
（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（４年１月判断）
前回と
の比較

総括判断の要点

北海道財務局
新型コロナウイルス感染症の影響が続いているものの、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、緩やかに持ち直しつつある。生産活動は、足踏みの状況にある。雇用情勢
は、感染症の影響がみられるなか、下げ止まっている。観光は、感染症の影響により厳しい状況にあるなか、一進一退の
状況にある。

東北財務局
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、電子部品・デ
バイスが自動車向けや通信機器向けなどで好調となっているほか、生産用機械が海外の設備投資需要を背景に高水準と
なっているなど、持ち直している。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ものの、緩やかに持ち直し
つつある。

➣ 青　森
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、持ち直しつつある

個人消費は一部に弱さがみられるものの、持ち直しており、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。

➣ 岩　手
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おり、生産活動は持ち直している。
雇用情勢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。

➣ 宮　城
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おり、生産活動は持ち直している。
雇用情勢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。

➣ 秋　田
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、緩やかに持ち直しつつあり、生産活動は持ち直してい
る。雇用情勢は緩やかに持ち直しつつある。

➣ 山　形
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、緩やかに持ち直している

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おり、生産活動は持ち直している。
雇用情勢は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。

➣ 福　島
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おり、生産活動はサプライチェーン
の問題に広がりがみられるものの、緩やかに持ち直している。雇用情勢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。

関東財務局
新型コロナウイルス感染症の影響が引き続きみられるもの
の、緩やかに持ち直している

個人消費は、家電販売額、ホームセンター販売額などが前年を下回っている一方で、スーパー販売額、百貨店販売額など
が前年を上回っているほか、宿泊や飲食サービスが持ち直しつつあるなど、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、供給面での制約がみられるものの、生産用機械、電気機械が増加しているほか、輸送機械が
回復傾向にあるなど、持ち直しつつある。雇用情勢は、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。

➣ 茨　城
新型コロナウイルス感染症の影響が引き続きみられるもの
の、緩やかに持ち直している

感染症の影響がみられるものの、個人消費は緩やかに持ち直しており、雇用情勢は緩やかに持ち直しつつある。また、生
産活動は、一部に供給面での制約がみられるものの、持ち直している。

➣ 栃　木
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、緩やかに持ち直しつつある。生産活動は、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がみられるものの、緩やかに持ち直しつつある。

➣ 群　馬
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、持ち直しつつある

個人消費は、感染症の影響がみられるものの、持ち直している。生産活動は、持ち直しつつある。また、雇用情勢は、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。

➣ 埼　玉
新型コロナウイルス感染症の影響が引き続きみられるもの
の、緩やかに持ち直している

個人消費は、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、持ち直しつつある。雇用情勢は、
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。

➣ 千　葉
新型コロナウイルス感染症の影響が引き続きみられるもの
の、緩やかに持ち直している

個人消費は、新型コロナウイルス感染症の影響により一部に弱さがみられるものの、緩やかに持ち直している。生産活動
は、持ち直している。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。

➣ 東　京
新型コロナウイルス感染症の影響が引き続きみられるもの
の、緩やかに持ち直している

個人消費及び産業活動は、新型コロナウイルス感染症の影響がみられるものの、緩やかに持ち直している。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ものの、緩やかに持ち直しつつある。

➣ 神奈川
新型コロナウイルス感染症の影響が引き続きあるなか、一
部に弱さがみられるものの、緩やかに持ち直している

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、一部に弱さが
みられるものの、持ち直している。雇用情勢は、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。

➣ 新　潟
新型コロナウイルス感染症の影響が引き続きみられるもの
の、緩やかに持ち直している

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、持ち直しの動
きに一服感がみられる。雇用情勢は、緩やかに持ち直している。

➣ 山　梨
新型コロナウイルス感染症の影響が引き続きみられるもの
の、緩やかに持ち直している

個人消費は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。生産活動は緩やかに持ち直している。雇用情勢は
感染症の影響がみられるなか、横ばいの状況にある。

➣ 長　野
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

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、持ち直しつつある。生産活動は、持ち直している。雇
用情勢は、持ち直している。

北陸財務局
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

個人消費は、ドラッグストア販売が順調となっており、百貨店・スーパー販売が持ち直しつつあるなど、新型コロナウイ
ルス感染症の影響がみられるものの、持ち直しつつある。生産活動は、電子部品・デバイス、化学が足踏みの状況にある
ことなどから、全体では回復に向けた動きに一服感がみられる。雇用情勢は、新型コロナウイルス感染症の影響がみられ
るものの、緩やかに持ち直しつつある。

➣ 富　山
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

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、持ち直しつつある。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。

➣ 石　川
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

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、持ち直しつつある。生産活動は回復に向けた動きに一服
感がみられる。雇用情勢は新型コロナウイルス感染症の影響がみられるものの、緩やかに持ち直しつつある。

➣ 福　井
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

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、持ち直しつつあり、生産活動は持ち直している。また、
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ものの、緩やかに持ち直している。

東海財務局
新型コロナウイルス感染症等の影響がみられるなか、不安
定ながらも緩やかに回復している

個人消費は、感染症の影響を受けるサービス消費等で弱い動きがみられるものの、百貨店等で来店客数が回復しているこ
とから、緩やかに持ち直している。生産活動は、自動車関連を中心に緩やかに回復している。雇用情勢は、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。

➣ 岐　阜
新型コロナウイルス感染症等の影響がみられるなか、不安
定ながらも持ち直している

個人消費は、一部に弱さがみられるものの、 緩やかに持ち直している。生産活動は、緩やかに回復しつつある。雇用情勢
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。

➣ 静　岡
新型コロナウイルス感染症や供給面での制約等の影響によ
り一部に弱さがみられるものの、持ち直している

個人消費は、自動車販売等を中心に緩やかに持ち直しつつある。生産活動は、自動車関連等において半導体不足等の影響
が残るものの、国内外の需要が堅調であることから、持ち直している。雇用情勢は、感染症の影響がみられるなか、横ば
いの状況にある。

➣ 愛　知
新型コロナウイルス感染症等の影響がみられるなか、不安
定ながらも緩やかに回復している

個人消費は、感染症の影響を受けるサービス消費等で弱い動きがみられるものの、百貨店等で来店客数が回復しているこ
とから、緩やかに持ち直している。生産活動は、自動車関連を中心に緩やかに回復している。雇用情勢は、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。

➣ 三　重
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
況があるものの、持ち直しつつある

個人消費は、厳しい状況が残るものの、緩やかに持ち直している。生産活動は、自動車関連で持ち直しつつあることか
ら、全体でも持ち直しつつある。雇用情勢は、一部に厳しさが残るものの、改善に向けた動きがみられる。

（注） ４年１月判断は、前回３年１０月判断以降、４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。



総括判断（４年１月判断）
前回と
の比較

総括判断の要点

近畿財務局
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
直している

個人消費は、緩やかに持ち直している。生産活動は、一部に弱い動きがみられるものの、持ち直している。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ものの、持ち直しの動きがみられる。

➣ 滋　賀
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
直している

個人消費は一部に弱さがみられるものの、緩やかに回復しつつある。生産活動は回復しつつある。雇用情勢は緩やかに持
ち直しつつある。

➣ 京　都
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、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、緩やかに持ち直している。生産活動は緩やかに持ち直している。雇用情勢は一
部に弱さがみられるものの、緩やかに持ち直しつつある。

➣ 大　阪
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
直している

個人消費は緩やかに持ち直している。生産活動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
は持ち直しの動きがみられる。

➣ 兵　庫
新型コロナウイルス感染症の影響により、一部に弱さがみ
られるものの、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、持ち直している。生産活動は一部に供給面での制約の影響がみられるものの、
持ち直しつつある。雇用情勢は弱い動きとなっている。

➣ 奈　良
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、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、緩やかに持ち直している。生産活動は持ち直しつつある。雇用情勢は一部に弱
さがみられるものの、緩やかに持ち直しつつある。

➣ 和歌山
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

個人消費は緩やかに持ち直している。生産活動は持ち直しのテンポが緩やかになっている。雇用情勢は緩やかに持ち直し
つつある。

中国財務局
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

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なか、横ばいの状況にある。生産活動は、輸送機械が増加して
いるなど、持ち直している。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ものの、緩やかに持ち直しつつあ
る。

➣ 鳥　取
新型コロナウイルス感染症の影響がみられるなか、持ち直
しに向けた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がみられるなか、持ち直しに向けた動きに一服感がみられる。生産活動は持
ち直しのテンポが緩やかになっている。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なか、一部に持ち直しの
動きがみられる。

➣ 島　根 感染症の影響が残るなか、緩やかに持ち直している
個人消費は感染症の影響が残るものの、持ち直しつつある。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。
雇用情勢は感染症の影響が残るものの、緩やかに持ち直している。

➣ 岡　山
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

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、一部に弱さが
みられるものの、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がみられ、弱含んでいる。

➣ 広　島
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

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なか、横ばいの状況にある。生産活動は、輸送機械が足下で増
加しているなど、持ち直している。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ものの、緩やかに持ち直し
つつある。

➣ 山　口
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、持ち直しの動きに一服感がみられる。生産活動は、持ち直してい
る。雇用情勢は、新型コロナウイルス感染症の影響が残るものの、持ち直しつつある。

四国財務局
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

個人消費は、スーパーが堅調であるほか、コンビニエンスストアや観光等が持ち直しつつあることから、全体としては、
感染症の影響がみられるものの、持ち直しつつある。生産活動は、電気機械、汎用・生産用機械で持ち直しのテンポが緩
やかになっており、輸送機械で弱含んでいることから、全体としては持ち直しのテンポが緩やかになっている。雇用情勢
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。

➣ 徳　島
新型コロナウイルス感染症の影響など、一部に弱さがみら
れるものの、持ち直しつつある

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、持ち直しに向けたテンポが緩やかになって
いる。雇用情勢は、感染症の影響がみられるものの、持ち直しつつある。

➣ 香　川
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

個人消費は、感染症の影響がみられるものの、持ち直しつつある。生産活動は、持ち直しのテンポが緩やかになってい
る。雇用情勢は、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。

➣ 愛　媛
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

個人消費は、感染症の影響がみられるものの、持ち直しつつある。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。雇用情勢は、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。

➣ 高　知
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

個人消費は、感染症の影響がみられるものの、持ち直している。生産活動は、緩やかに持ち直しつつある。雇用情勢は、
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。

九州財務局
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

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、持ち直しつつある。生産活動は、電子部品・デバイス
や汎用・生産用・業務用機械を中心に、持ち直している。雇用情勢は、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。

➣ 熊　本
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

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、持ち直しつつある。生産活動は、汎用・生産用機械や
電子部品・デバイスを中心に、回復している。雇用情勢は、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。

➣ 大　分
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、持ち直しつつある

個人消費は、新型コロナウイルス感染症の落ち着きにより、百貨店・スーパー販売や観光関連が回復しており、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、緩やかに持ち直しているほか、雇用情勢は、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。

➣ 宮　崎
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

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・スーパーやレジャー・観光施設などで客足の
戻りがみられることから、持ち直しつつある。生産活動は、化学工業や繊維工業を中心に緩やかに持ち直しつつあるほ
か、雇用情勢は、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。

➣ 鹿児島
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

個人消費は、大型小売店販売や宿泊・観光面で客足に戻りがみられるなど、持ち直しつつある。ただし、足下では感染者
数増加の影響がみられる。生産活動は、緩やかに持ち直しつつある。雇用情勢は、緩やかに持ち直しつつある。

福岡財務支局
新型コロナウイルス感染症の影響が引き続きみられるもの
の、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引き続きみられるものの、持ち直しつつある。生産活動は、持ち直して
いる。雇用情勢は、新型コロナウイルス感染症の影響が引き続きみられるものの、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が引き続きみられるもの
の、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引き続きみられるものの、持ち直しつつある。生産活動は、持ち直して
いる。雇用情勢は、新型コロナウイルス感染症の影響が引き続きみられるものの、緩やかに持ち直しつつある。

➣ 佐　賀
新型コロナウイルス感染症の影響が引き続きみられるもの
の、持ち直しつつある

個人消費は、人流の増加などによりコンビニエンスストア販売額等が前年を上回っているほか、百貨店・スーパー販売額
等も減少幅が縮小するなど、新型コロナウイルス感染症の影響が引き続きみられるものの、持ち直しつつある。生産活動
は、電気機械等において受注が伸びているなど、持ち直しつつある。雇用情勢は、新規求人数等が足下でコロナ前の水準
に戻るなど、持ち直している。

➣ 長　崎
新型コロナウイルス感染症の影響が引き続きみられるもの
の、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引き続きみられるものの、持ち直しつつある。生産活動は、持ち直しつ
つある。雇用情勢は、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、厳しい状況にあ
るなか、持ち直しに向けたテンポに一服感がみられる

個人消費は、百貨店・スーパー販売額は巣ごもり需要などから引き続き食料品は堅調に推移しているほか、コンビニエン
スストア販売額は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急拡大の影響により、足下では外出を控える
動きがみられる。観光は、緊急事態宣言の解除後、域内旅行の需要喚起策の効果等もあり、改善の動きがみられるもの
の、感染症の急拡大の影響により、足下では旅行予約などのキャンセルの拡大がみられる。雇用情勢は、感染症の影響に
より弱い動きとなっている。

（注） ４年１月判断は、前回３年１０月判断以降、４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。

沖縄総合事務局


