「全国財務局管内経済情勢報告概要」の主なポイント
（令和２年１０⽉判断）

令和２年10⽉28⽇

地域経済の概況（令和２年10⽉判断）
１．各地域の経済情勢
•

各財務局管内の経済情勢を⽰す「総括判断」は、全11地域で「上⽅修正」。
– 前回（令和２年７⽉）と⽐較すると、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、「持ち直し」や「緩やかな持ち直
し」の動きがみられる。

•

各財務局の個別項⽬の判断
– 「個⼈消費」は、9地域（東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、福岡）で「上⽅修正」。
– 「⽣産活動」は、全11地域で「上⽅修正」。
– 「雇⽤情勢」は、全11地域で「据え置き」。

２．全局総括判断
•

地域経済に関する各財務局の報告をとりまとめると、
– 「個⼈消費」は、感染症の影響がみられるものの、社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、持ち直しつつある。
– 「⽣産活動」は、感染症の影響がみられるものの、⾃動⾞を中⼼に、持ち直しつつある。
– 「雇⽤情勢」は、雇⽤者数で底堅さがみられるものの、感染症の影響により、引き続き弱い動きとなっている。

•

これらを踏まえ、「全局総括判断」は、「厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる」へ上⽅修正した。

全局
総括判断

前回（令和２年７⽉判断）

今回（令和２年１０⽉判断）

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい
状況にあるものの、⾜下では下げ⽌まり、⼀部
で持ち直しの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい
状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる

（注１）令和２年１０月判断は、前回７月判断以降、１０月に入ってからの足下の状況までを含めた期間で判断。
（注２）下線部が基調判断。

基調⽐較

（上⽅修正）

1

各地域の「総括判断」の⽐較
令和２年７⽉判断

令和２年10⽉判断

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、
⾜下では下げ⽌まり、⼀部で持ち直しの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、
持ち直しの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の影響により極めて厳しい状況にある
ものの、経済活動の再開に伴い、⼀部に下げ⽌まりの動きがみら
れる

新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にあるものの、
⼀部に持ち直しの動きがみられる

東北

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、
⾜下では下げ⽌まりの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、
緩やかに持ち直しつつある

関東

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、
⾜下では下げ⽌まりの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、
持ち直しの動きがみられる

北陸

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況が続いている
ものの、⼀部では下げ⽌まりの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況が続いている
ものの、⼀部では緩やかに持ち直しつつある

東海

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、
⾜下では持ち直しの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の影響により、⼀部に厳しい状況が残る
ものの、持ち直している

近畿

新型コロナウイルス感染症の影響により、極めて厳しい状況にある
ものの、⾜下では下げ⽌まりの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、
持ち直しの動きがみられる

中国

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、
⾜下では下げ⽌まりの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、
持ち直しの動きがみられる

四国

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、
⾜下では下げ⽌まりの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、
持ち直しの動きがみられる

九州

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、
⾜下では下げ⽌まりの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、
緩やかに持ち直しつつある

福岡

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、
⾜下では下げ⽌まりの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、
緩やかな持ち直しの動きがみられる

沖縄

新型コロナウイルス感染症の影響により、極めて厳しい状況にある
ものの、⾜下では下げ⽌まりの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、
緩やかな持ち直しの動きがみられる

全局

北海道

（注１）下線部が基調判断。

（注２）矢印は、前回との基調比較。
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「個別項⽬」の特徴的な動向
１．個⼈消費

※９地域（東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、福岡）で「上⽅修正」

• 「スーパー販売」は、⼀時期の増勢は緩やかになっているものの、巣ごもり需要の継続により、飲⾷料品を中⼼に堅調。
• 「百貨店販売」は、イベントなどの外出機会の減少でブランド⾐料品が低迷しているものの、全体としては持ち直しの動きがみられる。
• 「コンビニエンスストア販売」は、低迷していた⾏楽地周辺の店舗の客⾜が⾜下で戻ってくるなど、緩やかに持ち直している。
• 「ドラッグストア販売」は、感染予防対策の衛⽣⽤品や飲⾷料品を中⼼に引き続き好調。
• 「家電販売」は、⼀時期の増勢は緩やかになっているものの、テレビや調理家電などの巣ごもり需要もあり、引き続き堅調。
• 「新⾞販売」は、経済活動の再開に伴って来客数が徐々に回復しており、持ち直しつつある。
• 財務局のヒアリングによると、宿泊や旅⾏代理店、飲⾷等のサービス業では、Go Toキャンペーン等により、⾜下では持ち直しの動きがみられる。

２．⽣産活動

※全11地域で「上⽅修正」

• 「⾃動⾞」は、国内外の需要回復に伴い、在庫の積み増しがみられるなど、持ち直している。
• 「⽣産⽤機械」は、半導体製造装置が引き続き堅調であるほか、⼯作機械の⼀部で下げ⽌まりの兆しがみられる。
• 「電⼦部品・デバイス」は、⾞載向けで持ち直しの動きがみられる。
• なお、「⽣産活動」は全11地域で上⽅修正を⾏ったものの、「⾃動⾞」関連のウェイトが⾼い地域では「持ち直し」の動きがみられる⼀⽅、同産
業のウェイトが低い地域では「下げ⽌まり」や「⼀進⼀退の状況」に留まるなど、産業構造の違いによって改善度合いにも地域差がみられる。

３．雇⽤情勢

※全11地域で「据え置き」

• 雇⽤者数は、底堅く推移している。ただし、有効求⼈倍率は、分⼦である有効求⼈数で下げ⽌まりの動きがみられるものの、経済活動の再開
に伴い、分⺟である有効求職者数が増加していることから、低下している。
• 財務局のヒアリングによれば、雇⽤調整助成⾦を活⽤して雇⽤維持に努める企業が多くみられる⼀⽅、今後の業況によっては、雇⽤調整を進
める企業が増加する可能性もあるなど、先⾏きには⼗分注意する必要。

3

各地域の「個別項⽬」の⽐較
個⼈消費
前回
（令和２年7⽉判断）

⽣産活動
今回
（令和２年10⽉判断）

前回
（令和２年7⽉判断）

※沖縄は「観光」

今回
（令和２年10⽉判断）

雇⽤情勢
前回
（令和２年7⽉判断）

今回
（令和２年10⽉判断）

北
海
道

新型コロナウイルス感染症の影響により
⼀部に弱さがみられるものの、⾜下では
持ち直しの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の影響
により⼀部に弱さがみられるものの、
持ち直しの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の
影響により、弱い動きとなっ
ている

⼀進⼀退の状況にある

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

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

東
北

新型コロナウイルス感染症の影響がみら
れるものの、⾜下では緩やかに持ち直し
つつある

新型コロナウイルス感染症の影響
がみられるものの、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、弱含んでいる

新型コロナウイルス感染症の
影響がみられるものの、⾜下
では緩やかに持ち直しつつある

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

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

関
東

新型コロナウイルス感染症の影響がみら
れるなか、⾜下では緩やかに持ち直しつ
つある

新型コロナウイルス感染症の影響
がみられるものの、持ち直しつつある

⼀部に下げ⽌まりの動きが
みられるものの、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
影響がみられるものの、緩やか
に持ち直しつつある

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

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

北
陸

新型コロナウイルス感染症の影響により、
厳しい状況が続いてきたが、⾜下では持
ち直しの兆しがみられる

新型コロナウイルス感染症の影響
により、厳しい状況が続いているも
のの、緩やかに持ち直しつつある

弱まっている

下げ⽌まっている

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

東
海

感染症の影響が残るものの、持ち直しの
動きがみられる

感染症の影響が残るものの、持ち直
している

厳しい状況にあるものの、⾜
下では持ち直しの動きがみら
れる

着実に持ち直している

感染症の影響により、幅広
い業種で求⼈の減少が続
いている

感染症の影響により、弱い
動きが続いている

近
畿

新型コロナウイルス感染症の影響による
厳しさが残るものの、⾜下では下げ⽌まり
の動きがみられる

持ち直しつつある

⼀部に下げ⽌まりの兆しが
みられるものの、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、
減少している

緩やかに持ち直しつつある

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

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

中
国

新型コロナウイルス感染症の影響が残る
ものの、⾜下では持ち直しの動きがみら
れる

新型コロナウイルス感染症の影響
がみられるものの、緩やかに持ち直
している

新型コロナウイルス感染症の
影響がみられるものの、⾜下
では⼀部に下げ⽌まりの動
きがみられる

新型コロナウイルス感染症の
影響がみられるものの、持ち
直しの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症
の影響により、弱含んでいる

新型コロナウイルス感染症
の影響により、弱含んでいる

四
国

新型コロナウイルス感染症の影響により、
弱含んでいるものの、⾜下では緩やかに
持ち直しつつある

感染症の影響が残るものの、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、弱含んでいる

下げ⽌まりの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症
の影響により、弱い動きと
なっている

感染症の影響により、弱い
動きとなっている

九
州

新型コロナウイルス感染症の影響により、
弱い動きが続いているものの、⾜下では
緩やかな持ち直しの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の影響
がみられるものの、持ち直しつつある

⼀部に下げ⽌まりの動きが
みられるものの、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、
弱い動きが続いている

新型コロナウイルス感染症の
影響がみられるものの、緩やか
に持ち直しつつある

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

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

福
岡

新型コロナウイルス感染症の影響による
厳しさが残るものの、⾜下では⼀部に持
ち直しの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の影響
がみられるものの、緩やかに持ち直
しつつある

新型コロナウイルス感染症の
影響により、厳しい状況にあ
るものの、⾜下では⼀部に
下げ⽌まりの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の
影響がみられるものの、⼀部
に持ち直しの動きがみられる

新型コロナウイルス感染症
の影響により、弱い動きと
なっている

新型コロナウイルス感染症
の影響により、弱い動きと
なっている

沖
縄

感染症の影響により、弱含んでいるもの
の、⾜下では持ち直しの動きがみられる

感染症の影響がみられるものの、
持ち直しの動きがみられる

感染症の影響により、悪化
しているものの、⾜下では下
げ⽌まりの動きがみられる

感染症の影響により、厳しい
状況にあるものの、緩やかな
持ち直しの動きがみられる

感染症の影響により、弱い
動きとなっている

感染症の影響により、弱い
動きとなっている
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＜参考＞⼩売店・娯楽施設へのヒトの動き（オルタナティブ・データの活⽤①）
 前回7⽉判断以降のヒトの動き（⼩売店・娯楽施設）をみると、お盆休みや9⽉の⼤型連休では、感染拡⼤前の⽔準を上回
る地域がみられるなど、緩やかではあるがヒトの動きが戻りつつある。
 ただし、地域別でみると、⾸都圏などの⼤都市圏では、全期間を通じて低⽔準で推移しているほか、九州・福岡・沖縄では、
８・９⽉の感染者数の増加やクラスターの発⽣により、他地域に⽐べて⼀時的な落ち込みがみられる。
20%

（基準値からの変動率、後⽅７⽇移動平均）

10%

東北
関東
（北関東・甲信越）
北陸
中国

0%

四国
東海
九州

-10%

福岡
北海道
全国

-20%

近畿
関東
（⾸都圏）
沖縄

-30%

（注１）地域区分は、各財務局等の管轄区域による。関東財務局は、⾸都圏（埼⽟県、東京都、神奈川県、千葉県）と北関東・
甲信越（茨城県、栃⽊県、群⾺県、新潟県、⼭梨県、⻑野県）に分割。
（注２）数値は、財務局の管轄区域ごとに、各都道府県の総⼈⼝で加重平均。データは、10⽉18⽇時点。
（注３）基準値は、2020年1⽉3⽇〜2⽉6⽇の5週間における該当曜⽇の中央値。
（注４）⼩売店、娯楽施設には、レストランやカフェ、ショッピングセンター、テーマパーク、博物館、図書館、映画館などが含まれる。
（出所）Google「COVID-19 コミュニティモビリティレポート」、総務省「⼈⼝推計」

-40%

-50%
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＜参考＞宿泊施設の稼働状況（オルタナティブ・データの活⽤②）
 感染症の影響により、全地域において、4⽉の稼働状況が最も低い⽔準となった。
 5⽉の緊急事態宣⾔の解除から10⽉の⾜下まで、⽔準⾃体は前年度を下回っているものの、持ち直しの動きがみられる。
 ただし、⾸都圏などの⼤都市圏では、他地域に⽐べて回復のペースが遅れているなど、地域差がみられる。
（稼働状況指数）
100
2019年
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2020年

1 １２３４５６７８９１
2 ⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉０
⽉
⽉

1 １２３４５６７８９１
2 ⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉０
⽉
⽉

1 １２３４５６７８９１
2 ⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉０
⽉
⽉

1 １２３４５６７８９１
2 ⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉０
⽉
⽉

1 １２３４５６７８９１
2 ⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉０
⽉
⽉

北海道

東北

関東（⾸都圏）

関東（北関東・甲信越）

北陸

1 １２３４５６７８９１
2 ⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉０
⽉
⽉

1 １２３４５６７８９１
2 ⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉０
⽉
⽉

1 １２３４５６７８９１
2 ⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉０
⽉
⽉

1 １２３４５６７８９１
2 ⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉０
⽉
⽉

1 １２３４５６７８９１
2 ⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉０
⽉
⽉

近畿

中国

四国

九州

福岡
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1 １２３４５６７８９１
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東海
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1 １２３４５６７８９１
2 ⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉０
⽉
⽉
沖縄

（注１）地域区分は、各財務局等の管轄区域による。関東財務局は、⾸都圏（埼⽟県、東京都、神奈川県、千葉県）と北関東・甲信越（茨城県、栃⽊県、群⾺県、新潟県、⼭梨県、⻑野県）に分割。
（注２）⽇次の宿泊施設稼働率（原数値）を７⽇間周期のデータとみなして曜⽇要因を除いたうえで、⽉ごとに単純平均したもの。10⽉は、15⽇までの数値。
（注３）休業施設は除く。そのため、空室が2020年4⽉中に20⽇以上かつ2020年5⽉中に20⽇以上提供されている施設のみを対象とし、過去に遡って指数を算出。
（注４）⽇次（原数値）は、100-((当⽇の空室数-当⽇を含む過去365⽇の最⼩空室数)/(当⽇を含む過去365⽇の最⼤空室数-当⽇を含む過去365⽇の最⼩空室数))*100で算出。
（出所）公益財団法⼈九州経済調査協会「DATASALAD」
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企業等の主な声

個⼈消費

⽣産活動

雇⽤情勢

•

感染症の落ち着きから外⾷等も増加しているのか、⼀時期と⽐べて買いだめ傾向は和らいでいる。ただし、在宅勤務が浸透したこ
とによる巣ごもり需要の継続から飲⾷料品を中⼼に売上は堅調に推移している。【スーパー・⼤・近畿】

•

10⽉の催事などでは客数が戻ってきている。ただし、外出機会の減少や節約志向により、⾐料品は厳しくなっており、商品の供給
側の減産も進んでいる。⾐料品の売場を今後も維持するかどうかは、⼤きな検討課題である。【百貨店・九州】

•

オフィス街や観光地を中⼼に来店客数が減少していたが、⾜下では、Go Toトラベル事業の実施を契機として、観光地周辺の店
舗は来店客数が持ち直している。【コンビニ・⼤・中国】

•

9⽉以降は特別定額給付⾦の効果も⼀段落したが、在宅時間の増加に伴い、ホットプレート等の調理家電が引き続き好調。最
近では冬の感染拡⼤を⾒越して、⾼額な空気清浄機が売れている。【家電量販店・⼤・近畿】

•

Go Toキャンペーンや県独⾃のプレミアム宿泊券の効果で売上⾼は回復傾向。ただし、個⼈客中⼼の単価の⾼い施設は前年⽐
増だが、ビジネスホテルは前年⽐70%減となるなど、恩恵を受ける施設と受けない施設での格差が⼤きい。【宿泊・団体・中国】

•

最近では感染が落ち着いてきたこともあり、淡路島や有⾺などの近場の旅⾏を中⼼にGo Toキャンペーンを活⽤した予約が増えて
おり、店頭が明らかに忙しくなっている。【旅⾏代理店・⼤・近畿】

•

感染症の影響で⽣産調整を⾏っていたが、6⽉以降、通常操業を再開。⾜下ではこれまでの減産分を回復すべく、フル操業で⽣
産している。【⾃動⾞・⼤・関東】

•

⼀部の取引先で投資の先延ばしが⽣じているものの、５Ｇ関連の需要増などを背景に、受注は好調に推移しており、⾼い⽣産
⽔準を維持している。【⽣産⽤機械・⼤・九州】

•

⾦属加⼯機械において、取引先の設備投資意欲が回復するまでには⾄っていない。ただし、前四半期より悪化はしておらず、横
ばいの状況が続いている。【⽣産⽤機械・⼤・北陸】

•

国内外の⾃動⾞⼯場も稼働するようになり、⾃動⾞向け電⼦部品の⽣産が堅調である。【電⼦部品/デバイス・⼤・東北】

•

主⼒の⾃動⾞向け製品の⽣産量増加により⼈⼿不⾜感が出てきたため、期間⼯の募集を⾏っている。【⾦属製品・中堅・東海】

•

雇⽤調整助成⾦でなんとか雇⽤を守っており、現⾏の特例措置が年末まで延⻑されて⼀安⼼である。ただし、今後も業況が戻ら
ない場合は「従業員の整理に踏み切らざるを得ないかも」と漏らす宿泊施設もある。【宿泊・団体・北陸】

注）各財務局は企業等へのヒアリングを主に９月中旬から１０月中旬にかけて実施。
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各地域の「総括判断」①
前回

今回

基調
⽐較

総括判断の要点

（令和２年７⽉判断）

（令和２年１０⽉判断）

北海道

新型コロナウイルス感染症の影
響により極めて厳しい状況にあ
るものの、経済活動の再開に伴
い、⼀部に下げ⽌まりの動きが
みられる

新型コロナウイルス感染症の影
響により厳しい状況にあるものの、
⼀部に持ち直しの動きがみられ
る

個⼈消費は、スーパー販売で「巣ごもり消費」から、主⼒の⾷料品が堅調に推
移しており、持ち直しの動きがみられる。⽣産活動は、⼀進⼀退の状況にある。
雇⽤情勢は、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。
観光は、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にあるものの、持ち
直しの動きがみられる。

東北

新型コロナウイルス感染症の影
響により、厳しい状況にあるもの
の、⾜下では下げ⽌まりの動き
がみられる

新型コロナウイルス感染症の影
響により、厳しい状況にあるもの
の、緩やかに持ち直しつつある

個⼈消費は、新型コロナウイルス感染症の影響がみられるものの、緩やかに持
ち直している。⽣産活動は、新型コロナウイルス感染症の影響がみられるもの
の、電⼦部品・デバイスが⾃動⾞向けなどで堅調となっているほか、輸送機械が
持ち直しているなど、⾜下では緩やかに持ち直しつつある。雇⽤情勢は、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。

関東

新型コロナウイルス感染症の影
響により、厳しい状況にあるもの
の、⾜下では下げ⽌まりの動き
がみられる

新型コロナウイルス感染症の影
響により、厳しい状況にあるもの
の、持ち直しの動きがみられる

個⼈消費は、感染症の影響がみられるものの、スーパー販売額、ドラッグストア
販売額が前年を上回っているほか、百貨店販売額、コンビニエンスストア販売
額に持ち直しの動きがみられるなど、持ち直しつつある。⽣産活動は、感染症の
影響がみられるものの、輸送機械、化学、電気機械が増加しているなど、緩や
かに持ち直しつつある。雇⽤情勢は、感染症の影響により、弱い動きとなってい
る。

北陸

新型コロナウイルス感染症の影
響により、厳しい状況が続いて
いるものの、⼀部では下げ⽌まり
の動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の影
響により、厳しい状況が続いて
いるものの、⼀部では緩やかに
持ち直しつつある

個⼈消費は、ドラッグストア販売やホームセンター販売が好調となっており、家電
⼤型専⾨店販売は持ち直している。また、百貨店・スーパー販売が緩やかに持
ち直しつつあるなど、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況が続い
ているものの、緩やかに持ち直しつつある。⽣産活動は、電⼦部品・デバイスが
持ち直しており、化学が拡⼤しているほか、⽣産⽤機械が下げ⽌まりつつあるこ
となどから、全体では下げ⽌まっている。雇⽤情勢は、有効求⼈倍率が低下し
ていることなどから、弱い動きとなっている。

東海

新型コロナウイルス感染症の影
響により、厳しい状況にあるもの
の、⾜下では持ち直しの動きが
みられる

新型コロナウイルス感染症の影
響により、⼀部に厳しい状況が
残るものの、持ち直している

社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、個⼈消費は感染症の影響が
残るものの持ち直しており、⽣産活動は輸送機械を中⼼に着実に持ち直してい
る。こうしたなか、雇⽤情勢は弱い動きとなっている。
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各地域の「総括判断」②
前回

今回

基調
⽐較

総括判断の要点

（令和２年７⽉判断）

（令和２年１０⽉判断）

近畿

新型コロナウイルス感染症の影
響により、極めて厳しい状況に
あるものの、⾜下では下げ⽌まり
の動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の影
響により、厳しい状況にあるもの
の、持ち直しの動きがみられる

個⼈消費は、スーパーや家電等の販売が堅調となっているなど持ち直しつつある。
⽣産活動は、⽣産⽤機械や電気・情報通信機械等が上昇しているなど緩や
かに持ち直しつつある。雇⽤情勢は、有効求⼈倍率が引き続き低下しているな
ど弱い動きとなっている。

中国

新型コロナウイルス感染症の影
響により、厳しい状況にあるもの
の、⾜下では下げ⽌まりの動き
がみられる

新型コロナウイルス感染症の影
響により、厳しい状況にあるもの
の、持ち直しの動きがみられる

個⼈消費は、新型コロナウイルス感染症の影響がみられるものの、ドラッグストア
販売やホームセンター販売が好調であるなど、緩やかに持ち直している。⽣産活
動は、新型コロナウイルス感染症の影響がみられるものの、輸送機械が増加し
ているなど、持ち直しの動きがみられる。雇⽤情勢は、新型コロナウイルス感染
症の影響により、弱含んでいる。

四国

新型コロナウイルス感染症の影
響により、厳しい状況にあるもの
の、⾜下では下げ⽌まりの動き
がみられる

新型コロナウイルス感染症の影
響により、厳しい状況にあるもの
の、持ち直しの動きがみられる

個⼈消費は、スーパーが堅調であるほか、各種政策の効果もあり、家電販売や
観光等に持ち直しの動きなどがみられることから、全体としては感染症の影響が
残るものの、緩やかに持ち直している。⽣産活動は、輸送機械が弱い動きとなっ
ているものの、電気機械や汎⽤・⽣産⽤機械で緩やかに持ち直しつつあることか
ら、全体としては下げ⽌まりの動きがみられる。雇⽤情勢は、感染症の影響によ
り、弱い動きとなっている。

九州

新型コロナウイルス感染症の影
響により、厳しい状況にあるもの
の、⾜下では下げ⽌まりの動き
がみられる

新型コロナウイルス感染症の影
響により、厳しい状況にあるもの
の、緩やかに持ち直しつつある

個⼈消費は、新型コロナウイルス感染症の影響がみられるものの、百貨店・スー
パー販売が持ち直しつつあり、ホームセンター販売や家電⼤型専⾨店販売は前
年を上回っているなど、持ち直しつつある。⽣産活動は、感染症の影響がみられ
るものの、緩やかに持ち直しつつある。雇⽤情勢は、有効求⼈倍率が低下して
いるなど、感染症の影響により、弱い動きとなっている。

福岡

新型コロナウイルス感染症の影
響により、厳しい状況にあるもの
の、⾜下では下げ⽌まりの動き
がみられる

新型コロナウイルス感染症の影
響により、厳しい状況にあるもの
の、緩やかな持ち直しの動きが
みられる

個⼈消費は、新型コロナウイルス感染症の影響がみられるものの、百貨店・スー
パー販売額及びコンビニエンスストア販売額の減少幅が縮⼩しているなど、緩や
かに持ち直しつつある。⽣産活動は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
⾃動⾞の⽣産台数が前年を下回っているものの、輸出向けを中⼼に回復して
いるなど、⼀部に持ち直しの動きがみられる。雇⽤情勢は、弱い動きとなっている。

沖縄

新型コロナウイルス感染症の影
響により、極めて厳しい状況に
あるものの、⾜下では下げ⽌まり
の動きがみられる

新型コロナウイルス感染症の影
響により、厳しい状況にあるもの
の、緩やかな持ち直しの動きが
みられる

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減少するなど、
感染症の影響がみられるものの、⾷料品が引き続き堅調に推移するなど、持ち
直しの動きがみられる。観光は、⼊域観光客数が⼤幅に減少するなど、感染症
の影響により、厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる。雇
⽤情勢は、有効求⼈倍率が低下するなど、感染症の影響により、弱い動きと
なっている。
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各地域の「先⾏き」
今 回 （２年１０⽉）

北海道

先⾏きについては、感染拡⼤の防⽌策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、各種政策の効果もあって、持ち直しの動きが続く
ことが期待される。ただし、感染症が地域経済に与える影響に⼗分注意する必要がある。

東北

先⾏きについては、感染拡⼤の防⽌策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、各種政策の効果もあって、持ち直しに向けた動
きが続くことが期待される。ただし、感染症が地域経済に与える影響に⼗分注意する必要がある。

関東

先⾏きについては、感染拡⼤の防⽌策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、各種政策の効果もあって、持ち直しの動きが続く
ことが期待される。ただし、感染症が地域経済に与える影響に⼗分注意する必要がある。

北陸

先⾏きについては、感染拡⼤の防⽌策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、各種政策の効果もあって、厳しい状況から持ち
直しに向かうことが期待される。ただし、感染症が地域経済に与える影響に⼗分注意する必要がある。

東海

先⾏きについては、感染拡⼤の防⽌策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、各種政策の効果もあって、引き続き持ち直して
いくことが期待される。ただし、感染症が地域経済に与える影響に⼗分注意する必要がある。

近畿

先⾏きについては、新型コロナウイルス感染症の影響が続くなかで、各種政策の効果等もあって、持ち直しの動きが続くことが期待される。ただし、国
内外の感染症の動向や⾦融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。

中国

先⾏きについては、感染拡⼤の防⽌策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、各種政策の効果もあって、持ち直しの動きが続く
ことが期待される。ただし、感染症が地域経済に与える影響に⼗分注意する必要がある。

四国

先⾏きについては、感染拡⼤の防⽌策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、各種政策の効果もあって、持ち直しの動きが続く
ことが期待される。ただし、感染症が地域経済に与える影響に⼗分注意する必要がある。

九州

先⾏きについては、新型コロナウイルス感染拡⼤の防⽌策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、各種政策の効果もあって、持
ち直しの動きが続くことが期待される。ただし、感染症の動向など、管内経済を下押しするリスクに留意する必要がある。

福岡

先⾏きについては、感染拡⼤の防⽌策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、各種政策の効果もあって、持ち直しの動きが続く
ことが期待される。ただし、新型コロナウイルス感染症が地域経済に与える影響に⼗分注意する必要がある。

沖縄

先⾏きについては、感染拡⼤の防⽌策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、各種政策の効果もあって、持ち直しの動きが続く
ことが期待される。ただし、感染症が地域経済に与える影響に⼗分注意する必要がある。
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問い合わせ先
財務省⼤⾂官房総合政策課
東京都千代⽥区霞が関３丁⽬１番１号
℡． 03－3581－4111 （内線）2252，2225
財務省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ https://www.mof.go.jp/

