では慢性的な人手不足が続いている。また、システムエンジニアやプログラマーなど
の専門職の求人が旺盛となっている。
（労働局）

➢ 資格保持者が業界内で奪い合いとなっている。また、労働時間や休日など働き方を重視する人が増えている。
（小売
業、中小企業）
➢ 営業職の人材が不足しており、確保できれば更なる販売増につながると考えている。建設現場でも、基礎工事にか
かる作業員が不足している。
（建設業、大企業）
➢ 中国の景気減退の影響を考慮し、期間工の採用数を適宜見直している。また、所定外労働時間が減少している。
（輸
送用機械、大企業）
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 設備投資 「元年度は増加見込み」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10-12 月期
○ 製造業では、食料品などが減少となるものの、情報通信機器や輸送用機械などが増加となることから、増
加見込みとなっている。
○ 非製造業では、運輸や不動産などが増加となることから、増加見込みとなっている。
➢ 車両製造等にかかる投資や安全・安定輸送に向けた投資など、過去最高の設備投資額を予定している。
（運輸、大企
業）

 企業収益 「元年度は減益見込み」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10-12 月期
○ 製造業では、紙・パルプや情報通信機器などが増益となるものの、輸送用機械や生産用機械などが減益と
なることから、減益見込みとなっている。
○ 非製造業では、不動産が増益となるものの、サービスや卸・小売などが減益となることから、減益見込みと
なっている。

 企業の景況感 「『下降』超となっている」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10-12 月期
○ 景況判断ＢＳＩでみると、全産業の現状判断は、輸送用機械の「下降」超幅が拡大したほか、卸・小売の
「下降」超幅が拡大したことなどから、
「下降」超幅が拡大している。また、先行きは「下降」超幅が縮小す
る見通しとなっている。



住宅建設 「おおむね横ばいとなっている」
○ 貸家は減少しているものの、分譲が増加していることなどから、おおむね横ばいとなっている。



公共事業 「前年を上回っている」
○ 前払金保証請負金額でみると、県、国が増加していることなどから、前年を上回っている。



輸出 「弱い動きとなっている」
○ 輸出（円ベース）は、自動車及び自動車の部分品が減少していることなどから、弱い動きとなっている。
なお、輸入（円ベース）は、原油及び粗油が減少していることなどから、前年を下回っている。



企業倒産 「件数は前年を下回っている」

３．各県の総括判断
前回（元年 10 月判断）

今回（２年１月判断）

前回
比較

総括判断の要点
個人消費は回復しているものの、生産活
動は輸送機械を中心に高水準ながら弱含
んでいる。こうしたなか、労働力需給は
引き締まっている。

愛知県

緩やかに拡大している

拡大の動きに一服感がみられ
る

静岡県

一部に弱い動きがみられるも
のの、緩やかに回復している

回復の動きに一服感がみられ
る

生産活動は、自動車関連や金属工作機械
が弱含んでいるなど、全体では足踏みの
状況にあるなか、雇用情勢は改善し、個
人消費は緩やかに持ち直している。

岐阜県

緩やかに回復している

回復の動きに一服感がみられ
る

個人消費は緩やかに持ち直しているもの
の、生産活動はおおむね横ばいとなって
いる。こうしたなか、雇用情勢は改善し
ている。

回復の動きに一服感がみられ
る

生産活動は自動車関連が弱含んでいるな
ど、全体では足踏みの状況にある。こう
したなか、雇用情勢は改善しており、個
人消費は乗用車販売など一部に弱い動き
がみられるものの、緩やかに持ち直して
いる。

三重県

一部に弱い動きがみられるも
のの、回復している
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近畿財務局
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近畿財務局
１．総論
【総括判断】
「管内経済は、緩やかに拡大しつつある」
項

目

前 回（元年 10 月判断）

総括判断

今 回（2 年 1 月判断）

緩やかに拡大しつつある

前回
比較

緩やかに拡大しつつある

（注）2 年 1 月判断は、前回元年 10 月判断以降、2 年 1 月に入ってからの足下の状況までを含めた期間で判断している。

（判断の要点）

生産活動は、電気・情報通信機械等が低下しているなど回復のテンポが緩やかになっているものの、個
人消費は、コンビニエンスストアやドラッグストア等の販売が堅調となっているなど緩やかに回復して
おり、雇用情勢も一層の改善が進んでいる。
【各項目の判断】
項

目

前 回（元年 10 月判断）

今 回（2 年 1 月判断）

個人消費

緩やかに回復している

緩やかに回復している

生産活動

回復している

回復のテンポが緩やかになっている

雇用情勢

一層の改善が進んでいる

一層の改善が進んでいる

設備投資

元年度は前年度を上回る見込みとなっている

元年度は前年度を上回る見込みとなっている

企業収益

元年度は減益見込みとなっている

元年度は減益見込みとなっている

住宅建設

前年並みとなっている

前年を下回っている

前年を上回っている

前年を下回っている

輸 出

前回
比較

【先行き】
先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策効果などを背景に、緩やかに拡大し
ていくことが期待される。ただし、通商問題の動向や、海外経済の不確実性、消費税率引上げ後の消費者
マインドの動向等に留意する必要がある。
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２．各論
【主な項目】
 個 人 消 費 「緩やかに回復している」
百貨店・スーパー販売は、９月の売上増加の反動に加え、暖冬により冬物衣料が低調だったこと等
から前年を下回っているものの、足下では百貨店で高額品消費に持ち直しの動きがみられているほか、
スーパーでは飲食料品が引き続き堅調となっている。
コンビニエンスストア販売は、惣菜や冷凍食品等を中心に引き続き堅調となっている。
ドラッグストア販売は、食料品や日用品等の売上が堅調となっている。
ホームセンター販売は、日用品やペット用品等の売上が堅調となっている。
家電販売は、９月の売上増加の反動で前年を下回っているものの、パソコンの買替需要が引き続き
旺盛なほか、足下ではテレビや生活家電の売上が堅調となっている。
乗用車の新車登録届出台数は、前年を下回っている。
旅行取扱の状況は、国内旅行は北海道方面が堅調となっており、海外旅行はハワイ、欧州方面など
が好調となっている。
➢ 今冬は気温が下がらず冬物衣料が低調だったことに加え、クリスマス商戦の日並びも悪かった。また、9 月に駆け込みが
あった反動もあって宝飾品や化粧品等の売上が減少したものの、足下では富裕層を中心に高額品消費は回復傾向となって
いるほか、衣料品等の初売りも堅調だった。
（百貨店・大企業）
➢ 軽減税率の効果もあって消費税率引上げの影響は小さく、暖冬の影響から鍋物商材や冬物衣料といった一部商品の動き
は鈍かったものの、全体としては飲食料品を中心に堅調となっている。
（スーパー・大企業）
➢ 共働き世帯等の時短・中食需要により惣菜や冷凍食品の売上が着実に伸びている。また、10 月以降は政府施策のキャッ
シュレス・ポイント還元事業等により客単価が上昇した。
（コンビニエンスストア・大企業）
➢ トイレットペーパー等の日用品の売上が消費税率引上げ後に一時減少したが、11 月以降は回復している。
（ドラッグストア・中堅企業）
➢ 9 月の駆け込み需要の反動はあったものの、徐々に持ち直している。Windows7 のサポート終了もあり、パソコンの売上
が大きく伸長しているほか、年始初売りではＴＶや冷蔵庫、洗濯機も好調で、売上全体は前年並みの水準まで回復してい
る。年間を通しても、売上はプラスとなる見通し。
（家電量販店・大企業）
➢ 消費税率引上げや前年に新型車が好調だった反動もあって、前年比で販売台数は減少しているものの、ハイブリッド仕
様のファミリーカー等の受注は堅調で水準は悪くないと見ている。
（自動車販売店・大企業）

 生 産 活 動 「回復のテンポが緩やかになっている」
鉱工業指数（生産）でみると、食料品などが上昇しているものの、自動車向け製品の減少等から電
気・情報通信機械などが低下しており、生産活動は回復のテンポが緩やかになっている。
➢ 車載電池関係では、自動車産業が停滞気味であることから足下生産が少し落ちているが、年明け以降は回復してくると
みている。
（電気機械・大企業）
➢ 自動車向け電子部品について、受注自体は大きく減少していないものの、世界的な自動車販売台数の減少から在庫調整
は進んでいない。
（情報通信機械・大企業）
➢ 昨年 10 月の台風の影響で部品調達先の工場が浸水したことから部品供給が滞り、建設機械の一部機種について生産がで
きておらず、在庫でカバーしている状況にある。
（生産用機械・大企業）
➢ 半導体関係は、国内外問わず業界全体で上向いてきており、半導体製造装置の商談も増えてきている。5G 関連の商談も
出てきており、更なる受注増加を見込んでいる。
（生産用機械・中堅企業）
➢ カット処理を行った野菜や肉に調味料をセットした商品が、昨年以降足下現在まで引き続き好調に売れている。
（食料品・中小企業）

 雇 用 情 勢 「一層の改善が進んでいる」
建設や宿泊・飲食サービス業などを中心に人手不足感は強く有効求人倍率は高水準で推移している
ほか、完全失業率も低水準で推移するなど、雇用情勢は一層の改善が進んでいる。
➢ 受注減少等を背景に製造業の求人が一部で減少しているものの、建設業や宿泊業を中心に企業の人手不足感は依然とし
て強く、完全失業率は低水準で推移しており、労働需給はタイトな状態が続いている。
（公的機関）
➢ 電気系やプログラミング、ＡＩ関連等の技術職が不足しているが、他社との人材獲得競争が厳しく、社内育成にも取り
組んでいる。
（輸送機械・大企業）
➢ 施設の収容能力に対し十分な人手が確保できないことから客数を制限している。
（宿泊・中小企業）
➢ すべての職種で人手が不足しており、正社員の登用を積極的に行うほか、定年後の再雇用などできる限りの対応をして
いるものの、人手不足の解消には至っていない。
（小売・大企業）
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 設 備 投 資 「元年度は前年度を上回る見込みとなっている」（全産業）「法人企業景気予測調査」令和元年10－12 月期
製造業では、情報通信機械などが前年度を下回っているものの、電気機械、鉄鋼などが前年度を上回ってい
ることから、全体では前年度を上回る見込みとなっている。非製造業では、電気・ガス・水道、建設など、ほぼ
全ての業種で前年度を上回っていることから、全体では前年度を上回る見込みとなっている。
➢ 国内工場全体的な生産能力増強投資のほか、生産管理システム構築にかかるソフトウェア関連投資を計画。
（電気機械・大企業）
➢ 訪日外国人の増加を背景に旅客受入能力向上等を目的とした施設改修を計画。
（運輸・大企業）

 企 業 収 益 「元年度は減益見込みとなっている」（全産業）「法人企業景気予測調査」令和元年10－12 月期
売上は増収見込みであるが、高水準で続く設備投資の償却負担などを背景に減益見込みとなっている。
製造業では、情報通信機械などが増益となるものの、輸送用機械、生産用機械などが減益となることから、全
体では減益見込みとなっている。非製造業では、運輸・郵便などが増益となるものの、卸売、情報通信などが減
益となることから、全体では減益見込みとなっている。

 住 宅 建 設 「前年を下回っている」
新設住宅着工戸数でみると、貸家などが減少していることから、前年を下回っている。
➢ 賃貸住宅事業は、前年同期比でマイナス。銀行の融資が厳しくなっていることが要因。今後も厳しい状況が続くと
思われる。
（建設・大企業）



輸

出

「前年を下回っている」

管内通関実績（円ベース）でみると、輸出は、アメリカ向けの建設用・鉱山用機械やアジア向けの鉄鋼などが
減少していることから、前年を下回っている。なお、輸入は、前年を下回っている。

【その他の項目】
■ 企業の景況感

■

公 共 事 業

■
■

金
融
消費者物価

■

企 業 倒 産

法人企業景気予測調査（令和元年 10～12 月期調査）の景況判断ＢＳＩでみると全産業で
は「下降」超となっている。先行きについて、2 年 1～3 月期は、全産業では「下降」超の
見通しとなっている。
前払金保証請負金額でみると、市町村や府県などで増加していることから、前年を上回
っている。
貸出金残高は、前年を上回っている。
大阪市の消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）でみると、教育などが下落しているも
のの、食料などが上昇していることから、前年を上回っている。
倒産件数は、前年を上回っている。

３．各府県の総括判断
前回（元年 10 月判断）

今回（2 年 1 月判断）

前回
比較

総括判断の要点

大阪府

緩やかに拡大しつつある 緩やかに拡大しつつある

個人消費は回復しているほか、生産活動は回復しつつあ
り、雇用情勢は一層の改善が進んでいる。

京都府

緩やかに拡大しつつある 緩やかに拡大しつつある

個人消費は緩やかに回復しているほか、
生産活動は緩やか
に拡大しつつあり、雇用情勢は一層の改善が進んでいる。

兵庫県

緩やかに回復している

個人消費は緩やかに回復しつつあるほか、
生産活動は緩や
かに回復しており、雇用情勢は着実に改善している。

奈良県

緩やかに回復しつつある 緩やかに回復しつつある

生産活動は持ち直しのテンポが緩やかになっているもの
の、個人消費は緩やかに回復しつつあるほか、雇用情勢は
着実に改善している。

和歌山県 緩やかに回復しつつある 緩やかに回復しつつある

生産活動は回復のテンポが緩やかになっているものの、
個
人消費は緩やかに回復しつつあるほか、
雇用情勢は着実に
改善している。

滋賀県

回復しつつある

緩やかに回復している

個人消費は緩やかに回復しつつあるほか、生産活動は緩
やかに回復しており、雇用情勢は着実に改善している。

回復しつつある
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中国財務局
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中国財務局
１．総論
【総括判断】
「管内経済は、生産に弱さがみられるものの、

緩やかに回復している」
項

目

総括判断

前回（元年 10 月判断）

今回（2 年 1 月判断）

前回
比較

生産の一部に弱さもみられるが、 生産に弱さがみられるものの、緩
緩やかに回復している
やかに回復している

（注）2 年 1 月判断は、前回元年 10 月判断以降、2 年 1 月に入ってからの足下の状況までを含めた期間で判断している。

（判断の要点）

個人消費は、ドラッグストア販売や家電販売が好調であるなど、回復しつつある。生産活動は、輸送
機械や汎用・生産用・業務用機械が減少しているなど、回復の動きに一服感がみられる。雇用情勢は着
実に改善し、人手不足感が引き続き強い状況にある。
【各項目の判断】
項

目

前回（元年 10 月判断）

今回（2 年 1 月判断）

個人消費

回復しつつある

生産活動

一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに
回復の動きに一服感がみられる
回復している

雇用情勢

着実に改善しており、人手不足感が引き続き 着実に改善しており、人手不足感が引き続き
強い状況にある
強い状況にある

設備投資

元年度は前年度を上回る見込み

元年度は前年度を上回る見込み

企業収益

元年度は減益見込み

元年度は減益見込み

企業の
景況感

「上昇」超に転じる

「下降」超に転じる

住宅建設

前年を上回る

前年を下回る

輸出

前年を下回る

前年を下回る

前回
比較

回復しつつある

【先行き】
先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果や復旧需要にも支えられ、
緩やかに回復していくことが期待される。ただし、人手不足による企業活動への影響や通商問題の動向
を含む海外経済等の不確実性に加え、消費税率引上げ後の消費者マインドの動向に留意する必要がある。
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２．各論
 個人消費 「回復しつつある」
百貨店販売は衣料品などが低調であり、前年を下回っている。乗用車販売（新車登録・届出台数）は、
普通乗用車、小型乗用車、軽乗用車いずれも低調であり、前年を下回っている。ドラッグストア販売は
食料品などが、家電販売は白物家電やパソコンなどが好調であり、前年を上回っている。これらのこと
などから、個人消費は、全体では回復しつつある。
（主なヒアリング結果）
➢ 気温が下がらなかったことで冬物衣料などが低調だった。高級腕時計、海外ブランド製品などの高額品で消費税率引上
げに伴う駆け込みの反動がみられたが、想定内の動きだった。
（百貨店）
➢ 食料品が好調に推移しているほか、インフルエンザの流行に伴いマスクやのど飴などがよく売れた。
（ドラッグストア）
➢ 10 年前の家電エコポイント制度により購入した商品や、ＯＳのサポート終了を控えるパソコンに買替えの動きがみら
れ、好調に推移した。消費税率引上げに伴う駆け込みの反動はあったが、徐々に影響は小さくなっている。
（家電量販店）
➢ キャッシュレス・ポイント還元事業により、キャッシュレス比率が上昇している。キャッシュレス決済利用者は客単価
が高い傾向にあるほか、高級食料品ブランドとコラボした高価格帯商品などがよく売れており、売上の増加につながって
いる。
（コンビニエンスストア）
➢ 主力車種が前回モデルチェンジから時間が経過し、商品ラインナップの魅力が低下していることから、受注台数が減少
している。消費税率引上げの影響は一部で認められるが、需要平準化対策の効果もありそれほど大きくない。
（自動車販
売）

 生産活動 「回復の動きに一服感がみられる」
化学は、定期修理の終了に加え、建材向け樹脂原料の需要が堅調であることなどから、増加している。
電気機械は、スマートフォン向け電子部品等の需要が堅調であることなどから、増加している。一方、
輸送機械は、自動車が一部車種の需要に弱い動きがみられることなどから、減少している。汎用・生産
用・業務用機械は、自動車部品向け工作機械の需要に弱い動きがみられることなどから、減少している。
鉄鋼は、工作機械向けの需要に弱い動きがみられることなどから、減少している。このように、生産活
動は、全体では回復の動きに一服感がみられる。
（主なヒアリング結果）
➢ 都市部において再開発が進んでおり、建材向け樹脂原料の需要が堅調であることから、高操業が続いている。（化学）
➢ スマートフォン向けの需要が堅調であるほか、海外の「５Ｇ（第５世代移動通信システム）」基地局向けの需要も伸び
ていることから、高い生産水準となっている。（電気機械）
➢ 新型車の受注が好調であるものの、商品改良が行われていない車種の生産台数が減少している。（自動車）
➢ 受注残はあるものの、米中貿易摩擦などによる世界経済の先行きの不透明感から、国内外の企業の投資意欲が低下し、
設備投資を控える動きがみられており、自動車部品向け工作機械などの受注が減少していることから、生産台数が減少し
ている。（生産用機械）
➢ 中国経済の減速などの影響により企業の投資意欲が低下しており、工作機械向けの受注が減少していることから、生産
水準が下がっている。（鉄鋼）

 雇用情勢 「着実に改善しており、人手不足感が引き続き強い状況にある」
有効求人倍率（元年 9～11 月）は 1.86 倍と、全国の 1.57 倍と比べ高水準で推移しているほか、完全
失業率も低水準で推移するなど、雇用情勢は、着実に改善しており、人手不足感が引き続き強い状況に
ある。
（主なヒアリング結果）
➢ 新たに従業員を確保することが困難であるため、業務の効率化や省人化を図っている。現状では費用が高額であっても
セルフレジの導入が必要なほど従業員が不足している。（小売）
➢ 設計部門の人手不足が継続的な課題となっており、あらゆる手段で募集をするものの応募がない。このため、設計段階
から遅れが生じることで、受注が増えても前年並みの生産が限度となっている。（生産用機械）
➢ 働き方改革のため残業時間を増やすことができない。このため、アルバイトを増員して対応しているものの、求人への
応募が集まりにくい状況のため、賃金等の条件を上げることで人手を確保している。（情報通信機械）
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 設備投資 「元年度は前年度を上回る見込み」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10～12 月期
○

製造業では、「鉄鋼」、「窯業・土石」などで減少するものの、「化学」、「情報通信機械」などで増
加することから、全体では前年度を上回る見込みとなっている。
○ 非製造業では、「建設」、「電気・ガス・水道」などで減少するものの、「運輸・郵便」、「金融・保
険」などで増加することから、全体では前年度を上回る見込みとなっている。

（主なヒアリング結果）
➢ 生産能力を増強するための投資を行う。（化学、情報通信機械）
➢ 物流拠点を新設する。（運輸・郵便）

 企業収益 「元年度は減益見込み」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10～12 月期
○

製造業では、「その他の輸送用機械」、「パルプ・紙」などで増益となるものの、「生産用機械」、「鉄
鋼」などで減益となることから、全体では減益見込みとなっている。
○ 非製造業（除く「電気・ガス・水道業」、「金融業、保険業」）では、「医療・教育」、「卸売」など
で増益となるものの、「小売」、「運輸・郵便」などで減益となることから、全体では減益見込みとなっ
ている。

 企業の景況感 「『下降』超に転じる」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10～12 月期
○

企業の景況判断ＢＳＩは、「下降」超に転じている。なお、先行きは「下降」超幅が縮小する見通しと
なっている。

 住宅建設 「前年を下回る」
○

新設住宅着工戸数でみると、分譲住宅が増加しているものの、貸家、持家などが減少していることから、
前年を下回っている。

 輸出 「前年を下回る」
○

管内通関実績（円ベース）でみると、輸出は、化学製品、自動車などが減少していることから、前年を
下回っている。地域別では、アジア、大洋州などで減少している。
なお、輸入は、原油及び粗油、石油製品などが減少していることから、前年を下回っている。地域別で
は、中東、アジアなどで減少している。

３．各都道府県の総括判断
前回（元年 10 月判断）

鳥取県

島根県

緩やかに持ち直している

持ち直している

今回（2 年 1 月判断）

前回
比較

総括判断の要点

緩やかに持ち直している

個人消費は一部に弱さがみられるもの
の、持ち直しつつある。生産活動は一部
に弱さがみられるものの、緩やかに持ち
直しつつある。雇用情勢は着実に改善し
ており、人手不足感が継続している。

持ち直している

生産活動は回復に向けたテンポが緩やか
になっているが、個人消費は緩やかに持
ち直しの動きが続いており、雇用情勢は
一部に充足感がうかがわれるものの改善
が続いている。

生産の一部に弱さがみられる
ものの、緩やかに回復している

個人消費は、ドラッグストア販売、コン
ビニエンスストア販売が前年を上回るな
ど、総じて回復しつつある。生産活動は、
一部に弱さがみられ、回復に向けたテン
ポが緩やかになっている。雇用情勢は、
労働力需給が引き締まっており、引き続
き人手不足感が強い状況にある。

岡山県

緩やかに回復している

広島県

生産の一部に弱さもみられる 生産に弱さがみられるものの、
が、緩やかに回復している
緩やかに回復している

個人消費は回復しつつある。生産活動は
回復の動きに一服感がみられる。雇用情
勢は着実に改善し、人手不足感が引き続
き強い状況にある。

山口県

生産の一部に弱さがみられる
ものの、回復しつつある

個人消費は緩やかに持ち直している。生
産活動は回復に向けたテンポが緩やかに
なっている。雇用情勢は着実に改善し、
人手不足感が引き続き強い状況にある。

回復しつつある
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四国財務局
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四国財務局
１．総論
【総括判断】
「管内経済は、緩やかに回復している」
項

目

前回（元年 10 月判断）

今回（ 2 年 1 月判断）

緩やかに回復している

総括判断

前回
比較

緩やかに回復している

（注）2 年 1 月判断は、前回元年 10 月判断以降、2 年 1 月に入ってからの足下の状況までを含めた期間で判断している。

（判断の要点）

個人消費は、スーパーやコンビニエンスストアが堅調となっているほか、観光が好調であることから、
全体としては回復しつつある。生産活動は、輸送機械が持ち直しつつあり、プラスチックが緩やかに回復
しつつあることから、全体としては、一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに回復しつつある。雇用
情勢は、改善しており、人手不足感が続いている。

【各項目の判断】
項

目

前回（元年 10 月判断）

今回（ 2 年 1 月判断）

個人消費

回復しつつある

生産活動

一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに 一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに
回復しつつある
回復しつつある

雇用情勢

改善しており、人手不足感が拡がっている

改善しており、人手不足感が続いている

設備投資

令和元年度は前年度を下回る見込み

令和元年度は前年度を下回る見込み

企業収益

令和元年度は減益見込み

令和元年度は減益見込み

現状判断は「上昇」
「下降」同数

現状判断は「下降」超

住宅建設

前年並みとなっている

前年を下回っている

公共事業

前年度を上回っている

前年度を上回っている

企業の
景況感

前回
比較

回復しつつある

【先行き】
先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、景気が回復
していくことが期待される。
ただし、海外経済の不確実性や人手不足による企業活動への影響などに加え、消費税率引上げ後
の消費者マインドの動向にも留意する必要がある。
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２．各論


個人消費 「回復しつつある」
スーパーは、衣料品に弱さがみられるものの、飲食料品が堅調であることから、全体としては堅調とな
っている。コンビニエンスストアは、デザートや冷凍食品等に動きがみられることから、全体としては堅
調となっている。ドラッグストア販売は、新規出店効果に加え、飲食料品や化粧品等に動きがみられるこ
とから、前年を上回っている。家電販売は、冷蔵庫やパソコン等に動きがみられることから、前年を上回
っている。ホームセンター販売は、園芸用品に動きがみられるものの、暖房器具等の季節商品の動きが鈍
いことから、全体としては前年並みとなっている。百貨店は、衣料品に弱さがみられるものの、飲食料品
や高額品が底堅いことから、全体としては底堅いものとなっている。乗用車販売は、普通車、小型車、軽
乗用車のいずれにおいても前年を下回っている。観光は、天候に恵まれたことやイベントの効果から、好
調となっている。国内旅行は弱含んでおり、海外旅行は好調となっている。
（主なヒアリング結果）
➢ 総菜や冷凍食品等の家庭で手間をかけずに食べることができる商品は、品揃えを拡充していることなどから、動きはよい。
（スーパー）
➢ 消費税率引上げによる影響は、キャッシュレス・ポイント還元事業等の施策効果もあり、ほぼみられなかった。
（コンビニ
エンスストア）
➢ 売場面積の拡大など取扱いを強化している飲食料品は、引き続き好調である。また、消費税率引上げに伴う駆け込み需要
の反動がみられた化粧品や日用品も、足下ではほとんど回復している。
（ドラッグストア）
 期間を通して暖かい日が多かったほか、イベントの効果や、年始の日並びも良かったことから、好調となった。（観光
施設）



生産活動 「一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに回復しつつある」

輸送機械は、一定量の受注残を抱え、高操業が続いていることから、持ち直しつつある。プラスチック
は、小売店向けの需要が好調なことなどから、緩やかに回復しつつある。こうしたことから、全体では一
部に弱い動きがみられるものの、緩やかに回復しつつある。
➢ 船価は低位で横ばいだが、受注残を抱え、高水準の操業となっている。
（輸送機械）
➢ 環境に配慮した植物由来のレジ袋の需要が好調である。
（プラスチック）



雇用情勢 「改善しており、人手不足感が続いている」

有効求人倍率は、高水準で推移している。新規求人数は、サービス業や製造業等が減少するなど、前年
を下回っている。
➢ 人員確保のため、採用要件の緩和などを行っているものの、ドライバーが恒常的に足りていない。
（運輸）
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設備投資 「令和元年度は前年度を下回る見込み」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10-12 月期
○ 令和元年度は全産業で 9.0％の減少見込みとなっている。
○ これを業種別にみると、製造業で 13.5％の減少見込み、非製造業で 1.8％の増加見込みとなっている。



企業収益 「令和元年度は減益見込み」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10-12 月期
○ 令和元年度は全産業で 15.7％の減益見込みとなっている。
○ これを業種別にみると、製造業で 20.4％の減益見込み、非製造業で 0.1％の減益見込みとなっている。



住宅建設 「前年を下回っている」
○ 新設住宅着工戸数でみると、持家、貸家及び分譲で前年を下回っており、全体としても前年を下回ってい
る。



公共事業 「前年度を上回っている」
○ 前払金保証請負金額（令和元年度 12 月累計額）でみると、管内合計は前年度を上回っている。
○ 発注者別にみると、国など全てにおいて前年度を上回っている。

３．各県の総括判断
前 回（元年 10 月判断）

香川県

徳島県

愛媛県

高知県

緩やかに回復している

緩やかに回復しつつある

回復しつつある

緩やかに持ち直している

今 回（ 2 年 1 月判断）

前回
比較

総括判断の要点

緩やかに回復している

個人消費、生産活動は回復しつ
つあるほか、雇用情勢は改善し
ており、人手不足感が続いてい
る。

一部に弱い動きがみられるも
のの、緩やかに回復しつつあ
る

生産活動は持ち直しの動きに
一服感がみられるものの、個人
消費は持ち直しているほか、雇
用情勢は改善しており、人手不
足感が続いている。

回復しつつある

個人消費は緩やかに回復しつ
つあり、生産活動は持ち直して
いるほか、雇用情勢は改善して
おり、人手不足感が続いてい
る。

緩やかに持ち直している

個人消費、生産活動は持ち直
しているほか、雇用情勢は改
善しており、人手不足感が続
いている。
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九州財務局
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九州財務局
１．総論
【総括判断】
「管内経済は、緩やかに回復している」
項

目

総括判断

前回（元年 10 月判断）

緩やかに回復している

今回（２年１月判断）

前回
比較

緩やかに回復している

（注）２年１月判断は、前回元年 10 月判断以降、２年１月に入ってからの足下の状況までを含めた期間で判断している。

（判断の要点）

個人消費は、乗用車の新車販売が前年を下回っているものの、百貨店・スーパー販売及びコンビニエンス
ストア販売が堅調に推移していることなどから、回復しつつある。生産活動は、好調な電子部品・デバイスを
中心に緩やかに拡大しつつある。雇用情勢は、有効求人倍率が高水準で推移するなど改善しているなかで、
人手不足感が強い状況が続いている。

【各項目の判断】
項

目

前回（元年 10 月判断）

今回（２年１月判断）

個人消費

回復しつつある

回復しつつある

生産活動

回復している

緩やかに拡大しつつある

雇用情勢

改善しているなかで、人手不足感が高まってい 改善しているなかで、人手不足感が強い状況が
る
続いている

設備投資

元年度は増加見込み

元年度は増加見込み

企業収益

元年度は増益見込み

元年度は増益見込み

住宅建設

弱含んでいる

弱含んでいる

前回
比較

【先行き】
先行きについては、雇用情勢の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが
期待される。ただし、中国経済の先行きなど海外経済の不確実性や、消費税率引上げ後の消費者マインドの
動向、人手不足に伴う影響など、管内経済を下押しするリスクに留意する必要がある。
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２．各論
 個人消費 「回復しつつある」
百貨店・スーパー販売は、天候の影響から衣料品が低調であったものの、時計等の高額品などの動きから
堅調に推移している。コンビニエンスストア販売は、冷凍食品などを中心に堅調に推移している。家電販売
は、テレビやパソコンを中心に回復傾向にある。乗用車の新車販売は、前年を下回っている。宿泊者数（延
べ）は、外国人を含め前年を下回っている。
（主なヒアリング結果）
➢ 衣料品は、例年と比較して平均気温が高かったことから一貫して動きが鈍く、本来この時期の主力商品となる冬物衣料の
アウターなどが低調であった。
（百貨店・スーパー）
➢ 消費税率引上げ後の反動の影響については、前回税率引上げ時と比較し短期間となり、年末需要の発生する 12 月末で収
束した。年末年始の売上も例年と変わらず消費者マインドに変化はみられない。
（百貨店・スーパー）
➢ 台風通過直前のまとめ買い需要を契機に、冷凍食品の需要が増加した。
（コンビニエンスストア）
➢ キャッシュレス決済のポイント還元により売上が大きく増加しているとまでは言えないものの、消費税率引上げ後の反動
を抑える効果はみられる。
（コンビニエンスストア）
➢ 12 月は新型車効果により前年比微増となっており、反動減はそこまで大きくなかったものと認識。販売台数は前年比でも
う少し伸びるものと期待していたものの、今後の新型車発売を前に買い控えが発生したものと考えている。
（自動車販売店）
➢ 日韓貿易問題の影響により韓国人観光客が減少したものの、ラグビーW 杯開催の効果により欧米を中心に観光客が増加し、
その影響が和らいだ。
（行政機関）
➢ エクステリア等の高額商品や冬物商品に落ち込みがみられたものの、12 月に入ってから消費税率引上げの影響はほとん
どみられなくなった。
（ホームセンター）
➢ 地デジ移行から約８年が経ったことや Windows７のサポート終了を控え、テレビやパソコンに買い替え需要がみられる。
（家電）

 生産活動 「緩やかに拡大しつつある」
食料品等は、畜産製品等が堅調である。電子部品・デバイスは、スマートフォン向け部品が好調である。
化学・石油製品は、北米等向け製品が好調である。汎用・生産用・業務用機械は、半導体製造装置が好調
である。輸送機械は、自動車及び同部品が好調に推移している。
➢ 消費者の健康志向の高まりにより、鶏肉の需要は堅調なことから、高い生産水準が継続している。
（食料品等）
➢ カメラの多眼化・複眼化に伴い、スマートフォン向け部品への需要が旺盛なことから、生産設備はフル稼働の状況が継続
している。
（電子部品・デバイス）
➢ 北米等を中心とした、接着剤用原料の好調な需要を背景に高い生産水準を保っており、工場はフル稼働の状況にある。
（化
学・石油製品）
➢ 海外向け半導体製造装置の受注が好調に推移している。
（汎用・生産用・業務用機械）
➢ 中国経済の減速等の影響が一部みられるものの、自動車部品の受注は好調に推移している。
（輸送機械）

 雇用情勢 「改善しているなかで、人手不足感が強い状況が続いている」
有効求人倍率は高水準で推移している。
新規求人数は引き続き高水準で推移しており、
業種別にみると、
医療・福祉、卸売業・小売業、建設業等で多くの求人が発生している。
➢ 新規採用者（大卒）の初任給を引上げたが、同地域の同業種と比較すると、なお、低い水準であり、依然として人材確保
が困難である。
（小売業）
➢ 技術者不足により、自社施工できない案件は外注しているが、外注先も人手不足が深刻化しているため、受注を断らざる
を得ない状況が続いている。
（建設業）
➢ 切断、仕分け等の作業員が行っていた作業を機械化し、５人程度で実施していた作業が２人程度でできるようになり、安全性向
上と省力化を図ることができた。
（輸送機械）
➢ 非正規従業員の給与水準引上げや縁故採用を行っているものの、終業時間が遅いことから集まりは非常に悪く、人手は充
足せず、厳しい状況が続いている。従業員確保のために、従来からの求人登録に加え、契約社員の正社員化、中途採用者の
増加を行って対応している。
（宿泊業）
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 設備投資 「元年度は増加見込み」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10～12 月期
○ 製造業では、食料品製造業などで減少見込みとなっているものの、情報通信機械器具製造業などで増加見
込みとなっており、全体では増加見込みとなっている。
○ 非製造業では、電気・ガス・水道業などで減少見込みとなっているものの、金融業・保険業などで増加見込
みとなっており、全体では増加見込みとなっている。
➢ 増産に向けた積極的な投資を実施予定。
（情報通信機械器具製造業）
➢ 店舗建替えや業務システムの更改を実施予定。
（金融業・保険業）

 企業収益 「元年度は増益見込み」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10～12 月期
○ 製造業では、自動車・同附属品製造業などで減益見込みとなっているものの、情報通信機械器具製造業な
どで増益見込みとなっており、全体では増益見込みとなっている。
○ 非製造業では、農林水産業などで増益見込みとなっているものの、運輸業、郵便業などで減益見込みとな
っており、全体では減益見込みとなっている。

 企業の景況感 「『下降』超に転じる」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10～12 月期
○ 企業の景況判断ＢＳＩは、前期(元年７～９月期)に比べ、全産業では｢下降｣超に転じている。なお、先行き
については、２年１～３月期は｢下降｣超幅が縮小する見通しとなっている。

 住宅建設 「弱含んでいる」
○ 新設住宅着工戸数をみると、前年を下回っている。

 公共事業
○ 公共工事前払金保証統計の請負金額（31 年４月～元年 12 月累計）でみると、前年度を上回っている。

 農業
○ 野菜について、農協共販量は９月は前年を下回り、10 月、11 月ともに前年を上回っている。販売単価は９
月、10 月ともに前年を下回り、11 月は前年を上回っている。
○ 畜産物について、牛のと畜頭数は９月は前年を上回り、10 月、11 月は前年を下回っている。枝肉卸売価格
は９月から 11 月まで前年を下回っている。豚のと畜頭数は９月は前年を上回り、10 月、11 月は前年を下回
っている。枝肉卸売価格は９月から 11 月まで前年を上回っている。

 倒産
○ 企業倒産（元年 10～12 月期）は、件数、負債金額ともに前年を上回っている。

３．各県の総括判断
前回（元年 10 月判断）

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

緩やかに回復している

緩やかに持ち直している

緩やかに持ち直している

緩やかに回復しつつある

今回（２年１月判断）

前回
比較

総括判断の要点

緩やかに回復している

個人消費は、乗用車の新車販売が前年を下回っているも
のの、百貨店・スーパー販売及びコンビニエンスストア
販売が堅調に推移していることなどから、緩やかに回復
している。生産活動は、高水準な電子部品・デバイスを
中心に拡大しつつある。雇用情勢は、有効求人倍率が高
水準で推移するなど改善しているなかで、人手不足感が
強い状況が続いている。

緩やかに持ち直している

個人消費は、百貨店・スーパー販売額は前年並みとなっ
ており、コンビニエンスストア販売額やドラッグストア
販売額は前年を上回っているなど、持ち直しの動きが続
いている。また、生産活動は、緩やかに持ち直している
ほか、雇用情勢は、改善しているなかで、人手不足感が
強い状況が続いている。

緩やかに持ち直している

個人消費は、コンビニエンスストア販売額及び百貨店・
スーパー販売額が前年を上回っているほか、レジャー・
観光施設入場者数も前年を上回るなど、全体として持ち
直している。また、生産活動は、一部に弱さがみられる
ものの、持ち直しつつあるほか、雇用情勢は改善してい
るなかで、人手不足感が強い状況が続いている。

緩やかに回復しつつある

個人消費は、新車販売や観光施設入場者数などが前年を
下回ったものの、百貨店・スーパー販売や家電大型専門
店販売などが好調であったことから、持ち直している。
生産活動は、一部に持ち直しの動きがみられるものの、
海外需要の減少等による弱さもみられることから、一進
一退の状況にある。雇用情勢は、改善が続いているなか
で、人手不足感が拡がっている。
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福岡財務支局
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福岡財務支局
１．総論
【総括判断】
「管内経済は、回復している」
項

目

前回（元年 10 月判断）

今回（２年１月判断）

回復している

総括判断

前回
比較

回復している

（注）２年１月判断は、前回元年 10 月判断以降、２年１月に入ってからの足下の状況までを含めた期間で判断している。

（判断の要点）

個人消費は、百貨店・スーパー販売額などが前年を下回っているが、コンビニエンスストア販売額は前
年を上回っており、ドラッグストア販売額が増加に転じるなど、回復している。生産活動は、自動車が国
内向けを中心に足下の生産が弱含んでいるなど、横ばいの状況にある。雇用情勢は、有効求人倍率が引き
続き高水準で推移するなど、改善している。
【各項目の判断】
項

目

前回（元年 10 月判断）

今回（２年１月判断）

個人消費

回復している

回復している

生産活動

回復のテンポが緩やかになっている

横ばいの状況にある

雇用情勢

改善している

改善している

設備投資

令和元年度は増加見込み

令和元年度は増加見込み

企業収益

令和元年度は減益見込み

令和元年度は減益見込み

住宅建設

前年を上回っている

前年を下回っている

輸出

前年を下回っている

前年を下回っている

前回
比較

【先行き】
先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、回復が続くこと
が期待される。ただし、通商問題等の海外経済の動向に加え、消費税率引上げ後の消費者マインドの動
向などに留意する必要がある。
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２．各論


個人消費 「回復している」
百貨店・スーパー販売額は、百貨店、スーパーともに暖冬の影響により衣料品が低調なことなどから、
全体では前年を下回っているものの、百貨店、スーパーともに食料品が堅調で売上が伸びており、11 月
以降は減少幅が縮小している。コンビニエンスストア販売額は、冷凍食品、店内調理品等が引き続き好
調なことなどから、前年を上回っている。乗用車新車登録・届出台数は、普通車、小型車及び軽自動車
いずれも前年を下回っているものの、11 月以降は減少幅が改善傾向にある。ドラッグストア販売額は、
暖冬の影響により季節用品が低調なことなどから、前年を下回っているものの、11 月以降は医薬品等
の売上が伸びており増加に転じている。家電大型専門店販売額は、エアコン、冷蔵庫等が低調なことな
どから、前年を下回っているものの、パソコン、テレビが好調で売上が伸びており、11 月以降は減少幅
が縮小している。ホームセンター販売額は、日用品、雑貨が低調なことなどから、前年を下回っている
ものの、資材やＤＩＹ用品が好調で売上が伸びており、11 月以降は減少幅が縮小している。このよう
に、個人消費は回復している。

（主なヒアリング結果）
➢ 専門店やネット販売との競争激化の影響に加え、暖冬の影響もあり、冬物衣料品の売上が悪かった。消費税率引上げに伴
う駆け込みがあった家庭雑貨、日用消耗品で反動がみられるものの、11 月以降回復傾向に転じており、前回引上げ時より回
復が早いと感じている。また、食料品でもポイント還元や軽減税率の効果もあり、11 月以降売上は戻りつつある。
（スーパ
ー、中小企業）
➢ デザート、ベーカリー商品が好調であるほか、店内調理品が引き続き好調であった。また、惣菜などの日配食品が好調だ
ったほか、品揃えを強化した冷凍食品も好調である。洋酒、酎ハイは市場が伸びているため商品棚を増やしたこと、10 月は
ワールドカップの影響もあり好調であった。
（コンビニエンスストア、大企業）
➢ 引き続き新規出店効果により売上は好調である。10 月は消費税率引上げに伴う駆け込みがあった化粧品、日用雑貨等で反
動はあったが、軽減税率や販売価格を据え置いたことにより食料品は前年を上回っており、前回引上げ時より反動は小さい。
気温が高いままだったため、カイロ等の季節用品の動きが鈍かったが、11 月以降も引き続き食料品が好調であった。また化
粧品や医薬品等も販売価格の据え置きを行ったことによる客数増加のため好調であった。
（ドラッグストア、大企業）



生産活動 「横ばいの状況にある」
輸送機械の自動車は、国内向けを中心に足下の生産が弱含んでいる。鉄鋼は、高い操業を維持してい
るものの、海外メーカーとの競合などから引き続き生産が弱含んでいるほか、原材料費等のコストも上
昇が続いている。電子部品・デバイスは、車載向け製品が堅調なものの、スマートフォン向け製品の落
ち込みが続いている。造船は、一定の受注残高や操業を維持しているものの、受注価格は低い状態が続
いている。このように、生産活動は横ばいの状況にある。
➢ 国内向け及び海外向け主力の北米向けの生産が引き続き弱含んでいる。また、中東向けの生産も伸び悩んでいる。
（輸送
機械、中小企業）
➢ 主力の自動車向け鋼材やレールの生産は、高操業を維持しているものの、海外メーカーとの競合が続いており、生産が弱
含んでいる。また、原材料費等のコストも上昇が続いている。
（鉄鋼、大企業）
➢ 車載向け製品は堅調に推移しているが、中国経済の減速を受けて、スマートフォン向け製品は需要の落ち込みが続いてい
る。
（情報通信機械器具、中堅企業）



雇用情勢 「改善している」
有効求人倍率は、引き続き高水準で推移している。新規求人数は、足下、前年を下回っているものの、
引き続き高水準で推移している。新規求職者数は前年を下回っている。このように、雇用情勢は改善し
ている。
➢ 管理技術者等の有資格者は、人材が限られており他社と競合するため、採用が難しい。
（建設、中堅企業）
➢ 受注がコンスタントにあるため人手は不足しており、足りない部分は外注で補っている。
（建設、中小企業）
➢ 生鮮、惣菜を扱う部門で特に人手不足が続いている。
（小売、中小企業）
➢ 新規求人数は全体として高水準であるが、製造業においては、省力化投資の進展や、人手不足感の緩和を背景として減
少が続いている。有効求人倍率は引き続き高水準で推移していることなどから、現在の情勢判断に変更はない。
（労働局）
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設備投資 「令和元年度は増加見込み」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10～12 月期
○ 製造業では、
「非鉄金属」等で増加見込みとなっているものの、
「自動車・同附属品」
、
「電気機械器具」等で
減少見込みとなっていることから、全体では減少見込みとなっている。
○ 非製造業では、
「その他の物品賃貸」等で減少見込みとなっているものの、
「運輸、郵便」
、
「小売」等で増加
見込みとなっていることから、全体では増加見込みとなっている。
➢ 前年度は、新型車やモデルチェンジ車の生産開始に向けて大掛かりな設備投資を実施していた。今年度はそうした特殊
要因もなく、反動減となっている。
（自動車・同附属品、大企業）
➢ 運輸事業における安全投資に加え、複合施設建設費用、駅ビル開発費用などを見込んでいるため、前年度より増額の見込
み。
（運輸､郵便、大企業）



企業収益 「令和元年度は減益見込み」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10～12 月期
○ 製造業では、
「自動車・同附属品」等で増益見込みとなっているものの、
「非鉄金属」
、
「窯業・土石製品」
等で減益見込みとなっていることから、全体では減益見込みとなっている。
○ 非製造業では、
「小売」等で増益見込みとなっているものの、
「運輸、郵便」
、
「情報通信」等で減益見込み
となっていることから、全体では減益見込みとなっている。



住宅建設 「前年を下回っている」
○ 新設住宅着工戸数でみると、分譲住宅が増加しているものの、貸家、持家及び給与住宅が減少しているこ
とから前年を下回っている。



輸出 「前年を下回っている」
○ 輸出（円ベース）は、前年を下回っている。なお、輸入（円ベース）は、前年を下回っている。

（その他項目）
○ 企業の景況感を法人企業景気予測調査（元年 10～12 月期）の景況判断ＢＳＩでみると、元年 10～12 月期
は、引き続き「下降」超となっている。先行きについては、２年１～３月期は、
「上昇」超 に 転 じ る 見通
しとなっている。

３．管内各県の総括判断
前回（元年 10 月判断）

今回（２年１月判断）

前回
比較

総括判断の要点

福岡県

回復している

回復している

生産活動は横ばいの状況にあるものの、個
人消費は回復しているほか、雇用情勢は改
善している。

佐賀県

回復しつつある

回復しつつある

個人消費は緩やかに回復しつつあるほか、
生産活動は回復しつつあり、雇用情勢は改
善している。

長崎県

緩やかに持ち直している

緩やかに持ち直している

生産活動は横ばいの状況にあるものの、個
人消費は持ち直しつつあるほか、雇用情勢
は改善している。
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沖縄総合事務局
１．総論
【総括判断】
「管内経済は、拡大している」
項

目

総括判断

前回（元年 10 月判断）

拡大している

今回（２年１月判断）

前回
比較

拡大している

（注）２年１月判断は、前回元年 10 月判断以降、２年１月に入ってからの足下の状況までを含めた期間で判断している。

（判断の要点）

個人消費は、
百貨店・スーパーやコンビニエンスストアの販売額が堅調に推移するなど、
拡大している。
観光は、入域観光客数が増加するなど、拡大している。雇用情勢は、有効求人倍率が高水準で推移するな
ど、改善している。

【各項目の判断】
項

目

前回（元年 10 月判断）

今回（２年１月判断）

個人消費

拡大している

拡大している

観光

拡大している

拡大している

雇用情勢

改善している

改善している

設備投資 元年度は前年度を上回る見込み

元年度は前年度を上回る見込み

企業収益 元年度は減益見込み

元年度は減益見込み

企業の
景況感

現状判断は、
「上昇」超幅が拡大している

前回
比較

現状判断は、
「上昇」超幅が縮小している

住宅建設 前年を下回っている

前年を下回っている

公共事業 前年を上回っている

前年を上回っている

生産活動 緩やかな持ち直しの動きに足踏みがみられる 足踏みの状況にある

【先行き】
先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、沖縄振興策などを背景として景気が拡大して
いくことが期待される。ただし、通商問題を巡る動向等の海外経済の動向や、労働力需給の動向などに加
え、消費税率引上げ後の消費者マインドの動向について留意する必要がある。
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２．各論
 個人消費 「拡大している」
百貨店・スーパー販売額は、新規出店効果などから前年を上回っている。コンビニエンスストア販売額
は、新規出店効果などから前年を上回っている。ドラッグストア販売額は、新規出店効果などから前年を
上回っている。新車販売台数は、前年を下回っているものの、中古車販売台数は、販売促進効果などから
前年を上回っている。家電販売額は、エアコンなどが好調であることから前年を上回っている。このよう
に、個人消費は拡大している。
（主なヒアリング結果）
➢ 消費税率引上げ後の反動や競合店の増加、インバウンドの落ち込みにより、引き続き業績が厳しい。最近は不要な物が入
った福袋を購入するよりセールで必要な物を購入する傾向にある。
（百貨店・スーパー、中堅企業）
➢ 11 月、12 月は独自のポイント還元セールなどによる営業努力により前年比増であるが、消費者が消費に消極的なマイン
ドがあり、価格に敏感になっていると感じている。12 月は、衣料品は今後の天候次第であるが、食料品は取り戻しつつある
ように思う。消費税率引上げ後の反動は、前回より軽減税率対象商品があるため小さい。
（百貨店・スーパー、中堅企業）
➢ ９～11 月の３ヶ月平均売上は、全店ベース、既存店ベースともに前年比は増加しており堅調である。1 月以降もあまり変
わらないが、新規出店が増え、競合の影響が出てくるかもしれない。
（コンビニエンスストア、中小企業）
➢ 暖冬の影響で今四半期売れ筋の風邪薬や乾燥用のクリーム類が売れていない。しかしながら、夏場に需要があるエチケッ
ト商品などが売れたことが下支えとなった。消費税率引上げ後の反動は、食料品の軽減税率があるため、前回増税時に比べ
ると反動は小さい。11 月は化粧品や医薬品などの高額商品はまだまだ回復していないが、日用品は盛り返している。12 月
はポイント付与を増やし前年比増となった。
（ドラッグストア、中堅企業）
➢ 10～12 月の売上は、前年比減であるが、来店客数は減っていない。９月に決算セールが終わった後で例年落ち込む時期で
あることや、最近の傾向として受注生産で在庫をかかえないことから、登録ベースで遅れることなどが影響している。
（自
動車販売店、中小企業）
➢ 10 月、11 月は消費税率引上げ前の駆け込みの反動により、来店客数、販売数量、販売価格とも悪かった。12 月は、購入
単価の低下がみられるものの、販売数量は前年を超えていた。１月に Windows7 のサポートが終了するため、パソコンの買
換需要が徐々に出てきている。
（家電量販店、大企業）

 観光 「拡大している」
入域観光客数は、外国客は、韓国からの訪日旅行自粛の影響や航空路線の減便などにより減少している
ものの、国内客は、個人旅行需要などにより増加していることから、全体では増加している。ホテルの客
室稼働率、客室単価はともに前年を下回っている。このように、観光は拡大している。
➢ 10 月と 11 月は波があった。稼働率は高水準を維持したものの、空室を埋めるために単価を下げた。売上は、単価を下げ
たため前年と比べると若干下がるぐらい。日韓関係の悪化に伴う韓国客の減少分は、中国客や台湾客、国内客でカバーし、
減少分を最小限にとどめ大きな影響はなし。
（宿泊、中小企業）
➢ インバウンド客については、グループ全体でみると 15～20％の割合であり、そのうち 40％強が韓国客である。冬場に暖
かい沖縄にゴルフ目的で旅行に来る韓国客が激減している。
（宿泊、中堅企業）
➢ 10 月の入場者数は、外国客の韓国客が 3 割減少したものの、香港客及び台湾客が前年より増加し前年並み。11 月は、韓
国客の減少はあるものの、国内客が好調に増加し全体で増加。なお、11 月は首里城火災の影響により急遽、観光先を当施設
に振替の対応もあった。12 月は、前年より増加見込み。お土産などの物販売上は、10 月～12 月は、どの月も対前年同月比
3％増となった。
（娯楽、中堅企業）

 雇用情勢 「改善している」
有効求人倍率は高水準で推移している。新規求人数は、医療・福祉、運輸業・郵便業などの多くの業種
で前年を上回っており、新規求職者数（新規求職申込件数）は前年を上回っている。このように、雇用情
勢は改善している。
➢ 県内は新規ホテルが次々に開業しているため、ホテル業界での従業員の引き抜きや転職が頻繁に起きており、売り手市場
の人手不足が続いている。
（宿泊、中小企業）
➢ 技術職では建築士、施工管理士、事務職では経理担当等の有資格者の集まりが非常に悪い。今までは人員配置の調整でな
んとかカバーできていたが、現在は受注を制限している。
（建設、中小企業）
➢ 人手不足は継続している。特に離島が不足しているため、ＴＶＣＭを実施し募集している。
（陸運、中小企業）
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 設備投資 「元年度は前年度を上回る見込み」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10－12 月期
○ 製造業では、窯業・土石などで増加することから、全体では前年度を５．６％上回る見込みとなっている。
○ 非製造業では、不動産・物品賃貸、運輸・郵便などで減少するものの、情報通信、卸売・小売などで増加す
ることから、全体では前年度を２３．４％上回る見込みとなっている。
➢ クレーン、ジャッキ等の工事機械類やコンクリート製品の型枠購入、基幹業務システムのクラウド化を行うため、増加見
込みである。(窯業・土石、中堅企業）
➢ 事業領域を広げ、次の収益基盤を確立するため、海底ケーブル敷設工事、データセンター建設を行うので、増加見込みで
ある。 (情報通信、大企業)

 企業収益 「元年度は減益見込み」（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10－12 月期
○ 製造業では、鉄鋼、食料品などで増益となることから、全体では１４３．５％の増益見込みとなっている。
○ 非製造業では、情報通信、運輸・郵便などで増益となるものの、卸売・小売、建設などで減益となることか
ら、全体では８．３％の減益見込みとなっている。

 企業の景況感 「現状判断は「上昇」超幅が縮小、先行きは「上昇」超幅が拡大後、「下降」超に
転じる見通し」
（全産業）「法人企業景気予測調査」元年10－12 月期

○ 企業の景況判断ＢＳＩは、全産業では「上昇」超幅が縮小している。先行きは「上昇」超幅が拡大後、
「下
降」超に転じる見通しとなっている。

 住宅建設 「前年を下回っている」
○ 新設住宅着工戸数は、持家、分譲で前年を上回っているものの、貸家で前年を下回っていることから、全
体では前年を下回っている。

 公共事業 「前年を上回っている」
○ 公共工事前払金保証請負額（元年度１２月累計）は、前年を上回っている。

 生産活動 「足踏みの状況にある」
○ 窯業・土石、金属製品は前年を上回っているものの、食料品、化学・石油製品は前年を下回っている。この
ように、生産活動は足踏みの状況にある。
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