全 国 財 務 局

管内経済情勢報告概要
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Ⅰ

地域経済の概況

－1－

地域経済の概況

○２年１月判断と比べた２年４月判断の地域経済の動向
「総括判断」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全地域で「下方修正」。
○２年４月判断の全局総括判断
「新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制されるなか、足下で急速
に下押しされており、極めて厳しい状況にある」

【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

－2－

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（2年1月判断）

全局総括

財務局名

管内経済情勢報告

今回（2年4月判断）

前回との
基調比較

今回（2年4月判断）

全局総括判断の要点
個人消費は、感染症の影響により、足下では、スーパーやドラッ
グストア販売が好調である一方、百貨店やサービス業等では急速
に減少している。生産活動は、サプライチェーンの乱れや世界的
な需要減少等の影響を受け、足下では輸送機械等で減少してい
る。雇用情勢は、改善してきたが、足下では感染症の影響がみら
れ、一部で弱い動きとなっている。

新型コロナウイルス感染症の影響
生産に弱さがみられるものの、回 により、経済活動が抑制されるな
か、足下で急速に下押しされてお
復している
り、極めて厳しい状況にある

前回（2年1月判断）

（参考）

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

新型コロナウイルス感染症の影響
により、経済活動が抑制され、足
下では観光で悪化がみられるな
ど、極めて厳しい状況にある

個人消費は、百貨店販売などで新型コロナウイルス感染症の影響
により前年を下回っているなど、一進一退の状況にある。生産活
動は、弱含んでいる。雇用情勢は、改善してきたが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響が懸念される。観光は、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、悪化している。

東

北

回復しつつある

新型コロナウイルス感染症の影響
により、経済活動が抑制されるな
か、足下で大きく下押しされてお
り、厳しい状況にある

個人消費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い動き
となっている。生産活動は、電子部品・デバイスが自動車向けな
どで低調となっているほか、輸送機械が弱い動きとなっているな
ど、弱含んでいる。雇用情勢は改善のテンポが緩やかになってい
る。

東

新型コロナウイルス感染症の影響
生産に弱さがみられるものの、回 により、経済活動が抑制されるな
か、足下で急速に下押しされてお
復している
り、極めて厳しい状況にある

個人消費は、スーパー販売額及びドラッグストア販売額が前年を
上回っているものの、百貨店販売額が前年を下回っているほか、
宿泊や飲食サービスを中心に弱い動きとなっているなど、感染症
の影響により、全体として弱含んでいる。生産活動は、輸送機
械、生産用機械などが増加しているものの、電気機械、化学など
が減少しているなど、足踏みの状況にあったが、感染症の影響に
より、足下で減産の動きが広がっている。雇用情勢は、改善のテ
ンポが緩やかになっている。

北

陸

拡大に向けたテンポが緩やかに
なっている

新型コロナウイルス感染症の影響
により、弱い動きとなっており、
足下ではさらに下押しされ、厳し
い状況にある

個人消費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、ドラッグ
ストア販売が好調となっているものの、百貨店・スーパー販売が
弱含んでいることに加え、足下で観光地の入込客数が前年を大き
く下回っているなど、全体では弱い動きとなっている。生産活動
は、電子部品・デバイスが緩やかに持ち直しつつあるものの、生
産用機械が弱含んでいるほか、金属製品が弱まっていることなど
から、全体では弱含んでいる。雇用情勢は、改善しているもの
の、一部に弱い動きがみられる。

東

海

拡大の動きに一服感がみられる

新型コロナウイルス感染症の影響
により、経済活動が抑制されるな
か、足下で急速に下押しされてお
り、極めて厳しい状況にある

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は、旅行など
サービス消費を中心に厳しい状況がみられ、全体としては足下で
急速に減少している。生産活動は、輸送機械を中心に減産の動き
が広まるなど、足下で急速に減少している。こうしたなか、雇用
情勢は幅広い業種で求人の減少がみられる。

近

畿

緩やかに拡大しつつある

新型コロナウイルス感染症の影響
により、経済活動が抑制されるな
か、足下で急速に下押しされてお
り、極めて厳しい状況にある

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は百貨店販売
や旅行取扱等を中心に急速に減少しており、生産活動も電気・情
報通信機械等が低下しているなど減少している。雇用情勢は改善
しているものの、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。

中

国

新型コロナウイルス感染症の影響
生産に弱さがみられるものの、緩 により、経済活動が抑制され、足
やかに回復している
下で急速に下押しされており、厳
しい状況にある

個人消費は、百貨店販売や家電販売が低調であるなど、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、足下、弱い動きとなっている。
生産活動は、化学や鉄鋼が減少していることに加え、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、足下、輸送機械が減少しているな
ど、弱まっている。雇用情勢は改善してきたが、足下、新型コロ
ナウイルス感染症の影響がみられる。

国

緩やかに回復している

新型コロナウイルス感染症の影響
により、経済活動が抑制され、足
下で下押しされた状況にある

個人消費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、スーパー
が弱含んでいるほか、百貨店や観光などが低調となっていること
から、全体としては弱含んでいる。生産活動は、輸送機械や窯
業・土石で持ち直しに向けた動きに一服感がみられ、化学は足踏
みの状況にあることから、全体としては、足踏みの状況にある。
雇用情勢は、改善していたが、新型コロナウイルス感染症の影響
がみられる。

緩やかに回復している

新型コロナウイルス感染症の影響
により、経済活動が抑制されるな
か、足下で急速に下押しされてお
り、厳しい状況にある

個人消費は、百貨店・スーパー販売は前年並みとなっており、コ
ンビニエンスストア販売は堅調に推移しているものの、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、足下で急速に下押しされ、弱い
動きとなっている。生産活動は、感染症の影響により、足下で下
押しされ、弱い動きとなっている。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たが、感染症の影響がみられ
る。

回復している

新型コロナウイルス感染症の影響
により、経済活動が抑制されるな
か、足下で急速に下押しされてお
り、厳しい状況にある

個人消費は、ドラッグストア販売額などが前年を上回っている
が、百貨店・スーパー販売額、旅行取扱高などが前年を下回って
いるなど、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部で急速
に下押しされ、足下減少している。生産活動は、自動車が国内外
向けともに減少しているなど、新型コロナウイルス感染症の影響
により、減少している。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きたが、足下、低下しており、一部に新型コ
ロナウイルス感染症の影響がみられる。

拡大している

新型コロナウイルス感染症の影響
により、経済活動が抑制され、足
下では観光で悪化がみられるな
ど、極めて厳しい状況にある

個人消費は、百貨店・スーパーやコンビニエンスストアは、外出
自粛等により来店客数が減少しているなど、新型コロナウイルス
感染症の影響により、弱含んでいる。観光は、入域観光客数が減
少するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により、悪化して
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
ていたが、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。

関

四

九

州

福

岡

沖

縄

（注）※ 令和2年4月判断は、前回1月判断以降、4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4月判断）
新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
北海道財務局 抑制され、足下では観光で悪化がみられるなど、極め
て厳しい状況にある

東北財務局

前回と
の比較

総括判断の要点
個人消費は、百貨店販売などで新型コロナウイルス感染症の影響により前年を下回っているなど、一進一退の状況にあ
る。生産活動は、弱含んでいる。雇用情勢は、改善してきたが、新型コロナウイルス感染症の影響が懸念される。観光
は、新型コロナウイルス感染症の影響により、悪化している。

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
抑制されるなか、足下で大きく下押しされており、厳
しい状況にある

個人消費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い動きとなっている。生産活動は、電子部品・デバイスが自動
車向けなどで低調となっているほか、輸送機械が弱い動きとなっているなど、弱含んでいる。雇用情勢は改善のテンポが
緩やかになっている。

➣

青

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
森 抑制されるなか、足下で大きく下押しされており、厳
しい状況にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により弱い動きとなっており、生産活動は持ち直しつつある。雇用情勢は改
善のテンポが緩やかになっている。

➣

岩

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
手 抑制されるなか、足下で大きく下押しされており、厳
しい状況にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により弱い動きとなっており、生産活動は緩やかに持ち直している。雇用情
勢は改善のテンポが緩やかになっている。

➣

宮

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
城 抑制されるなか、足下で大きく下押しされており、厳
しい状況にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により弱い動きとなっており、生産活動は弱含んでいる。雇用情勢は改善の
テンポが緩やかになっている。

➣

秋

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
田 抑制されるなか、足下で大きく下押しされており、厳
しい状況にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により弱い動きとなっており、生産活動は弱含んでいる。雇用情勢は改善の
テンポが緩やかになっている。

➣

山

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
形 抑制されるなか、足下で大きく下押しされており、厳
しい状況にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により弱い動きとなっており、生産活動は緩やかに持ち直している。雇用情
勢は改善のテンポが緩やかになっている。

➣

福

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
島 抑制されるなか、足下で大きく下押しされており、厳
しい状況にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により弱い動きとなっており、生産活動は弱含んでいる。雇用情勢は改善の
テンポが緩やかになっている。

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
抑制されるなか、足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある

個人消費は、スーパー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ものの、百貨店販売額が前年を下回ってい
るほか、宿泊や飲食サービスを中心に弱い動きとなっているなど、感染症の影響により、全体として弱含んでいる。生産
活動は、輸送機械、生産用機械などが増加しているものの、電気機械、化学などが減少しているなど、足踏みの状況に
あったが、感染症の影響により、足下で減産の動きが広がっている。雇用情勢は、改善のテンポが緩やかになっている。

関東財務局

➣

茨

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
城 抑制されるなか、足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある

個人消費は、感染症の影響により、弱含んでいる。生産活動は、一進一退の状況にあったが、感染症の影響により、足下
で減産の動きが広がっている。雇用情勢は、改善のテンポが緩やかになっている。

➣

栃

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
木 抑制されるなか、足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある

個人消費は、感染症の影響により、弱含んでいる。生産活動は、弱含みの状況にあったが、感染症の影響により、足下で
減産の動きが広がっている。雇用情勢は、改善の動きに一服感がみられる。

➣

群

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
馬 抑制されるなか、足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある

個人消費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、弱含んでいる。生産活動は、一進一退の状況にあったが、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、足下で減産の動きが広がっている。また、雇用情勢は、改善の動きに一服感がみられ
る。

➣

埼

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
玉 抑制されるなか、足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある

個人消費は、感染症の影響により、弱含んでいる。生産活動は、足踏みの状況にあったが、感染症の影響により、足下で
減産の動きが広がっている。雇用情勢は、改善のテンポが緩やかになっている。

➣

千

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
葉 抑制されるなか、足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により、弱含んでいる。生産活動は足踏みの状況にあったが、新型コロナウ
イルス感染症の影響により、足下で減産の動きがみられ始めている。雇用情勢は改善のテンポが緩やかになっている。

➣

東

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
京 抑制されるなか、足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある

個人消費や産業活動は、新型コロナウイルス感染症の影響により、弱含んでいる。雇用情勢は、改善しており、人手不足
感が続いている。

➣

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
神奈川 抑制されるなか、足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある

➣

新

潟

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
抑制され、弱含んでいる

個人消費は、新型コロナウイルス感染症などの影響により、弱含んでいる。生産活動は、緩やかに回復しつつあったが、
新型コロナウイルス感染症の影響により、足下では横ばいの状況にある。雇用情勢は、改善の動きに一服感がみられる。

➣

山

梨

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
抑制され、弱含んでいる

個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により、弱含んでおり、生産活動は足踏みの状況にあったが、新型コロナウ
イルス感染症の影響により、足下で弱含んでいる。雇用情勢は改善の動きに一服感がみられる。

➣

長

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
野 抑制されるなか、足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある

新型コロナウイルス感染症の影響などにより、個人消費は弱含んでおり、生産活動は足踏みの状況にある。雇用情勢は改
善のテンポが緩やかになっている。

新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い動きと
なっており、足下ではさらに下押しされ、厳しい状況
にある

個人消費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、ドラッグストア販売が好調となっているものの、百貨店・スー
パー販売が弱含んでいることに加え、足下で観光地の入込客数が前年を大きく下回っているなど、全体では弱い動きと
なっている。生産活動は、電子部品・デバイスが緩やかに持ち直しつつあるものの、生産用機械が弱含んでいるほか、金
属製品が弱まっていることなどから、全体では弱含んでいる。雇用情勢は、改善しているものの、一部に弱い動きがみら
れる。

北陸財務局

個人消費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、弱含んでいる。生産活動は、弱い動きとなっている。雇用情勢
は、改善の動きに足踏みがみられる。

➣

富

新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い動きと
山 なっており、足下ではさらに下押しされ、厳しい状況
にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い動きとなっており、生産活動は弱含んでいる。また、雇用情勢
は改善しているものの、一部に弱い動きがみられる。

➣

石

新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い動きと
川 なっており、足下ではさらに下押しされ、厳しい状況
にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い動きとなっており、生産活動は弱含んでいる。また、雇用情勢
は改善しているものの、一部に弱い動きがみられる。

➣

福

新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い動きと
井 なっており、足下ではさらに下押しされ、厳しい状況
にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い動きとなっており、生産活動は足踏みの状況にある。また、雇
用情勢は着実に改善してきたが、一部に弱い動きがみられる。

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
抑制されるなか、足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は、旅行などサービス消費を中心に厳しい状況がみられ、全体として
は足下で急速に減少している。生産活動は、輸送機械を中心に減産の動きが広まるなど、足下で急速に減少している。こ
うしたなか、雇用情勢は幅広い業種で求人の減少がみられる。

東海財務局

➣

岐

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
阜 抑制されるなか、足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は足下で急速に減少しているほか、生産活動は足下で減少している。
こうしたなか、雇用情勢は感染症の影響がみられる。

➣

静

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
岡 抑制されるなか、足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は外出自粛に伴う消費活動の停滞により、観光などを中心に厳しい状
況にあり、足下で急速に減少しているほか、生産活動は国内外の需要の減少や海外とのサプライチェーンへの影響によ
り、足下で急速に減少している。こうしたなか、雇用情勢は幅広い業種で求人の減少がみられる。

➣

愛

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
知 抑制されるなか、足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は足下で急速に減少しており、生産活動も輸送機械を中心に足下で急
速に減少している。こうしたなか、雇用情勢は幅広い業種で求人の減少がみられる。

➣

三

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が
重 抑制されるなか、足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は、観光などサービス消費を中心に厳しい状況がみられ、全体として
は足下で急速に減少している。生産活動は、海外とのサプライチェーンへの影響などにより、足下で減少している。こう
したなか、雇用情勢は幅広い業種で求人の減少がみられる。

（注）2年4月判断は、前回1月判断以降、4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。

－4－

総括判断（2年4月判断）

近畿財務局

前回と
の比較

総括判断の要点

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
されるなか、足下で急速に下押しされており、極めて厳し
い状況にある

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は百貨店販売や旅行取扱等を中心に急速に減少しており、生産活動も
電気・情報通信機械等が低下しているなど減少している。雇用情勢は改善しているものの、新型コロナウイルス感染症の
影響がみられる。

➣

滋

賀

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
されるなか、足下で急速に下押しされており、極めて厳し
い状況にある

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は急速に減少しているほか、生産活動は減少しており、雇用情勢は改
善の動きに一服感がみられる。

➣

京

都

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
されるなか、足下で急速に下押しされており、極めて厳し
い状況にある

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は急速に減少しているほか、生産活動は減少しており、雇用情勢は改
善のテンポが緩やかになっている。

➣

大

阪

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
されるなか、足下で急速に下押しされており、極めて厳し
い状況にある

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は急速に減少しているほか、生産活動は減少している。雇用情勢は改
善しているものの、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。

➣

兵

庫

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
されるなか、足下で急速に下押しされており、極めて厳し
い状況にある

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は急速に減少しているほか、生産活動は減少している。雇用情勢は急
速に新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。

➣

奈

良

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
されるなか、足下で急速に下押しされており、極めて厳し
い状況にある

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は急速に減少しているほか、生産活動は減少している。雇用情勢は改
善しているものの、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。

➣

和歌山

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
されるなか、足下で大きく下押しされており、厳しい状況
にある

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費及び生産活動は減少しており、雇用情勢は改善の動きに一服感がみら
れる。

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
され、足下で急速に下押しされており、厳しい状況にある

個人消費は、百貨店販売や家電販売が低調であるなど、新型コロナウイルス感染症の影響により、足下、弱い動きとなっ
ている。生産活動は、化学や鉄鋼が減少していることに加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、足下、輸送機械
が減少しているなど、弱まっている。雇用情勢は改善してきたが、足下、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。

中国財務局

➣

鳥

取

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
され、足下で下押しされており、厳しい状況にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により、足下、弱含んでいる。生産活動は弱い動きとなっている。雇用情勢
は改善してきたが、足下、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。

➣

島

根

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
され、足下で下押しされており、厳しい状況にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響が広がっている。生産活動は弱含んでいる。雇用情勢は改善が続いている
が、新型コロナウイルス感染症の影響が懸念される。

➣

岡

山

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
され、足下で急速に下押しされており、厳しい状況にある

個人消費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、足下、弱含んでいる。生産活動は、弱い動きとなっている。雇用
情勢は、労働力需給は引き締まっているものの、新型コロナウイルス感染症の影響が懸念される。

➣

広

島

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
され、足下で急速に下押しされており、厳しい状況にある

個人消費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、足下、弱い動きとなっている。生産活動は弱まっている。雇用情
勢は改善してきたが、足下、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。

➣

山

口

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
され、足下で下押しされており、厳しい状況にある

個人消費、生産活動は、新型コロナウイルス感染症の影響により弱含んでいる。雇用情勢は、改善のテンポが緩やかに
なっており、新型コロナウイルス感染症の影響が懸念される。

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
され、足下で下押しされた状況にある

個人消費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、スーパーが弱含んでいるほか、百貨店や観光などが低調となって
いることから、全体としては弱含んでいる。生産活動は、輸送機械や窯業・土石で持ち直しに向けた動きに一服感がみら
れ、化学は足踏みの状況にあることから、全体としては、足踏みの状況にある。雇用情勢は、改善していたが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響がみられる。

四国財務局

➣

徳

島

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
され、足下で下押しされた状況にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い動きとなっている。生産活動は弱含んでいる。雇用情勢は改善
していたが、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。

➣

香

川

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
され、足下で下押しされた状況にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により、弱含んでいる。生産活動は足踏みの状況にある。雇用情勢は改善し
ていたが、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。

➣

愛

媛

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
され、足下で下押しされた状況にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により、弱含んでいる。生産活動は足踏みの状況にある。雇用情勢は改善し
ていたが、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。

➣

高

知

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
され、足下で下押しされた状況にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により、弱含んでいる。生産活動は足踏みの状況にある。雇用情勢は改善し
ていたが、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
されるなか、足下で急速に下押しされており、厳しい状況
にある

個人消費は、百貨店・スーパー販売は前年並みとなっており、コンビニエンスストア販売は堅調に推移しているものの、
新型コロナウイルス感染症の影響により、足下で急速に下押しされ、弱い動きとなっている。生産活動は、感染症の影響
により、足下で下押しされ、弱い動きとなっている。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た
が、感染症の影響がみられる。

九州財務局

➣

熊

本

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
されるなか、足下で急速に下押しされており、厳しい状況
にある

個人消費は、百貨店・スーパー販売及びコンビニエンスストア販売は前年並みとなっているものの、新型コロナウイルス
感染症の影響により、足下で急速に下押しされ、弱い動きとなっている。生産活動は、感染症の影響により、足下で下押
しされ、弱い動きとなっている。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たが、感染症の影響がみ
られる。

➣

大

分

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
されるなか、足下で急速に下押しされており、厳しい状況
にある

個人消費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、消費行動が抑制されているなど、弱い動きとなっている。また、
生産活動は、感染症の影響により、海外需要が減少しているなど、弱い動きとなっている。雇用情勢は、改善していた
が、感染症の影響がみられる。

➣

宮

崎

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
されるなか、足下で急速に下押しされており、厳しい状況
にある

個人消費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの業態で来店客数の減少がみられていることなどから、足下
で急速に下押しされ、弱い動きとなっている。また、生産活動は、感染症の影響により、足下で下押しされ、弱い動きと
なっている。さらに、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たが、感染症の影響がみられる。

➣

鹿児島

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
されるなか、足下で急速に下押しされた状況にある

個人消費は、百貨店・スーパー販売は前年並みとなっているものの、新型コロナウイルス感染症の影響により、足下で急
速に下押しされ、弱含んでいる。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
みられており、一進一退の状況にあるなかで、感染症の影響がみられる。雇用情勢は、改善していたが、感染症の影響が
みられる。

福岡財務支局

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
されるなか、足下で急速に下押しされており、厳しい状況
にある

個人消費は、ドラッグストア販売額などが前年を上回っているが、百貨店・スーパー販売額、旅行取扱高などが前年を下
回っているなど、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部で急速に下押しされ、足下減少している。生産活動は、
自動車が国内外向けともに減少しているなど、新型コロナウイルス感染症の影響により、減少している。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きたが、足下、低下しており、一部に新型コロナウイルス感染症の影響がみ
られる。

➣

福

岡

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
されるなか、足下で急速に下押しされており、厳しい状況
にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により、一部で急速に下押しされ、足下減少しているほか、生産活動は新型
コロナウイルス感染症の影響により減少しており、雇用情勢は足下、一部に新型コロナウイルス感染症の影響がみられ
る。

➣

佐

賀

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
され、足下で大きく下押しされており、厳しい状況にある

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は一部業種では業績が足下で大きく下押ししているなど、弱含んでい
るほか、生産活動についても一部生産停止などから足下で大きく下押ししているなど、弱含んでいる。雇用情勢は改善し
てきたが、足下で新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。

➣

長

崎

生産活動は横ばいの状況を続けているものの、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、足下では特に観光業で大き
く下押しされており、厳しい状況にある

生産活動は横ばいの状況にあるものの、個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により、足下では特に観光施設の閉
鎖等が行われるなど、回復の見通しが不透明ななか休業や営業時間短縮等を模索している状況となっているほか、雇用情
勢についても新型コロナウイルス感染症の影響により、改善のテンポが緩やかになっている。

沖縄総合事務局

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
され、足下では観光で悪化がみられるなど、極めて厳しい
状況にある

個人消費は、百貨店・スーパーやコンビニエンスストアは、外出自粛等により来店客数が減少しているなど、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、弱含んでいる。観光は、入域観光客数が減少するなど、新型コロナウイルス感染症の影響
により、悪化している。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たが、新型コロナウイルス感染症
の影響がみられる。

（注）2年4月判断は、前回1月判断以降、4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】
「新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制

され、足下では観光で悪化がみられるなど、極めて厳しい状況にあ
る」
項

目

前回（2 年 1 月判断）

今回（2 年 4 月判断）

新型コロナウイルス感染症の影
響により、経済活動が抑制さ
れ、足下では観光で悪化がみら
れるなど、極めて厳しい状況に
ある

緩やかに回復している

総括判断

前回
比較

（注）2 年 4 月判断は、前回 1 月判断以降、4 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、百貨店販売などで新型コロナウイルス感染症の影響により前年を下回っているなど、一進
一退の状況にある。生産活動は、弱含んでいる。雇用情勢は、改善してきたが、新型コロナウイルス感染
症の影響が懸念される。観光は、新型コロナウイルス感染症の影響により、悪化している。
【各項目の判断】
項

目

前回（2 年 1 月判断）

今回（2 年 4 月判断）

個人消費

緩やかに回復している

新型コロナウイルス感染症の影響により、一
進一退の状況にある

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 改善してきたが、新型コロナウイルス感染症
いる
の影響が懸念される

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

新型コロナウイルス感染症の影響により、悪
化している

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

「下降」超に転じる

「下降」超幅が拡大

住宅建設

持ち直しに向けた動きに一服感がみられる

持ち直しに向けた動きに一服感がみられる

公共事業

前年を上回る

前年を下回る

観光

前回
比較

【先行き】
先行きについては、新型コロナウイルス感染症の影響による極めて厳しい状況が続く見込みであり、さ
らなる下振れリスクにも十分注意する必要がある。
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２．各論
 個人消費 「新型コロナウイルス感染症の影響により、一進一退の状況にある」
スーパー販売は、衣料品や総菜の不振から、持ち直しに向けたテンポが緩やかになっている。なお、新
型コロナウイルス感染症の影響から、食料品などを中心に備蓄需要がみられる。コンビニエンスストア販
売は、
中食需要の高まりから総菜の売上が増加したほか、
日用品の売上も増加するなど順調であるものの、
足下では来店客数の減少がみられる。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
調な動きとなっており、足下では新型コロナウイルス感染症の影響による来店客数の減少などがみられ
ることから、一進一退の状況にある。ドラッグストア販売は、新型コロナウイルス感染症の影響により予
防商品のほか、外出を控える動きから飲食料品の売上が増加し、前年を上回っている。百貨店販売は、新
型コロナウイルス感染症の影響から、化粧品を中心に売上が減少したほか、営業時間の短縮措置などによ
り前年を下回っている。家電販売は、パソコンの買替需要などから、前年を上回っているものの、足下で
は来店客数の減少がみられる。ホームセンター販売は、予防商品や日用品の動きが良く、前年を上回って
いる。このように、個人消費は全体として、新型コロナウイルス感染症の影響により、一進一退の状況に
ある。
（主なヒアリング結果）
➢ 乾麺や米、冷凍の水産品など比較的長期で保存できる食料品が売れている。これらは北海道胆振東部地震後にも備蓄用と
してよく売れた。
（スーパー）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響から外食を控えたためか、中食需要が高まり、総菜や大容量の飲料水などが売上を伸ば
した。
（コンビニエンスストア）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響により、来店客数が減少しているほか、訪問営業の自粛などにより、受注台数が落ち込
んでいる。（乗用車販売店）
➢ ハンドソープや除菌グッズの売れ行きが好調である。なお、消費者に目的買いの動きがみられ、客単価が低下している。
（ドラッグストア）
➢ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止から、化粧品ではお客様へのタッチアップ（美容部員によるメイク）をやめており、
売上が大きく落ち込んでいる。
（百貨店）
➢ ＯＳのサポート終了に伴うパソコンの買替需要が売上に寄与したものの、新型コロナウイルス感染症の拡大により、来店
客数が減少しているほか、中国製品の欠品がみられ始めている。
（家電量販店）

 生産活動 「弱含んでいる」
生産活動は、
「食料品」などが増加しているものの、
「パルプ・紙・紙加工品」では新聞用紙などの生産
が弱い動きとなっているほか、
「電気機械」などが減少していることから、全体では弱含んでいる。
➢ サケ・マス製品は、輸入品の仕入価格の下落に伴い販売価格も下がっており、需要が拡大していることから、生産量を増
やしている。
（食料品）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響により、中国向けの段ボール原紙の輸出量が減少している。
（パルプ・紙・紙加工品）
➢ 新型コロナウイルス感染症は、現段階では生産に目立った影響を与えていないが、半導体の原材料の多くを中国から調達
しているため、今後、部材の供給が滞るなど生産への影響を懸念している。
（電気機械）

 雇用情勢 「改善してきたが、新型コロナウイルス感染症の影響が懸念される」
有効求人倍率は、令和 2 年 1 月に平成 22 年 1 月以来 120 か月ぶりに前年を下回った。なお、完全失業
率は前年を下回っている。
➢ 求人数について建設業などでは、有資格者を求める求人に対し、資格保有者の応募が少ないため、求人を取り下げる事業
者が増え、前年度比減となった。
（公的機関）
➢ 求職者については、55 歳以上の高齢者層の登録は増加傾向にあるものの、引き続きインターネット媒体等での求職活動に
より、ハローワークに来所しない若年層の減少幅が大きく、全体でも前年を下回っている。
（公的機関）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響により、宿泊施設の予約がキャンセルとなり、シーツなどのクリーニングの受注が半減
したことから、完全週休２日制の実施などを検討している。
（生活関連サービス業）
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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」2 年1～3 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」
、
「不動産
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。
➢ 販売機器の増設及び更新のほか、新製品製造に対応するため、製造設備への機能の追加を行う。（食料品）
➢ 新たな物流拠点をつくるため、温度管理が可能な倉庫を建設する。
（不動産業）

 観光 「新型コロナウイルス感染症の影響により、悪化している」
○ 観光は、新型コロナウイルス感染症の影響により、来道客数、外国人観光客ともに、足下では前年を大幅に
下回っていることから、悪化している。
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響により、国内ツアーなどが軒並みキャンセルとなった。3 月の宿泊者数は大幅に減少し
ており、休館せざるを得ない状況となっている。
（宿泊業）
➢ さっぽろ雪まつり期間までは中国からの観光客が見受けられたが、それ以降はほとんど宿泊していない。韓国や台湾から
の観光客も減少しており、冬期の売上の柱であるインバウンドの大不振は大きな痛手となっている。
（宿泊業）
➢ 中国人の団体ツアーが禁止になった影響が 2 月から目に見えてあらわれてきたほか、家族連れの国内客の予約キャンセル
が相次いでおり、マインドの冷え込みが強くなっている。
（特定非営利活動法人）

 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」2 年1～3 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」
、
「鉄鋼業」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」超幅が拡大」（全産業）「法人企業景気予測調査」2 年1～3 月期
○ 企業の景況感を当局の法人企業景気予測調査（2 年 1～3 月期）でみると、企業の景況判断ＢＳＩは、全産
業では前四半期（元年 10～12 月期）に比べ、
「下降」超幅が拡大している。
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 「持ち直しに向けた動きに一服感がみられる」
○ 住宅建設は、分譲住宅では増加しているものの、持家、貸家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。
➢ 住宅用地の不足などからローコスト住宅の供給が減少し、低所得者層が住宅の購入を様子見している状況がある。人口減
少の要素もあり、持家の見通しは決して明るくないと感じている。
（建設業）
➢ 貸家については、札幌を中心に供給過剰な状況が続いており、空室率の上昇により新規の建設は減少している。
（専門調
査機関）
➢ 分譲マンションは、地価、建設資材、人件費の高騰により、建設費用が高止まりしているため、業者は部屋数や面積を減
らし価格を抑えた物件を増やしている。
（専門調査機関）

 公共事業 「前年を下回る」
○ 公共事業を前払金保証請負金額でみると、第 4 四半期は、国が前年を上回っているものの、独立行政法人
等、北海道、市町村が前年を下回っており、全体では前年を下回っている。
なお、年度累計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、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制され

るなか、足下で大きく下押しされており、厳しい状況にある」
項 目

総括判断

前 回（２年１月判断）

今 回（２年４月判断）

前回
比較

新型コロナウイルス感染症の影響
により、経済活動が抑制されるな
か、足下で大きく下押しされてお
り、厳しい状況にある

回復しつつある

（注）２年４月判断は、前回１月判断以降、４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、新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い動きとなっている。生産活動は、電子部
品・デバイスが自動車向けなどで低調となっているほか、輸送機械が弱い動きとなっているなど、弱含
んでいる。雇用情勢は改善のテンポが緩やかになっている。

【各項目の判断】
項 目

前 回（２年１月判断）

今 回（２年４月判断）

個人消費

緩やかに回復している

新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い
動きとなっている

生産活動

一進一退の状況にある

弱含んでいる

雇用情勢

改善している

改善のテンポが緩やかになっている

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

企業の
景況感

「下降」超幅が拡大

「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、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい状況が続く見込みであり、さ
らなる下振れリスクにも十分注意する必要がある。
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２．各論


個人消費 「新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い動きとなっている」

スーパー販売は前年並みとなっており、飲食料品や紙類に買いだめの動きがみられる。百貨店販売は暖
冬の影響により衣料品等が低調であるほか、感染症の影響による来店客数の減少などから弱い動きとな
っている。
コンビニエンスストア販売は前年を上回り、
家電販売はテレビやパソコン等が好調であったが、
いずれも感染症の影響により来店客数が減少している。ドラッグストア販売は新規出店効果のほか、買い
だめ需要から日用品や飲食料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下回って
いる。乗用車販売は前年を下回っている。旅行は国内、海外ともにキャンセルが相次ぎ急速に悪化してい
る。このように、個人消費は、感染症の影響により、弱い動きとなっている。
（主なヒアリング結果）
➢ 例年より暖かく鍋物用の食材が振るわなかったほか、野菜の生育がよく相場安となった。一方、感染症の影響で巣ごもり
需要の高まりから内食が増えるなど購買動向が大きく変わり、米や冷凍食品等がよく売れている。 （スーパー、大企業）
➢ 暖冬でコートやブーツ等の冬物商品が低調だった。また、感染症の影響により外出を避ける動きから来店客数が減少して
いるほか、営業時間を短縮しており週末には臨時休業もしている。
（百貨店、中小企業）
➢ 種類が豊富なこともあって冷凍食品が引き続き伸びている。一方、感染症の影響による外出自粛から、駅の周辺店舗など
では来店客数が大幅に減少している。
（コンビニエンスストア、大企業）
➢ 感染症の影響で、１月下旬からマスクやアルコール消毒液の需要が急増した。２月下旬には紙類の需要が急増したほか、
外出を控える動きから冷凍食品やレトルト食品、カップ麺等が大幅に伸びている。
（ドラッグストア、大企業）
➢ パソコンが一部ＯＳのサポート終了に伴う買替需要により好調が続いていたほか、テレビも４Ｋ対応大画面製品を中心に
引き続き好調となっていたものの、２月下旬からは感染症の影響で来店客数が減少している。
（家電量販店、大企業）
➢ 感染症の影響で、全国的に外出自粛が続くなか、来店客数が減少している。生活必需品とまで言えない乗用車をこのタイ
ミングで購入する顧客は少ない。
（業界団体）
➢ 感染症の影響で、国内、海外ともキャンセルが多数発生し、過去に類を見ないほどの打撃。収束時期が見通せず、先行き
もかなり厳しい。
（旅行代理店、大企業）



生産活動 「弱含んでいる」

電子部品・デバイスは自動車向けや産業機械向けなどで低調となっている。輸送機械は自動車部品など
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していることなどから、増加し
ている。なお、足下では感染症の影響がみられる。このように、生産活動は、弱含んでいる。
➢ 自動車向けは、感染症の影響で各自動車メーカーの海外工場で休止や減産を行っており、需要は減少傾向となっている。
また、中国からの部品の調達が遅れ気味となっているため、別の調達先を模索している。
（電子部品・デバイス、大企業）
➢ 自動車向けや産業機械向けは、米中貿易摩擦の影響に加え、感染症の影響で各メーカーの中国工場の稼働が低下しており、
受注が減少している。
（電子部品・デバイス、中堅企業）
➢ 自動車部品は、中国を中心とした海外経済の減速に加え、感染症が受注や生産に影響しており、低調となっている。
（輸送機械、大企業）
➢ 全世界的な自動車関連の落ち込みに加え、感染症の影響で中国の自動車工場が稼働しなかったことにより生産が減少して
いる。
（生産用機械、中堅企業）
➢ ５Ｇ関連の需要を背景に、半導体メーカーに設備投資を増やす動きがみられる。
（生産用機械、中堅企業）



雇用情勢 「改善のテンポが緩やかになっている」

有効求人倍率は高水準で推移しているものの、このところ低下している。新規求人数は前年を下回っ
ている。完全失業率は低水準となっている。なお、足下では感染症の影響がみられる。このように、雇
用情勢は、改善のテンポが緩やかになっている。
➢ 求人票の記載項目の拡充により、求人を見送る動きがみられたことが、有効求人倍率の低下に影響している。
（公的機関）
➢ ３月以降、感染症の影響で業況が悪化している事業主等から、雇用調整助成金等に関する問い合わせが急増している。
また、足下では新規求人がかなり減少しており、雇用へのさらなる影響が懸念される。
（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」 ２年１-３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、小売等で増加見込みとなっているものの、運輸・郵便、電気・ガス・水道等で減少見込み
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。
➢ 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。
➢ 前年度に建物建設が完了した反動減により減少する見込み。



企業収益

「元年度は減益見込み」（全産業）

（輸送用機械、大企業）
（運輸・郵便、大企業）

「法人企業景気予測調査」 ２年１-３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」 ２年１-３月期

○ 現状（２年１～３月期）は「下降」超幅が拡大している。先行きは２年４～６月期に「下降」超幅が縮小し、
２年７～９月期に「上昇」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」

○ 新設住宅着工戸数をみると、持家、貸家、分譲いずれも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、負債総額とも前年を上回っている」

３．各県の総括判断
前 回（２年１月判断）

今 回（２年４月判断）
新型コロナウイルス感染症の影響によ

青森県

緩やかに持ち直している

り、経済活動が抑制されるなか、足下で
大きく下押しされており、厳しい状況に
ある

岩手県

宮城県

緩やかに回復しつつある

緩やかに回復している

新型コロナウイルス感染症の影響によ

個人消費は新型コロナウイルス感染症の
影響により弱い動きとなっており、生産
活動は弱含んでいる。雇用情勢は改善の
テンポが緩やかになっている。

り、経済活動が抑制されるなか、足下で
大きく下押しされており、厳しい状況に

り、経済活動が抑制されるなか、足下で
大きく下押しされており、厳しい状況に
ある
新型コロナウイルス感染症の影響によ

山形県

緩やかに回復している

り、経済活動が抑制されるなか、足下で
大きく下押しされており、厳しい状況に
ある
新型コロナウイルス感染症の影響によ

福島県

回復しつつある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の
影響により弱い動きとなっており、生産
活動は持ち直しつつある。雇用情勢は改
善のテンポが緩やかになっている。
個人消費は新型コロナウイルス感染症の
影響により弱い動きとなっており、生産
活動は緩やかに持ち直している。雇用情
勢は改善のテンポが緩やかになっている。

新型コロナウイルス感染症の影響によ

持ち直している

総括判断の要点

新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、経済活動が抑制されるなか、足下で
大きく下押しされており、厳しい状況に
ある

ある

秋田県

前回
比較

り、経済活動が抑制されるなか、足下で
大きく下押しされており、厳しい状況に
ある
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個人消費は新型コロナウイルス感染症の
影響により弱い動きとなっており、生産
活動は弱含んでいる。雇用情勢は改善の
テンポが緩やかになっている。
個人消費は新型コロナウイルス感染症の
影響により弱い動きとなっており、生産
活動は緩やかに持ち直している。雇用情
勢は改善のテンポが緩やかになっている。
個人消費は新型コロナウイルス感染症の
影響により弱い動きとなっており、生産
活動は弱含んでいる。雇用情勢は改善のテ
ンポが緩やかになっている。

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、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済

活動が抑制されるなか、足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある」
項

目

前回（2 年 1 月判断）

今回（2 年 4 月判断）

生産に弱さがみられるものの、
回復している

総括判断

前回
比較

新型コロナウイルス感染症の影
響により、経済活動が抑制され
るなか、足下で急速に下押しさ
れており、極めて厳しい状況に
ある

（注）2 年 4 月判断は、前回 1 月判断以降、4 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ドラッグストア販売額が前年を上回っているものの、百貨店販売額が前
年を下回っているほか、宿泊や飲食サービスを中心に弱い動きとなっているなど、感染症の影響により、全
体として弱含んでいる。生産活動は、輸送機械、生産用機械などが増加しているものの、電気機械、化学な
どが減少しているなど、足踏みの状況にあったが、感染症の影響により、足下で減産の動きが広がっている。
雇用情勢は、改善のテンポが緩やかになっている。
【各項目の判断】
項

目

前回（2 年 1 月判断）

今回（2 年 4 月判断）
新型コロナウイルス感染症の影響により、弱含
んでいる
足踏みの状況にあったが、
新型コロナウイルス
感染症の影響により、足下で減産の動きが広が
っている

個人消費

回復しつつある

生産活動

足踏みの状況にある

雇用情勢

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)

改善のテンポが緩やかになっている

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

前年を下回っている

前年を上回っている

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、感染症の影響による極めて厳しい状況が続く見込みであり、さらなる下振れリスクに
も十分注意する必要がある。
－16－

２．各論


個人消費 「新型コロナウイルス感染症の影響により、弱含んでいる」

スーパー販売額、コンビニエンスストア販売額、ドラッグストア販売額及び家電販売額は前年を上回って
いるものの、百貨店販売額は前年を下回っている。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いる。このほか、宿泊や飲食サービスを中心に弱い動きとなっている。こ
のように個人消費は、感染症の影響により、全体として弱含んでいる。
（主なヒアリング結果）
➢ 感染症の影響により、消費者の不安心理からくる買いだめの動きがみられる。カップ麺、水、冷凍食品など、保存がきく商品
がよく売れている。
（スーパー、大企業）
➢ 感染症の拡大を受けて、2 月初めからインバウンド顧客が激減している。また、2 月下旬からは外出自粛により一般顧客も大
幅に減少しており、3 月の売上は前年の 6 割程度と厳しい状況。
（百貨店、大企業）
➢ 中食ニーズの高まりで総菜が好調であるが、2 月下旬以降、客足は鈍くなっている。
（コンビニエンスストア、大企業）
➢ 1 月後半からマスクや消毒液などの売上が増加しているが、マスクの入荷はわずかで需要に全く追いついていない。
（ドラッ
グストア、大企業）
➢ 人気車種のモデルチェンジから時間が経過し買い替え需要が減っていることに加え、感染拡大に伴う外出自粛により、来店
客数が減少していることから、販売台数は前年を大きく下回っている。
（自動車販売、中小企業）
➢ 旅行の催行中止やキャンセルが発生しており、販売が不振。特に 3 月は大きく落ち込んでいる。
（旅行、大企業）
➢ 1 月末に団体利用客はほぼいなくなった。また、外出自粛要請を受け、予約が軒並みキャンセルとなった。
（宿泊、中小企業）
➢ 感染症拡大の影響により、海外の団体客のキャンセルが相次いだほか、不要不急の外出自粛要請やテレワーク推奨を受け、2
月中旬以降、来店客、売上高とも大幅に減少している。
（飲食サービス、大企業）



生産活動 「足踏みの状況にあったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、足下で減産の動き
が広がっている」
生産を業種別にみると、輸送機械、生産用機械などが増加しているものの、電気機械、化学などが減少し
ているなど、足踏みの状況にあったが、感染症の影響により、足下で減産の動きが広がっている。
なお、非製造業では、リース業の取扱高及び情報サービス業の売上高は前年を上回っており、広告業の売
上高は前年を下回っている。
➢ 台風 19 号（令和元年東日本台風）の影響が解消されるなど、このところ生産は上向いていたが、感染症の影響による部品供
給の遅れや需要の減少を受け、生産を一時停止することになった。
（輸送機械、大企業）
➢ 台風 19 号の影響により生産量が減少した分は 1 月までに挽回することができたが、感染症の影響により、中国向けの輸出が
一時落ちこんだ。感染症による需要減少に対応した生産計画の見直しを進めていく。
（生産用機械、大企業）
➢ 生産は 1 月まで高水準に推移してきたが、2 月以降、感染症の影響により海外の自動車生産が停止したことで、取引先からの
受注は減少し始めていることから、車載向けの生産を絞り込んでいる。
（化学、大企業）



雇用情勢 「改善のテンポが緩やかになっている」

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ものの、足下では感染症の影響がみ
られるなど、雇用情勢は改善のテンポが緩やかになっている。
➢ 感染症の影響により、外国人観光客の来店が激減したことを受け、閉店や一時休業の対応をとったことから、4 月以降、一部
のアルバイトやパート社員の契約更新を見送った。
（小売、大企業）
➢ 感染症の拡大を受け、従業員を一時休業させているため、雇用調整助成金の申請を行う予定。
（宿泊、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」2 年1～3 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、自動車・同附属品、電気機械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 12.2％の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、運輸業、郵便業、金融業、保険業
などで増加見込みとなっていることから、全体では同 10.5％の増加見込みとなっている。
○ 全産業では、同 11.1％の増加見込みとなっている。
➢ 新型車の生産を目的とした生産設備の仕様変更を行ったことにより増加。
（自動車・同附属品、大企業）
➢ 作業の効率化を推進するため、荷捌き設備の増強を予定している。
（運輸・郵便、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」2 年1～3 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 0.5％の増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、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、卸売業などが減益見込みとなっていることから、全体では同 5.6％の減
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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 3.7％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」2 年1～3 月期
○ 大企業、中堅企業、中小企業いずれも「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 4～6 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、外出自粛要請の影響で展示場来場者数が激減しているほか、感染拡大防止のための集客イベントの中止や延
期が相次ぐなど、商談機会が減少していることから、足下の受注は落ち込んでいる。
（住宅建設、大企業）
➢ 感染症の影響でトイレ、キッチン、ユニットバスなど中国からの部材の供給が滞っている。代替品の調達や在庫の確保により
3 月末の引渡しは完了できたが、リフォームでは一部契約で着工に遅れが生じている。
（住宅建設、大企業）



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



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（2 年 1 月判断）

今回（2 年 4 月判断）
新型コロナウイルス感染症の影響

前回
比較

総括判断の要点

生産の一部に弱さもみられ
により、経済活動が抑制されるな
るが、緩やかに回復しつつ
か、足下で急速に下押しされてお
ある

個人消費は、感染症の影響により、弱含んでいる。生産
活動は、足踏みの状況にあったが、感染症の影響によ
り、足下で減産の動きが広がっている。雇用情勢は、改
善のテンポが緩やかになっている。

千葉県

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

個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により、
弱含んでいる。生産活動は足踏みの状況にあったが、新
型コロナウイルス感染症の影響により、足下で減産の
動きがみられ始めている。雇用情勢は改善のテンポが
緩やかになっている。

東京都

一部に弱い動きがみられる
ものの、回復している

埼玉県

生産活動を中心に弱さがみ

神奈川県 られるものの、回復しつつ
ある

り、極めて厳しい状況にある
新型コロナウイルス感染症の影響
により、経済活動が抑制されるな
か、足下で急速に下押しされてお
り、極めて厳しい状況にある
新型コロナウイルス感染症の影響
により、経済活動が抑制されるな
か、足下で急速に下押しされてお
り、極めて厳しい状況にある
新型コロナウイルス感染症の影響
により、経済活動が抑制されるな
か、足下で急速に下押しされてお
り、極めて厳しい状況にある
新型コロナウイルス感染症の影響
により、経済活動が抑制されるな
か、足下で急速に下押しされてお
り、極めて厳しい状況にある

個人消費や産業活動は、新型コロナウイルス感染症の
影響により、弱含んでいる。雇用情勢は、改善しており、
人手不足感が続いている。

個人消費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
弱含んでいる。生産活動は、弱い動きとなっている。雇
用情勢は、改善の動きに足踏みがみられる。

茨城県

生産に弱さがみられるもの
の、緩やかに回復しつつあ
る

栃木県

一部に弱い動きがみられる
により、経済活動が抑制されるな
ものの、緩やかに回復しつ
か、足下で急速に下押しされてお
つある

個人消費は、感染症の影響により、弱含んでいる。生
産活動は、弱含みの状況にあったが、感染症の影響に
より、足下で減産の動きが広がっている。雇用情勢
は、改善の動きに一服感がみられる。

一部に弱い動きがみられる
により、経済活動が抑制されるな
ものの、緩やかに回復しつ
か、足下で急速に下押しされてお
つある

新型コロナウイルス感染症の影響

個人消費は、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、弱含んでいる。生産活動は、一進一退の状況にあ
ったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、足
下で減産の動きが広がっている。また、雇用情勢は、
改善の動きに一服感がみられる。

新型コロナウイルス感染症の影響

個人消費は、新型コロナウイルス感染症などの影響に
より、弱含んでいる。生産活動は、緩やかに回復しつ
つあったが、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、足下では横ばいの状況にある。雇用情勢は、改善
の動きに一服感がみられる。
個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響により、
弱含んでおり、生産活動は足踏みの状況にあったが、
新型コロナウイルス感染症の影響により、足下で弱含
んでいる。雇用情勢は改善の動きに一服感がみられ
る。

新型コロナウイルス感染症の影響

り、極めて厳しい状況にある

群馬県

り、極めて厳しい状況にある

新潟県

一部に弱い動きがみられる
により、経済活動が抑制され、弱含
ものの、回復しつつある
んでいる

山梨県

生産活動の一部に弱い動き 新型コロナウイルス感染症の影響
がみられるなど、足踏みの により、経済活動が抑制され、弱含
んでいる
状況にある

長野県

生産活動に弱さがみられる
により、経済活動が抑制されるな
ものの、緩やかに回復して
か、足下で急速に下押しされてお
いる

個人消費は、感染症の影響により、弱含んでいる。生産
活動は、一進一退の状況にあったが、感染症の影響によ
り、足下で減産の動きが広がっている。雇用情勢は、改
善のテンポが緩やかになっている。

新型コロナウイルス感染症の影響

り、極めて厳しい状況にある
－18－

新型コロナウイルス感染症の影響などにより、個人消
費は弱含んでおり、生産活動は足踏みの状況にある。
雇用情勢は改善のテンポが緩やかになっている。

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、新型コロナウイルス感染症の影響により、
弱い動きとなっており、足下ではさらに下押しされ、厳しい状況にある」
項

目

前回（2 年 1 月判断）

今回（2 年 4 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

新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、弱い動きとなっており、足下では
さらに下押しされ、厳しい状況にある

（注）2 年 4 月判断は、前回 1 月判断以降、4 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、
新型コロナウイルス感染症の影響により、
ドラッグストア販売が好調となっているものの、
百貨店・スーパー販売が弱含んでいることに加え、足下で観光地の入込客数が前年を大きく下回っている
など、全体では弱い動きとなっている。生産活動は、電子部品・デバイスが緩やかに持ち直しつつあるも
のの、生産用機械が弱含んでいるほか、金属製品が弱まっていることなどから、全体では弱含んでいる。
雇用情勢は、改善しているものの、一部に弱い動きがみられる。

【各項目の判断】
項

目

前回（2 年 1 月判断）

今回（2 年 4 月判断）

個人消費

緩やかに拡大しつつある

新型コロナウイルス感染症の影響により、弱
い動きとなっている

生産活動

横ばいの状況にある

弱含んでいる

雇用情勢

着実に改善しており、依然として人手不足感 改善しているものの、一部に弱い動きがみら
が強い状況にある
れる

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

持ち直しの動きに一服感がみられる

弱含んでいる

前回
比較

【先行き】
先行きについては、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい状況が続くことが見込まれ、さらな
る下振れリスクにも十分注意する必要がある。
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２．各論


個人消費 「新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い動きとなっている」
百貨店・スーパー販売は、新型コロナウイルス感染症の影響により、スーパーでは飲食料品に動きが
みられることから前年を上回っている。一方で、百貨店では多くの品目で動きが鈍くなっていることか
ら前年を下回っている。足下では店舗の休業や営業時間短縮などがみられている。以上のような状況を
踏まえると、全体では弱含んでいる。コンビニエンスストア販売は、デザート等に動きがみられるもの
の、飲料等の動きが鈍いことから、前年並みとなっている。ドラッグストア販売は、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、飲食料品等に動きがみられることに加え、新規出店効果がみられることから、
好調となっている。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ものの、日用品に動き
がみられることから、前年並みとなっている。家電大型専門店販売は、パソコン等に動きがみられるも
のの、エアコンの動きが鈍いことから、一進一退の状況にある。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、弱い動きとなっている。主要観光地の入込客数及び主要温
泉地の宿泊客数は、1 月は前年を上回っていたものの、2 月は前年を下回り、3 月以降足下では前年を大幅
に下回っている。旅行取扱実績は、GW の予約を含めキャンセルが相次ぎ、新規予約も入ってこないなど
厳しい状況となっている。以上のことから、個人消費については、新型コロナウイルス感染症の影響に
より、弱い動きとなっている。
（主なヒアリング結果）
➢ 国内外ともに観光客が減少していることや外出自粛等により、入店客数や購買客数が落ち込んでいることから、多くの品
目で厳しい状況であり、4 月足下では食品フロアを除いて全館休業している。
（百貨店）
➢ 飲食料品は、感染症の影響で保存食(レトルト食品、袋麺等）の需要が高まり、前年を上回った。
（スーパー、大企業）
➢ 感染症の影響により来店客数が減少しており、飲料等の動きが鈍い。
（コンビニエンスストア、大企業）
➢ まとめ買いが発生しており、冷凍食品やレトルト食品等に動きがみられる。
（ドラッグストア、中堅企業）
➢ 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るものの、感染症の影響により来店客数が減少しているほ
か、入荷の遅れも発生している。
（家電大型専門店、中小企業）
➢ 感染症の影響により、来店客数の減少等がみられる。
（自動車販売店、中小企業）
➢ 4 月足下で売上や客数が前年比 9 割減少しており、開館以来初となる長さでの休館を予定。
（宿泊業、中小企業）
➢ 自粛ムードのなかで外食する人が急激に減少しており、足下では臨時休業している。
（飲食サービス、中小企業）



生産活動 「弱含んでいる」

電子部品・デバイスは、自動車向けが弱含んでいるものの、スマートフォン向けの一部に動きがみられ
ることから、全体では緩やかに持ち直しつつある。化学は、大宗を占める医薬品で、拡大のテンポが緩や
かになっている。生産用機械は、金属加工機械を中心に弱含んでいる。金属製品は、大宗を占めるアルミ
建材で、住宅用、ビル用ともに弱まっている。繊維は、衣料向け、非衣料向けともに、弱含んでいる。以
上のことから、生産活動については、弱含んでいる。
➢ スマートフォン向けは５Ｇ需要やテレワークの普及を背景に工場のフル稼働が続いている。
（電子部品・デバイス、中堅
企業）
➢ 工場は 2 交代制で休日出勤も行ってフル操業しており、生産は前年比で数量・金額ベースいずれも 1 割程増加している。
また、受注が旺盛であり、受注残が解消できていない状況。
（化学工業、中小企業）
➢ 米中貿易摩擦を背景とした投資の様子見に加え、感染症拡大の影響により、中国からの部品の調達が本格回復まで至って
いないことから、稼働率を落として生産を継続させている状況。
（生産用機械、大企業）



雇用情勢 「改善しているものの、一部に弱い動きがみられる」

有効求人倍率は高水準で推移しているものの、低下している。また、新規求職者数が前年並みとなって
いるものの、新規求人数は前年を下回っている。雇用保険受給者実人員は前年を上回っている。以上のこ
となどから、雇用情勢は、改善しているものの、一部に弱い動きがみられる。
➢ 受注・出荷の減少に伴って工場の稼働率が低下しているため、期間前に辞めてもらうほどではないが、派遣やパートの更
新を行わず人員を絞っている（生産用機械、大企業）
➢ 全店舗において人手不足感は引き続き強く、特にパート・アルバイトが不足している。他業態との競合もあって、なかな
か人材を確保できない。
（スーパー、大企業）
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➢ 感染症の影響で予約のキャンセルが相次いでいるため、有給の積極的な消化や、雇用調整助成金を活用し常勤職員にも休
みを取ってもらっている状況。
（宿泊業、中小企業）
➢ 製造業は業況悪化により求人が減少するこれまでの傾向が続いている。非製造業も前年割れしていることから新規求人全
体が減少しており、有効求人倍率が低下している。また、足下では雇用調整助成金に関する相談が急増している。
（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」２年１-３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、はん用機械器具、繊維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、建設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。
➢ 新工場の建設及び設備の導入などにより増加見込み。
（はん用機械器具、大企業）
➢ 自動梱包システムの導入などにより増加見込み。
（繊維工業、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」２年１-３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」２年１-３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 「弱含んでいる」
○ 新設住宅着工戸数でみると、弱含んでいる。



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



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（２年１月判断）

今 回（２年４月判断）

前回
比較

総括判断の要点
個人消費は新型コロナウイルス感染症の
影響により、弱い動きとなっており、生産
活動は弱含んでいる。また、雇用情勢は改
善しているものの、
一部に弱い動きがみら
れる。

石川県

回復している

新型コロナウイルス感染症の
影響により、弱い動きとなっ
ており、足下ではさらに下押
しされ、厳しい状況にある

富山県

回復のテンポが緩やかになっ
ている

新型コロナウイルス感染症の
影響により、弱い動きとなっ
ており、足下ではさらに下押
しされ、厳しい状況にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の
影響により、弱い動きとなっており、生産
活動は弱含んでいる。また、雇用情勢は改
善しているものの、
一部に弱い動きがみら
れる。

福井県

拡大に向けたテンポが緩やか
になっている

新型コロナウイルス感染症の
影響により、弱い動きとなっ
ており、足下ではさらに下押
しされ、厳しい状況にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の
影響により、弱い動きとなっており、生産
活動は足踏みの状況にある。また、雇用情
勢は着実に改善してきたが、一部に弱い動
きがみられる。
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東海財務局
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東海財務局
１．総論
【総括判断】
「新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑

制されるなか、足下で急速に下押しされており、極めて厳しい状
況にある」
項

目

総括判断

前回（２年１月判断）

今回（２年４月判断）

拡大の動きに一服感がみられる

前回
比較

新型コロナウイルス感染症の影
響により、経済活動が抑制される
なか、足下で急速に下押しされて
おり、極めて厳しい状況にある

（注）２年４月判断は、前回１月判断以降、４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）

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は、旅行などサービス消費を中心に厳しい状況が
みられ、全体としては足下で急速に減少している。生産活動は、輸送機械を中心に減産の動きが広まる
など、足下で急速に減少している。こうしたなか、雇用情勢は幅広い業種で求人の減少がみられる。
【各項目の判断】
項

目

前回（２年１月判断）

今回（２年４月判断）
感染症の影響により、スーパーやドラッグス
トア販売が増加している一方、百貨店や乗用
車販売のほか、旅行などサービス消費を中心
に厳しい状況がみられ、全体としては足下で
急速に減少している
感染症の影響により、足下で急速に減少して
いる

個人消費

回復している

生産活動

高水準ながら弱含んでいる

雇用情勢

労働力需給が引き締まっている

感染症の影響により、幅広い業種で求人の減
少がみられる

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

弱い動きとなっている

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

【先行き】
先行きについては、新型コロナウイルス感染症の影響による極めて厳しい状況が続く見込みであり、
さらなる下振れリスクにも十分注意する必要がある。
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２．各論


個人消費 「感染症の影響により、スーパーやドラッグストア販売が増加している一方、百貨店や
乗用車販売のほか、旅行などサービス消費を中心に厳しい状況がみられ、全体としては足下で急速
に減少している」

スーパー販売は、外出控えにより、衣料品が減少しているものの、主力の食料品が内食需要を中心に
好調なことなどから、増加している。コンビニエンスストア販売は、外出控えにより客足が減少してい
ることから、弱含んでいる。ドラッグストア販売は、衛生用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、外出控えによる客足の減少に加え、臨時休業や営業時
間の短縮により、大きく減少している。家電大型専門店販売は、外出控えによる客足の減少により、減
少している。ホームセンター販売は、日用品に動きがみられたものの、全体ではおおむね横ばいとなっ
ている。乗用車販売は、新型車効果が一部みられるものの、外出控えによる客足の減少により、減少し
ている。旅行取扱高は、出入国規制や外出自粛要請により、海外だけでなく国内も急速に悪化している。
（主なヒアリング結果）
➢ ２月に入り一斉休校や在宅勤務、外食を控える動き等により内食需要が高まり、生鮮食品、米、飲料、冷凍食品、
インスタント食品の売上が伸びている。
（スーパー、大企業）

➢ 外出自粛により、繁華街や通勤・通学の利用者が多い店舗は大きく売上を落としている。４月に入りイベントの
中止・延期が続いていることから客足とともに売上が更に減少している。
（コンビニエンスストア、大企業）
➢ ２月に入りインバウンド客から徐々に減り始め、一斉休校要請以降キャンセルが増加。その後もキャンセルばか
りで、各旅館ではどう乗り切るか思案している。
（旅館組合）
➢ テーマパークの臨時休園や渡航自粛要請により、国内、海外問わずキャンセルやツアー中止が相次いでいる。不
要不急の外出を控えるよう呼びかけられている中で、旅行をする人はほとんどいない。
（旅行、大企業）



生産活動 「感染症の影響により、足下で急速に減少している」

自動車関連は、感染拡大を受けて国内外の需要が減少していることなどから、減産の動きが広がって
おり、足下で急速に減少している。オートバイは、感染拡大を受けて海外需要を中心に減少しているこ
となどから、減産の動きが広がっており、足下で急速に減少している。航空機体部品は、感染拡大を受
けて海外航空機メーカーが減産していることから、足下で減少している。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、生産は引き続き減少している。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ている。液晶は、足踏みの状況にある。電気機械は、感染拡大の影響により、
開閉機器、プラグ、電動機ともに足下で減少している。鉄鋼は、感染拡大の影響により、普通鋼、特殊
鋼ともに足下で減少している。
➢ 感染拡大の影響により、全世界的に自動車の需要が落ち込んでいるため、足下では残業の取り止めや生産ライン
の稼働の休止を行っている。
（輸送機械、大企業）

➢ リーマンショック時は約半年間をかけて徐々に落ちていった一方、
今回は４月に入って週を追って急激に悪化し、
４月末にはほとんど受注がなくなってしまう。特に米国市場が悪く、米国取引先からは５月まで受注がない状況が
続く見込みであり、その後も非常に不透明となっている。
（輸送機械、中小企業）
➢ 感染拡大の影響により展示会の中止や営業の抑制もあり、足下の受注が減少していることから、今後更に生産を
落とすか検討をしている。
（生産用機械、大企業）
➢ 大手自動車メーカーの工場の稼働停止や中国、北米などの輸出減少などにより、生産は大きく減少している。感
染拡大が収まらず、今後の生産計画も日々変動している。
（電気機械、大企業）



雇用情勢 「感染症の影響により、幅広い業種で求人の減少がみられる」

製造業のほか、宿泊業や飲食サービス業などでも新規求人数が減少しており、有効求人倍率が低下し
ている。完全失業率は低水準である。
➢ ２月以降、大手自動車関連企業から、求人をすべて取りやめるといった声が聞かれた。
（労働局）

➢ 受注の厳しい状況が続いている。社員を減らすことのないように、今後の対応を検討中。リーマンショック時と
同様に、雇用調整助成金を申請する可能性がある。
（生産用機械、大企業）
➢ 新型コロナウイルスの感染拡大により、来年度の採用計画を見直しており、正規、非正規ともに新規採用者数を
減らす予定でいる。なお、既存の従業員に対する人員整理等は行わない。
（窯業・土石、大企業）
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➢ 観光地が管轄区域に含まれているハローワークで、宿泊業の求人が大幅に減少している。また、飲食業の求人に
ついても、外出自粛により全体的に大幅に減少している。
（労働局）
➢ 従来からアルバイトの確保に苦労していたため、新型コロナウイルスによる売上高減少を踏まえても、当面は雇
用を維持する予定。
（百貨店、大企業）

 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」２年１-３月期
○ 製造業では、輸送用機械などが減少となるものの、情報通信機器や生産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、運輸や建設などが増加となることから、増加見込みとなっている。
➢ 元年度は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」２年１-３月期
○ 製造業では、情報通信機器や紙・パルプ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、不動産などが増益となるものの、サービスや運輸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」２年１-３月期
○ 景況判断ＢＳＩでみると、全産業の現状判断は、卸・小売などの「下降」超幅が拡大したほか、紙・パ
ルプなどが「下降」超に転じたことなどから、
「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 「弱い動きとなっている」
○ 貸家の減少傾向が続いているほか、持家も前年を下回っていることなどから、弱い動きとなっている。



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、液化天然ガス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 「件数は前年を上回っている」

３．各県の総括判断
前回
比較

総括判断の要点

前回（２年１月判断）

今回（２年４月判断）

拡大の動きに一服感がみら
れる

新型コロナウイルス感染症の影
響により、経済活動が抑制される
なか、足下で急速に下押しされて
おり、極めて厳しい状況にある

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は
足下で急速に減少しており、生産活動も輸送機械を中
心に足下で急速に減少している。こうしたなか、雇用
情勢は幅広い業種で求人の減少がみられる。

静岡県

回復の動きに一服感がみら
れる

新型コロナウイルス感染症の影
響により、経済活動が抑制される
なか、足下で急速に下押しされて
おり、極めて厳しい状況にある

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は
外出自粛に伴う消費活動の停滞により、観光などを中
心に厳しい状況にあり、足下で急速に減少しているほ
か、生産活動は国内外の需要の減少や海外とのサプラ
イチェーンへの影響により、足下で急速に減少してい
る。こうしたなか、雇用情勢は幅広い業種で求人の減
少がみられる。

岐阜県

回復の動きに一服感がみら
れる

新型コロナウイルス感染症の影
響により、経済活動が抑制される
なか、足下で急速に下押しされて
おり、極めて厳しい状況にある

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は
足下で急速に減少しているほか、生産活動は足下で減
少している。こうしたなか、雇用情勢は感染症の影響
がみられる。

回復の動きに一服感がみら
れる

新型コロナウイルス感染症の影
響により、経済活動が抑制される
なか、足下で急速に下押しされて
おり、極めて厳しい状況にある

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は、
観光などサービス消費を中心に厳しい状況がみられ、
全体としては足下で急速に減少している。生産活動は、
海外とのサプライチェーンへの影響などにより、足下
で減少している。こうしたなか、雇用情勢は幅広い業
種で求人の減少がみられる。

愛知県

三重県
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近畿財務局
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近畿財務局
KinkiKinki
LocalFinance
FinanceBureau
BureauMinistry
MinistryofofFinance
Finance

１．総論
【総括判断】

「管内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制
されるなか、足下で急速に下押しされており、極めて厳しい状況にある」
項

目

前 回（2 年 1 月判断）

総括判断

今 回（2 年 4 月判断）

前回
比較

新型コロナウイルス感染症の影
響により、経済活動が抑制され
るなか、足下で急速に下押しさ
れており、極めて厳しい状況に
ある

緩やかに拡大しつつある

（注）2 年 4 月判断は、前回 1 月判断以降、4 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）

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は百貨店販売や旅行取扱等を中心に急速に減少し
ており、生産活動も電気・情報通信機械等が低下しているなど減少している。雇用情勢は改善しているも
のの、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。

【各項目の判断】
項

目

前 回（2 年 1 月判断）

今 回（2 年 4 月判断）

個人消費

緩やかに回復している

新型コロナウイルス感染症の影響により、
急速に減少している

生産活動

回復のテンポが緩やかになっている

新型コロナウイルス感染症の影響により、
減少している

雇用情勢

一層の改善が進んでいる

改善しているものの、新型コロナウイルス
感染症の影響がみられる

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

前年を下回っている

前年並みとなっている

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、新型コロナウイルス感染症の影響による極めて厳しい状況が続く見込みであり、さ
らなる下振れリスクにも十分注意する必要がある。金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。
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２．各論
【主な項目】

 個 人 消 費 「新型コロナウイルス感染症の影響により、急速に減少している」
百貨店・スーパー販売は、スーパーでは飲食料品や日用品等の売上が増加しているものの、百貨店
では感染症の影響から、内・外国人ともに、客数・売上が足下で急速に減少している。
コンビニエンスストア販売は、冷凍食品等の需要は堅調なものの、感染症の影響から観光地などの
店舗では客数が足下で急速に減少している。
ドラッグストア販売及びホームセンター販売は、日用品や食料品の売上が増加している。
家電販売は、テレビやパソコンの買替需要、白物家電の新生活需要等は堅調なものの、感染症の影
響から客数が足下で急速に減少している。
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、感染症の影響から足下で国内旅行、海外旅行いずれも急速に減少している。
➢ 感染症拡大防止のため、催事を中止又は縮小し営業時間も短縮。2 月以降、国内客の外出自粛やインバウンド減少の影響
が大きく、客数の減少に伴い売上が大幅に落ち込んでいる。
（百貨店・大企業）
➢ 感染症の影響で外出自粛ムードが高まったことに加え、臨時休校や在宅勤務の増加の影響から巣ごもり需要が増加。
米・飲料・カップ麺などの食品や日用品が特需的に売れた。
（スーパー・大企業）
➢ 2 月以降、感染症の影響でマスクや除菌グッズに客が殺到したほか、日用品の買いだめも発生し売上が増加。3 月は臨時
休校や在宅勤務の広がりもあって、郊外店舗で食料品や日用品がよく売れた。しかしながら、一部商品で供給不足が生じ
ており、足下では売上の伸びが鈍化している。
（ドラッグストア・中堅企業）
➢ 在宅勤務の増加からパソコンなどの売上が増加しており、新生活準備に向けた白物家電の受注も堅調であるものの、メ
ーカーの生産減少から一部商品の仕入れが停滞しているほか、都市部の店舗を中心に外出自粛による客数減少の影響が大
きくなっている。
（家電量販店・大企業）
➢ 感染症の影響により個人向けの受注が減少しているほか、不急の点検整備を見合わせる動きがみられている。法人向け
受注はインバウンド関連企業を中心に需要が減少している。
（自動車販売店・大企業）
➢ 世界的な渡航制限の影響から海外ツアーが中止になるなど、海外旅行客が大幅に減少。国内旅行も出張自粛やテーマパ
ーク休園の影響が大きくなっている。
（旅行代理店・大企業）

 生 産 活 動 「新型コロナウイルス感染症の影響により、減少している」
鉱工業指数(生産)でみると、輸送機械などが上昇しているものの、感染症の影響による部品供給の
停滞や需要の落ち込み等から、電気・情報通信機械などが低下しており、生産活動は減少している。
➢ 感染症の影響で中国からの部品調達が滞り、一部製品において生産ができずに在庫切れや出荷遅れが発生しているほか、
受注を止めているものもある。
（電気機械・大企業）
➢ 感染症の拡大により国内外ともに経済活動が停滞しており、中国向け輸出が大幅に減少するなど、住宅向け及び自動車向
け塗料等の製品需要が悪化している。
（化学・中堅企業）
➢ 特に 3 月以降、感染症に起因する外食需要減による飲食店での酒類売上の減少や、外出控えによる自動販売機売上の減少
などの影響が出ている。
（食料品・大企業）
➢ 感染症が拡大する中、3 月までは部品調達に影響はなく、販売についても落ち込みは見られなかったが、4 月以降は外出
自粛などに伴う受注・生産・販売の減少など影響が出てくるとみている。
（輸送機械・大企業）

 雇 用 情 勢 「改善しているものの、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる」
有効求人倍率は高水準で推移し、完全失業率も低水準で推移するなど、雇用情勢は改善しているも
のの、足下では感染症の影響がみられる。
➢ 世界的な自動車販売台数の減少から、自動車部品の生産量は減少しており、不足感は和らいでいる。4 月以降は自動車工
場の稼働停止もあり、さらに生産量が減少することから、人員の見直しが必要になってくる可能性がある。
（輸送機械・大企業）
➢ 各テナントでは、売上減少や営業時間短縮などから、求人を控えている店舗が多く、特にパート・アルバイト率が高い
飲食店では、人員・労働時間を減らしている。一方で、今後状況が改善し人手不足になった場合に備えて人員を確保して
おく必要もあり、すぐに人員削減することも難しい状況。
（ショッピングセンター・大企業）
➢ 飲食店などでシフトが減ったアルバイトが、コンビニに流れてきており、人手不足が緩和してきている。
（小売・大企業）
➢ 予約のキャンセルが続いており、3 月以降は学校休校で子どもの面倒をみる必要があるスタッフを中心に休んでもらって
いる。
（宿泊・中堅企業）
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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2 年1－3 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、ほと
んど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実施。
（電気機械・大企業）
➢ 成長分野である商業施設・物流施設・賃貸事業の不動産開発投資などを実施。
（建設・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2 年1－3 月期
製造業では、輸送用機械、生産用機械など、ほとんどの業種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。非製造業では、運輸・郵便などが増益となるものの、情報通信、卸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。

 住 宅 建 設 「前年並みとなっている」
新設住宅着工戸数でみると、貸家などが減少しているものの、分譲マンションなどが増加していることから、
前年並みとなっている。
➢ ここ最近ホテルとの用地取得競争が落ち着いてきているため、以前よりもマンション用地は取得しやすくなっている。
（調査会社）



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原動機など
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 2 年 1～3 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 4～6 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、光熱・水道などが下落して
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（2 年 1 月判断）

大阪府

緩やかに拡大しつつある

京都府

緩やかに拡大しつつある

兵庫県

緩やかに回復している

奈良県

緩やかに回復しつつある

和歌山県 緩やかに回復しつつある

滋賀県

回復しつつある

今回（2 年 4 月判断）
新型コロナウイルス感染症の影響に
より、経済活動が抑制されるなか、
足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある
新型コロナウイルス感染症の影響に
より、経済活動が抑制されるなか、
足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある
新型コロナウイルス感染症の影響に
より、経済活動が抑制されるなか、
足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある
新型コロナウイルス感染症の影響に
より、経済活動が抑制されるなか、
足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある
新型コロナウイルス感染症の影響に
より、経済活動が抑制されるなか、
足下で大きく下押しされており、厳
しい状況にある
新型コロナウイルス感染症の影響に
より、経済活動が抑制されるなか、
足下で急速に下押しされており、極
めて厳しい状況にある
－30－

前回
比較

総括判断の要点
新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は急速
に減少しているほか、生産活動は減少している。雇用情勢
は改善しているものの、新型コロナウイルス感染症の影響
がみられる。
新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は急速
に減少しているほか、生産活動は減少しており、雇用情勢
は改善のテンポが緩やかになっている。
新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は急速
に減少しているほか、生産活動は減少している。雇用情勢
は急速に新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。
新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は急速
に減少しているほか、生産活動は減少している。雇用情勢
は改善しているものの、新型コロナウイルス感染症の影響
がみられる。
新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費及び生
産活動は減少しており、雇用情勢は改善の動きに一服感が
みられる。
新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費は急
速に減少しているほか、生産活動は減少しており、雇用
情勢は改善の動きに一服感がみられる。

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、新型コロナウイルス感染症の影響により、

経済活動が抑制され、足下で急速に下押しされており、厳しい状
況にある」
項

目

総括判断

前回（2 年 1 月判断）

今回（2 年 4 月判断）

前回
比較

新型コロナウイルス感染症の影
生産に弱さがみられるものの、緩 響により、経済活動が抑制され、
やかに回復している
足下で急速に下押しされており、
厳しい状況にある

（注）2 年 4 月判断は、前回 1 月判断以降、4 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、百貨店販売や家電販売が低調であるなど、新型コロナウイルス感染症の影響により、足
下、弱い動きとなっている。生産活動は、化学や鉄鋼が減少していることに加え、新型コロナウイルス
感染症の影響により、足下、輸送機械が減少しているなど、弱まっている。雇用情勢は改善してきたが、
足下、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。
【各項目の判断】
項

目

前回（2 年 1 月判断）

今回（2 年 4 月判断）

個人消費

回復しつつある

新型コロナウイルス感染症の影響により、足
下、弱い動きとなっている

生産活動

回復の動きに一服感がみられる

弱まっている

雇用情勢

着実に改善しており、人手不足感が引き続き 改善してきたが、足下、新型コロナウイルス
強い状況にある
感染症の影響がみられる

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

「下降」超に転じる

「下降」超幅は拡大

住宅建設

前年を下回る

前年を下回る

輸出

前年を下回る

前年を下回る

前回
比較

【先行き】
先行きについては、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい状況が続くと見込まれる。また、
新型コロナウイルス感染症が内外経済を更に下振れさせるリスクに十分に注意する必要がある。
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２．各論
 個人消費 「新型コロナウイルス感染症の影響により、足下、弱い動きとなっている」
ドラッグストア販売は、食料品などが好調であり、前年を上回っている。コンビニエンスストア販売
は、食料品などが好調であり前年を上回っているものの、足下では来店客数が減少しており低調となっ
ている。百貨店販売は衣料品などが、家電販売は白物家電などが低調であり、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。これらのことなどから、個人消費は、全体では、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、足下、弱い動きとなっている。
（主なヒアリング結果）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響により、マスクや冷凍食品などを購入する目的で来店客数が増加しているため、衛生
用品や食料品などが好調に推移している。
（ドラッグストア）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響により、外出自粛の動きがみられるため、冷凍食品や総菜などの食料品が好調であっ
たものの、足下では観光地周辺の店舗などで来店客数が減少しており、全般的に低調となっている。
（コンビニエンスストア）
➢ 暖冬により冬物衣料が不振となった。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの中止や外出自粛の動
きなどから来店客数が減少しているため、売上が大きく落ち込んでいる。
（百貨店）
➢ 暖冬によりエアコンや石油ファンヒータなどの暖房器具が不調であった。また、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、空気清浄機は好調なものの、外出自粛の動きから来店客数が減少しているほか、海外製の部品の調達が滞っている一
部の冷蔵庫の在庫が不足するなど、全般的に低調となっている。
（家電量販店）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響により、外出自粛の動きから来店客数が減少しているため、受注も減少している。
（自動車販売）

 生産活動 「弱まっている」
化学は、設備トラブルの影響などから、減少している。鉄鋼は、自動車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。新型コロナウイルス感染症の影響により、足下、輸送機械が減少し
ているなど、生産活動は、弱まっている。
（主なヒアリング結果）
➢ 化学プラントが設備トラブルで停止した影響により、生産が減少した。（化学）
➢ 自動車向けは、米中貿易摩擦や中国経済の減速などの影響により、需要が減少している。（鉄鋼）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響により海外市場の販売が停滞していることなどから、3 月下旬から 4 月にかけて工場
の操業を休止している。（自動車）
➢ 米中貿易摩擦などの影響による世界経済の減速に新型コロナウイルス感染症の影響が加わり、国内外で設備投資を控え
る動きが強まっている。このため、自動車部品向けなどで受注が減少し、生産台数が減少している。（生産用機械）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響により、車載向け電子部品で中国からの部品調達が困難となっているため、生産量が
減少している。（電気機械）

 雇用情勢 「改善してきたが、足下、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる」
有効求人倍率（元年 12 月～2 年 2 月）は 1.77 倍と、全国の 1.50 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、改善してきたが、足下、新型コロナウイルス感染症
の影響がみられる。
（主なヒアリング結果）
➢ アルバイトの求人募集賃金を引き上げたことで、応募が増え採用に至った。しかしながら、人手不足の状況が続いてお
り、引き続き募集を行っている。（小売）
➢ 海外経済の減速や新型コロナウイルス感染症の影響により受注が減少しているため、人手不足感が和らいでいる。
（生産用機械）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響により宿泊客数が大幅に減少したことから、休館日を設け、従業員を休ませている。
（宿泊）
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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」2 年1～3 月期
○

製造業では、「鉄鋼」、「その他の輸送用機械」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、「電気・ガス・水道」、「建設」などで減少するものの、「運輸・郵便」、「情報通信」
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」2 年1～3 月期
○

製造業では、「その他の輸送用機械」、「その他製造」などで増益となるものの、「生産用機械」、「化
学」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』超幅は拡大」（全産業）「法人企業景気予測調査」2 年1～3 月期
○

企業の景況判断ＢＳＩは、「下降」超幅が拡大している。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、貸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、自動車、化学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、アジア、西欧などで減少している。
なお、輸入は、石炭、化学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、アジ
ア、大洋州などで減少している。

３．各都道府県の総括判断
前回（2 年 1 月判断）

今回（2 年 4 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

新型コロナウイルス感染症の
影響により、経済活動が抑制さ
れ、足下で下押しされており、
厳しい状況にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の
影響により、足下、弱含んでいる。生産
活動は弱い動きとなっている。雇用情勢
は改善してきたが、足下、新型コロナウ
イルス感染症の影響がみられる。

島根県

持ち直している

新型コロナウイルス感染症の
影響により、経済活動が抑制さ
れ、足下で下押しされており、
厳しい状況にある

個人消費は新型コロナウイルス感染症の
影響が広がっている。生産活動は弱含ん
でいる。雇用情勢は改善が続いているが、
新型コロナウイルス感染症の影響が懸念
される。

岡山県

新型コロナウイルス感染症の
生産の一部に弱さがみられる
影響により、経済活動が抑制さ
ものの、緩やかに回復してい
れ、足下で急速に下押しされて
る
おり、厳しい状況にある

個人消費は、新型コロナウイルス感染症
の影響により、足下、弱含んでいる。生
産活動は、弱い動きとなっている。雇用
情勢は、労働力需給は引き締まっている
ものの、新型コロナウイルス感染症の影
響が懸念される。

広島県

新型コロナウイルス感染症の
生産に弱さがみられるもの 影響により、経済活動が抑制さ
の、緩やかに回復している
れ、足下で急速に下押しされて
おり、厳しい状況にある

個人消費は、新型コロナウイルス感染症
の影響により、足下、弱い動きとなって
いる。生産活動は弱まっている。雇用情
勢は改善してきたが、足下、新型コロナ
ウイルス感染症の影響がみられる。

山口県

新型コロナウイルス感染症の
生産の一部に弱さがみられる 影響により、経済活動が抑制さ
ものの、回復しつつある
れ、足下で下押しされており、
厳しい状況にある

個人消費、生産活動は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により弱含んでいる。
雇用情勢は、改善のテンポが緩やかにな
っており、新型コロナウイルス感染症の
影響が懸念される。

鳥取県
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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、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動
が抑制され、足下で下押しされた状況にある」
項

目

総括判断

前回（2 年 1 月判断）

今回（2 年 4 月判断）

前回
比較

新型コロナウイルス感染症の影響
により、経済活動が抑制され、
足下で下押しされた状況にある

緩やかに回復している

（注）2 年 4 月判断は、前回 1 月判断以降、4 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、新型コロナウイルス感染症の影響により、スーパーが弱含んでいるほか、百貨店や観光な
どが低調となっていることから、全体としては弱含んでいる。生産活動は、輸送機械や窯業・土石で持ち
直しに向けた動きに一服感がみられ、化学は足踏みの状況にあることから、全体としては、足踏みの状況
にある。雇用情勢は、改善していたが、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。

【各項目の判断】
項

目

前回（2 年 1 月判断）

今回（2 年 4 月判断）
新型コロナウイルス感染症の影響により、弱
含んでいる

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
足踏みの状況にある
回復しつつある

雇用情勢

改善しており、人手不足感が続いている

改善していたが、新型コロナウイルス感染症
の影響がみられる

設備投資

元年度は前年度を下回る見込み

元年度は前年度を下回る見込み

企業収益

元年度は減益見込み

元年度は減益見込み

現状判断は「下降」超

現状判断は「下降」超

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

【先行き】
先行きについては、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況となることが見込まれており、
さらなる下振れリスクにも十分注意する必要がある。
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２．各論


個人消費 「新型コロナウイルス感染症の影響により、弱含んでいる」
スーパーは、飲食料品が堅調であるものの、衣料品や身の回り品が弱い動きとなっていることから、全
体としては弱含んでいる。コンビニエンスストアは、来店客数が減少しているものの、デザートや冷凍食
品等に動きがみられることから、全体としては底堅いものとなっている。ドラッグストア販売は、新規出
店効果に加え、マスク等の衛生用品や飲食料品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、エアコン等の動きが鈍いことから、前年を下回っている。ホームセンター販売は、マスク等の衛生
用品や園芸用品に動きがみられることから、前年を上回っている。百貨店は、飲食料品に弱さがみられる
ほか、衣料品が低調であることから、全体としては低調となっている。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、新型コロナウイルス感染症の影響により、低
調となっている。国内旅行、海外旅行ともに、新型コロナウイルス感染症の影響により、低調となってい
る。
（主なヒアリング結果）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響により、冷凍食品やレトルト食品等のストック需要が伸びているものの、卒業式の中止
などもあり、フォーマル関連を中心とした衣料品等は低調となっている。
（スーパー）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛から、行楽需要等が振るわず、来店客数が減少している。
（コンビニエ
ンスストア）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響により、マスク等の衛生用品が品薄状態となっている。安定供給の目途が立たないため、
個数制限を設けるなどの対応策を実施している。
（ドラッグストア）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響により、外出を自粛していることから日本人観光客が減少しているほか、国際線の運休
により外国人観光客も大幅に減少している。
（観光施設）



生産活動 「足踏みの状況にある」

輸送機械は、高操業が続いているものの、新規受注は厳しい状況にあり、持ち直しに向けた動きに一服
感がみられる。窯業・土石は、需要に落ち着きがみられることから、持ち直しに向けた動きに一服感がみ
られる。化学は、需要に落ち着きがみられることから、足踏みの状況にある。こうしたことから、全体で
は足踏みの状況にある。
➢ 高操業を継続しているが、新規受注は価格競争から厳しい状況となっている。
（輸送機械）
➢ オリンピック需要が落ち着いたことから、生産量は減少している。
（窯業・土石）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響などにより需要が減少したことから、生産調整のためラインを停止した。
（化学）



雇用情勢 「改善していたが、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる」

有効求人倍率は、低下している。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。
➢ 宿泊業において、新型コロナウイルス感染症の影響により、宴会や宿泊の予約キャンセルもあったことから、求人が減少
している。
（労働局）
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設備投資 「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」2 年 1-3 月期
○ 全産業で 16.8％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 20.7％の減少見込み、非製造業で 7.5％の減少見込みとなっている。



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」2 年 1-3 月期
○ 全産業で 11.8％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 14.6％の減益見込み、非製造業で 2.9％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、貸家及び分譲で前年を上回っているものの、持家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（2 年 1 月判断）

香川県

徳島県

愛媛県

高知県

今 回（2 年 4 月判断）

前回
比較

総括判断の要点

新型コロナウイルス感染症の
影響により、経済活動が抑制
され、足下で下押しされた状
況にある

個人消費は、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、弱含ん
でいる。生産活動は足踏みの状
況にある。雇用情勢は改善して
いたが、新型コロナウイルス感
染症の影響がみられる。

新型コロナウイルス感染症の
一部に弱い動きがみられるも
影響により、経済活動が抑制
のの、緩やかに回復しつつあ
され、足下で下押しされた状
る
況にある

個人消費は、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、弱い動
きとなっている。生産活動は弱
含んでいる。雇用情勢は改善し
ていたが、新型コロナウイルス
感染症の影響がみられる。

新型コロナウイルス感染症の
影響により、経済活動が抑制
され、足下で下押しされた状
況にある

個人消費は、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、弱含ん
でいる。生産活動は足踏みの状
況にある。雇用情勢は改善して
いたが、新型コロナウイルス感
染症の影響がみられる。

新型コロナウイルス感染症の
影響により、経済活動が抑制
され、足下で下押しされた状
況にある

個人消費は、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、弱含ん
でいる。生産活動は足踏みの状
況にある。雇用情勢は改善して
いたが、新型コロナウイルス感
染症の影響がみられる。

緩やかに回復している

回復しつつある

緩やかに持ち直している
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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、新型コロナウイルス感染症の影響により、経

済活動が抑制されるなか、足下で急速に下押しされており、
厳しい状況にある」
項

目

総括判断

前回（２年１月判断）

緩やかに回復している

今回（２年４月判断）

前回
比較

新型コロナウイルス感染症の影響
により、経済活動が抑制されるな
か、足下で急速に下押しされてお
り、厳しい状況にある

（注）２年４月判断は、前回１月判断以降、４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・スーパー販売は前年並みとなっており、コンビニエンスストア販売は堅調に推移し
ているものの、新型コロナウイルス感染症の影響により、足下で急速に下押しされ、弱い動きとなっている。
生産活動は、感染症の影響により、足下で下押しされ、弱い動きとなっている。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たが、感染症の影響がみられる。

【各項目の判断】
項

目

前回（２年１月判断）

今回（２年４月判断）

個人消費

回復しつつある

新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い
動きとなっている

生産活動

緩やかに拡大しつつある

新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い
動きとなっている

雇用情勢

改善しているなかで、人手不足感が強い状況が 改善していたが、新型コロナウイルス感染症の
続いている
影響がみられる

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、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい状況が続く見込みであり、さらなる下
振れリスクにも十分注意する必要がある。
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２．各論
 個人消費 「新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い動きとなっている」
百貨店・スーパー販売は、暖冬の影響から衣料品が低調であったものの、食料品などの動きから前年並み
となっている。コンビニエンスストア販売は、デザートなどを中心に堅調に推移している。ドラッグストア
販売は、マスク・ウイルス対策商品を中心に好調に推移している。ホームセンター販売は、園芸用品やマス
ク・ウイルス対策商品を中心に堅調に推移している。家電大型専門店販売は、テレビやパソコンを中心に回
復傾向にある。乗用車の新車販売及び宿泊者数（延べ）は、前年を下回っている。なお、新型コロナウイルス
感染症の影響により、足下で急速に下押しされた状況にある。
（主なヒアリング結果）
➢ 暖冬の影響から冬物衣料の最終処分の動きが悪く衣料品の売上が苦戦したことに加え、３月は感染症の影響による外出自
粛から、入店客数・売上ともに大きく減少している。
（百貨店・スーパー）
➢ 食料品は一貫して前年比増となっており、２月後半からは感染症の影響により、レトルト食品やインスタント食品を中心
に好調となっている。また、巣ごもり需要の高まりからネットスーパーの売上が伸びている。
（百貨店・スーパー）
➢ ３月に入っても学校休校、在宅勤務により引き続きデザートなどは好調であるが、全体では来店客数が激減したことで大
幅な売上減となりそうである。
（コンビニエンスストア）
➢ 暖冬の影響から暖房器具が不調であったものの、園芸用品が好調であったほか、感染症の影響により、マスクやウイルス
対策商品が好調であった。なお、一部中国製の商品に欠品がみられ、売上に影響が出ている。
（ホームセンター）
➢ 引き続きテレビやパソコンに買い替え需要がみられるものの、感染症の影響により、来店客数が減少し、新生活商戦は盛
り上がりに欠けている。
（家電大型専門店）
➢ 消費税率引上げによる消費者マインドの低下に回復の兆しがみられていたものの、感染症の影響により、来店客数が減少
している。
（自動車業界団体）
➢ 春節時期までは中国人観光客を中心に好調に推移していたが、１月下旬以降は予約のキャンセルが相次ぎ、足下では入国
規制もあるため、九州への訪日客の中心である東アジア４ヵ国・地域からの観光客はほぼゼロの状態である。
（観光業界団
体）

 生産活動 「新型コロナウイルス感染症の影響により、弱い動きとなっている」
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の受注が減少
している。化学・石油製品は、北米向け製品に弱い動きがみられる。汎用・生産用・業務用機械は、自動
車関連製造装置が低調である。輸送機械は、自動車及び同部品が低調である。なお、新型コロナウイルス
感染症の影響により、足下で下押しされた状況にある。
➢ 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）
➢ 主力のスマートフォン向け部品は、年度末に向けた在庫調整により受注が減少している（電子部品・デバイス）
➢ 北米の天候不順の影響により、農薬の出荷が当初の想定よりも下回っていることから、工場の稼働率が低下している。ま
た、感染症の影響により、原材料の調達に支障が生じており、更なる稼働率低下が懸念される。
（化学・石油製品）
➢ 感染症の影響により、自動車部品メーカーの海外工場が操業を停止したことから、当社工場も低稼働の状況が続いている。
（汎用・生産用・業務用機械）
➢ 主力車を中心に好調な生産が続いていたが、感染症の影響により、販売店の客足が急激に減少していることから、工場の
稼働率も低下している。
（輸送機械）

 雇用情勢 「改善していたが、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる」
有効求人倍率は、高水準で推移してきたものの、新規求人数は、職業紹介・労働者派遣業、卸売業・小
売業、宿泊業・飲食サービス業を中心に幅広い業種で前年を下回っている。
➢ 感染症の影響により勤務体制を見直し、雇用調整助成金を活用する予定。
（金属製品製造業）
➢ ２月下旬以降、事業所から、雇用維持を前提とした雇用調整助成金に関する相談が増えている。
（公的機関）
➢ 現在、正社員の解雇などは考えていないが、感染症の影響が長期化した場合は、非正規社員の人員を見直さざるを得ない。
（自動車・同附属品）
➢ 感染症の影響による資金繰り悪化や収益急減の対応として、全従業員の残業抑制やレストラン部門の休業日の設定、営業時間
短縮などを実施している。
（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」２年１～３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、金融業、保険業などで増加見込みとなっているものの、電気・ガス・水道業などで減少見込
みとなっており、全体では減少見込みとなっている。
➢ 増産に向けた積極的な投資を実施。
（情報通信機械器具製造業）
➢ 店舗建替えや情報通信機器の整備を実施。
（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」２年１～３月期
○ 製造業では、その他の輸送用機械器具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、卸売業などで増益見込みとなっているものの、宿泊業、飲食サービス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』超幅が拡大」（全産業）「法人企業景気予測調査」２年１～３月期
○ 企業の景況判断ＢＳＩは、前期(元年 10～12 月期)に比べ、全産業では｢下降｣超幅が拡大している。なお、
先行きについては、２年４～６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（元年度末累計）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 12 月は前年を上回り、１月、２月は前年を下回っている。販売単価は 12 月
から２月まで前年を上回っている。
○ 畜産物について、牛のと畜頭数は 12 月は前年を下回り、１月は前年を上回り、２月は前年を下回っている。
枝肉卸売価格は 12 月から２月まで前年を下回っている。豚のと畜頭数は 12 月から２月まで前年を上回って
いる。枝肉卸売価格は 12 月、１月は前年を上回り、２月は前年を下回っている。

 倒産
○ 企業倒産（２年１～３月期）は、件数は前年を上回り、負債金額は前年を下回っている。

３．各県の総括判断
前回（２年１月判断）

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

今回（２年４月判断）

前回
比較

総括判断の要点

緩やかに回復している

新型コロナウイルス感染症
の影響により、経済活動が
抑制されるなか、足下で急
速に下押しされており、厳
しい状況にある

個人消費は、百貨店・スーパー販売及びコンビニエンス
ストア販売は前年並みとなっているものの、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、
足下で急速に下押しされ、
弱い動きとなっている。生産活動は、感染症の影響によ
り、足下で下押しされ、弱い動きとなっている。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
たが、感染症の影響がみられる。

緩やかに持ち直している

新型コロナウイルス感染症
の影響により、経済活動が
抑制されるなか、足下で急
速に下押しされており、厳
しい状況にある

個人消費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
消費行動が抑制されているなど、
弱い動きとなっている。
また、生産活動は、感染症の影響により、海外需要が減
少しているなど、弱い動きとなっている。雇用情勢は、
改善していたが、感染症の影響がみられる。

緩やかに持ち直している

新型コロナウイルス感染症
の影響により、経済活動が
抑制されるなか、足下で急
速に下押しされており、厳
しい状況にある

個人消費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
多くの業態で来店客数の減少がみられていることなどか
ら、足下で急速に下押しされ、弱い動きとなっている。
また、生産活動は、感染症の影響により、足下で下押し
され、弱い動きとなっている。さらに、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たが、感
染症の影響がみられる。

緩やかに回復しつつある

新型コロナウイルス感染症
の影響により、経済活動が
抑制されるなか、足下で急
速に下押しされた状況にあ
る

個人消費は、百貨店・スーパー販売は前年並みとなって
いるものの、新型コロナウイルス感染症の影響により、
足下で急速に下押しされ、弱含んでいる。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ており、一進一退の状況にある
なかで、感染症の影響がみられる。雇用情勢は、改善し
ていたが、感染症の影響がみられる。
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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、新型コロナウイルス感染症の影響により、経

済活動が抑制されるなか、足下で急速に下押しされており、厳しい
状況にある」
項

目

前回（２年１月判断）

今回（２年４月判断）

新型コロナウイルス感染症の影
響により、経済活動が抑制され
るなか、足下で急速に下押しさ
れており、厳しい状況にある

回復している

総括判断

前回
比較

（注）２年４月判断は、前回１月判断以降、４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額などが前年を上回っているが、百貨店・スーパー販売額、旅行取扱
高などが前年を下回っているなど、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部で急速に下押しされ、
足下減少している。生産活動は、自動車が国内外向けともに減少しているなど、新型コロナウイルス感染
症の影響により、減少している。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きたが、足
下、低下しており、一部に新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。
【各項目の判断】
項

目

前回（２年１月判断）

今回（２年４月判断）

前回
比較

新型コロナウイルス感染症の影響により、
一部で急速に下押しされ、足下減少してい
る
新型コロナウイルス感染症の影響により、
減少している

個人消費

回復している

生産活動

横ばいの状況にある

雇用情勢

改善している

改善してきたが、足下、一部に新型コロナウ
イルス感染症の影響がみられる

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

前年を下回っている

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

【先行き】
先行きについては、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい状況が続くことが見込まれるため、
同感染症が内外に与える影響に十分注意するとともに、金融資本市場の変動等の影響にも注視する必要
がある。
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２．各論


個人消費 「新型コロナウイルス感染症の影響により、一部で急速に下押しされ、足下減少してい
る」
百貨店・スーパー販売額は、スーパーは新型コロナウイルス感染症の影響から巣ごもり消費が増加し、
食料品などが好調であるものの、百貨店は新型コロナウイルス感染症の影響による来店客数の減少によ
り販売額が低調なことなどから、全体では前年を下回っている。コンビニエンスストア販売額は、新型
コロナウイルス感染症の影響により冷凍食品、マスク等の健康・医療品が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。ドラッグストア販売額は、新型コロナウイルス感染症の影響によりマスクや食料品等が好調なこと
などから、前年を上回っている。家電大型専門店販売額は、パソコン、テレビが好調なことから、前年
を上回っている。ホームセンター販売額は、新型コロナウイルス感染症の影響によりマスクや紙製品等
が好調なことから、前年を上回っている。旅行取扱高（九州全体）は、新型コロナウイルス感染症の影
響により、大幅に前年を下回っている。このように、個人消費は新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、一部で急速に下押しされ、足下減少している。

（主なヒアリング結果）
➢ 暖冬の影響で衣料品が低調なことに加え、新型コロナウイルス感染症の影響により国内外問わず来店客数が減少してお
り、売上が減少している。
（百貨店、中堅企業）
➢ 雑貨を中心に消費税率引上げの反動減や需要低迷は続いているものの、２月以降は新型コロナウイルス感染症の影響によ
る巣ごもり消費により、食料品を中心に過去に例を見ないほど売上の増加が継続している。
（スーパー、大企業）
➢ Ｗｅｂによりホテル等を自分で準備する「個人手配」が増加し売上が減少している中、２月以降は新型コロナウイルス感
染症の影響により、旅行のキャンセルが相次いでおり、売上が激減している。
（旅行、大企業）



生産活動 「新型コロナウイルス感染症の影響により、減少している」
輸送機械の自動車は、新型コロナウイルス感染症の影響により、国内外向けともに減少している。鉄
鋼は、新型コロナウイルス感染症の影響により、自動車向け鋼材等を中心に弱い動きとなっている。電
子部品・デバイスは、スマートフォン向け製品の落ち込みが続く中、車載向け製品が堅調に推移してき
たものの、足下では新型コロナウイルス感染症の影響が懸念される。造船は、一定の受注残高や操業を
維持しているものの、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、厳しい受注環境にある。このように、
生産活動は新型コロナウイルス感染症の影響により、減少している。
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受け、一部操業停止など生産調整に入っている。生産台数は国内外向けともに計
画対比で大きく落ち込んでおり、今後の見通しも立っていない。
（輸送機械、中小企業）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響により、国内外ともに自動車産業で生産停止などの動きが出るなど、鋼材需要の減少に
合わせ生産は弱い動きとなっている。
（鉄鋼、大企業）
➢ 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。車載向け製品は、堅調で足下の生産に大きな落ち込みはないも
のの、新型コロナウイルス感染症の影響で４月以降の生産には不透明感が強い。
（情報通信機械器具、中堅企業）



雇用情勢 「改善してきたが、足下、一部に新型コロナウイルス感染症の影響がみられる」
有効求人倍率は、引き続き高水準で推移しているものの、足下、低下している。新規求人数は一部に
新型コロナウイルス感染症の影響がみられ、前年を下回っている。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きたが、足下、一部に新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。
➢ 継続して求人を出しているが、求職者数に変化はなく、人手不足感は継続している。
（小売、中堅企業）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響により、宿泊や婚礼のキャンセルが増加しており、従業員の休日を増やすなどの対応
をとっている。
（宿泊、中堅企業）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響から受注が大幅に減少しており、雇用調整助成金を活用する予定であるが、影響が長
引けば人員整理も検討せざるをえない。
（生産用機械器具、中小企業）
➢ 新型コロナウイルス感染症の拡大で、宿泊・飲食サービス業や製造業等に影響がみられており、求人の取消や保留の動
きがでている。有効求人倍率は高水準であるが、今後の動向を注視していく必要がある。
（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」2 年1～3 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」
、
「窯業・土石製品」
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」
、
「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。
➢ 30 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。令和元年度はそうした
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、高級ホテル建設費用、駅ビル開発費用などを見込んでいるため、30 年度より増額。
（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」2 年1～3 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、
「建設」等で増益見込みとなっているものの、
「運輸、郵便」
、
「サービス」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、分譲住宅及び給与住宅が増加しているものの、貸家及び持家が減少している
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（２年１～３月期）の景況判断ＢＳＩでみると、２年１～３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４～６月期は、引き続き「下降」 超 の 見通し
となっている。

３．管内各県の総括判断
前回（２年１月判断）

福岡県

佐賀県

長崎県

回復している

今回（２年４月判断）
新型コロナウイルス感染症の
影響により、経済活動が抑制
されるなか、足下で急速に下
押しされており、厳しい状況
にある

回復しつつある

新型コロナウイルス感染症の
影響により、経済活動が抑制
され、足下で大きく下押しさ
れており、厳しい状況にある

緩やかに持ち直している

生産活動は横ばいの状況を続
けているものの、新型コロナ
ウイルス感染症の影響によ
り、足下では特に観光業で大
きく下押しされており、厳し
い状況にある
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前回
比較

総括判断の要点
個人消費は新型コロナウイルス感染症の
影響により、一部で急速に下押しされ、足
下減少しているほか、生産活動は新型コロ
ナウイルス感染症の影響により減少して
おり、雇用情勢は足下、一部に新型コロナ
ウイルス感染症の影響がみられる。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
個人消費は一部業種では業績が足下で大
きく下押ししているなど、弱含んでいるほ
か、生産活動についても一部生産停止など
から足下で大きく下押ししているなど、弱
含んでいる。雇用情勢は改善してきたが、
足下で新型コロナウイルス感染症の影響
がみられる。
生産活動は横ばいの状況にあるものの、個
人消費は新型コロナウイルス感染症の影
響により、足下では特に観光施設の閉鎖等
が行われるなど、回復の見通しが不透明な
なか休業や営業時間短縮等を模索してい
る状況となっているほか、雇用情勢につい
ても新型コロナウイルス感染症の影響に
より、改善のテンポが緩やかになってい
る。

沖縄総合事務局
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沖縄総合事務局
１．総論
【総括判断】
「管内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動

が抑制され、足下では観光で悪化がみられるなど、極めて厳しい状況
にある」
項

前回（２年１月判断）

目

総括判断

拡大している

今回（２年４月判断）

前回
比較

新型コロナウイルス感染症の影響
により、経済活動が抑制され、足
下では観光で悪化がみられるな
ど、極めて厳しい状況にある

（注）２年４月判断は、前回１月判断以降、４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は、外出自粛等により来店客数が減少している
など、新型コロナウイルス感染症の影響により、弱含んでいる。観光は、入域観光客数が減少するなど、
新型コロナウイルス感染症の影響により、悪化している。雇用情勢は、有効求人倍率が高水準で推移する
など改善していたが、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる。

【各項目の判断】
項

目

前回（２年１月判断）

今回（２年４月判断）

個人消費

拡大している

新型コロナウイルス感染症の影響により、弱
含んでいる

観光

拡大している

新型コロナウイルス感染症の影響により、悪
化している

雇用情勢

改善している

改善していたが、新型コロナウイルス感染症
の影響がみられる

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」超幅が縮小している

前回
比較

現状判断は、
「上昇」超から「下降」超に転じて
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 足踏みの状況にある

足踏みの状況にある

【先行き】
先行きについては、新型コロナウイルス感染症の影響による極めて厳しい状況が続く見込みであり、さ
らなる下振れリスクにも十分注意する必要がある。
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２．各論
 個人消費 「新型コロナウイルス感染症の影響により、弱含んでいる」
百貨店・スーパー販売額は、食料品が好調のほか、新規出店効果などから前年を上回っているものの、
新型コロナウイルス感染症の影響により、外出自粛による来店客数の減少などがみられる。コンビニエン
スストア販売額は、新規出店効果から前年を上回っているものの、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、観光地周辺を中心に来店客数の減少などがみられる。ドラッグストア販売額は、新型コロナウイルス
感染症の影響がみられ、衛生用品が好調のほか、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、中古車販売台数ともに、新型コロナウイルス感染症の影響により、前年を下回っている。家電販売額
は、新型コロナウイルス感染症の影響により、前年を下回っている。このように、個人消費は新型コロナ
ウイルス感染症の影響により下押しされ、弱含んでいる。
（主なヒアリング結果）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響で、インバウンドや国内顧客の需要も減少し、卒業式や入学式などのイベント需要も減
少したことから、状況が一層悪くなった。また、館内のイベントなども延期や中止となっているため、集客ができない状況
にある。
（百貨店・スーパー）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、インバウンドや日本人観光客など徐々に客足が鈍り、衣料品等が前年比割れと
なったものの、食料品と衛生用品の需要が伸びたことから全体では前年比増である。
（百貨店・スーパー）
➢ ２月に入りインバウンドが大きく減少し、３月に入ると外出自粛や学校休校でさらに悪くなった。来店客数の減少で売上
は落ちたが、冷凍食品やチルド弁当の需要は増加した。
（コンビニエンスストア）
➢ 新規出店効果はあるものの、加えて新型コロナウイルス感染症の影響によるマスク等を含む衛生用品やレトルト類などの
食品は前年比増と大きい。高額化粧品は、インバウンド客の減少で前年比減となっている。
（ドラッグストア）
➢ ３月は決算フェアが新型コロナウイルス感染症の影響で中止されたため、契約台数は減少見込み。
（自動車販売店）
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響で来店客数が減少し売上も減少している。ただし、売上構成比は低いものの、加湿器と
空気清浄機が新型コロナウイルス感染症の影響で大きな伸びを示していた。
（家電量販店）

 観光 「新型コロナウイルス感染症の影響により、悪化している」
入域観光客数は、新型コロナウイルス感染症の影響などにより全体では減少している。国内客は、各種
イベント自粛や旅行自粛の動きに加え、航空路線の減便が続いていることなどから減少傾向となってい
る。外国客は、新型コロナウイルス感染症の影響による航空路線の減便やクルーズ船の寄港回数の減少な
どにより大幅に減少している。
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、
観光は新型コロナウイルス感染症の影響により、大きく下押しされ、悪化している。
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、沖縄への送客は大きく縮小するなど、国内外の観光客の減少に伴い、売上は激
減している。
（旅行）
➢ １月末に中国政府が日本を含めた海外団体旅行を禁止したことにより中国客をメインに減少し始め、更に航空会社のキャ
ンセル無料の発表があったことからキャンセルが増え、３月からはビジネスマンも旅行者も大きく減少している。過去のリ
ーマンショックなどのイベントとは比較にならないほど、今回は経済的な損失の規模が違う。
（宿泊）
➢ 渡航禁止措置による外国客の減少他、県内イベント中止によるシャトルバスの需要が減少したことにより売上は大きく減
少。３月に入るとインバウンド、修学旅行、イベントのシャトルバスは全部キャンセルとなった。
（陸運）
➢ ３月の全体の売上は前年と比べ半減している。３月の利用客の中には、若者の学生旅行が新型コロナウイルスの影響で海
外旅行から沖縄に振替られた例がある。４月以降は、週を追うごとにキャンセルが増え、予約よりキャンセルが多い状況。
（レンタカー）

 雇用情勢 「改善していたが、新型コロナウイルス感染症の影響がみられる」
新規求人数は、求人票の記載項目が拡充され、一部に求人の提出を見送る動きがあったことなどによ
り、前年を下回っており、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となどから、有効
求人倍率（季節調整値）は低下している。こうしたなか、改善していた雇用情勢は、新型コロナウイルス
感染症の影響がみられる。
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➢ 令和２年１月から、求人票の記載事項が拡充され、一部に求人の提出を見送る動きがあったことにより１月及び２月の求
人数の減少がある。３月に入って新型コロナウイルス感染症の影響が広がり、宿泊業など観光業全体が影響を受けている感
触があり、求人は旺盛に出ている状況ではない。一方、高齢化が進んでいるタクシーや路線バスの運転手などの求人は旺盛
である。
（行政機関）
➢ ３月は年間を通して求人件数の一番多い時期であるが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響により求人広告を控える
企業が出てきているため、現時点では求人広告件数が対前年同月比 20％以上減少。大型複合商業施設への出店を取りやめる
企業もあり、ホテルの社員及びアルバイトを含め新規募集をストップしている状況もある。
（求人誌出版）

 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」２年１－３月期
○ 製造業では、鉄鋼などで増加することから、全体では前年度を１８．０％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・郵便で減少するものの、情報通信、サービスなどで増加すること
から、全体では前年度を１５．３％上回る見込みとなっている。
➢ 今年度はスクラップの選別機とコンベアの維持更新を行うため、増加見込みである。(鉄鋼）
➢ 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)

 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」２年１－３月期
○ 製造業では、金属などで減益となるものの、鉄鋼などで増益となることから、全体では１１０．５％の増益
見込みとなっている。
○ 非製造業では、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７．７％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」超から「下降」超に転じている」
（全産業）「法人企業景気予測調査」２年１－３月期

○ 企業の景況判断ＢＳＩは、全産業では「上昇」超から「下降」超に転じている。先行きは「下降」超幅が縮
小後、
「上昇」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、貸家、分譲ともに前年を下回っており、全体でも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」
○ 鉱工業生産指数は前年を下回っているなど、生産活動は足踏みの状況にある。
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