「全国財務局管内経済情勢報告概要」の主なポイント
（令和４年１月判断）

令和４年１月25日

地域経済の概況（令和４年１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、 ９地域で「上方修正」 、１地域で「据え置き」、１地域で「下方修正」。

– 前回（令和３年10月）と比較すると、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」や「持ち直しつつあ
る」などとしている。

各財務局の個別項目の判断

– 「個人消費」は、８地域で「上方修正」、２地域で「据え置き」、１地域で「下方修正」 。
– 「生産活動」は、５地域で「上方修正」、３地域で「据え置き」、３地域で「下方修正」 。（沖縄の「観光」は、「据え置き」）
– 「雇用情勢」は、５地域で「上方修正」、６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、感染症の影響が引き続きみられるものの、緩やかに持ち直している。
– 「生産活動」は、一部に供給面での制約の影響がみられるものの、持ち直している。
– 「雇用情勢」は、感染症の影響が引き続きみられるものの、緩やかに持ち直しつつある。

•

これらを踏まえ、「全局総括判断」は、前回（３年10月）から判断を「上方修正」とした（令和２年10月以来、５期ぶり
の「上方修正」）。先行きについては、感染症の影響や、供給面での制約、原材料価格の動向による下振れリスクに十分注
意する必要がある。

全局
総括判断

前回（３年10月判断）

今回（４年１月判断）

基調比較

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、持ち直しの動きが続いているも
のの、供給面での制約などもあって、そのテンポ
が緩やかになっている

新型コロナウイルス感染症や、供給面での
制約、原材料価格高騰の影響が引き続き
みられるものの、緩やかに持ち直している

上方修正

（注１）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している。
（注２）下線部が基調判断。

２

各地域の「総括判断」の比較
令和３年10月判断

令和４年１月判断

全局

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるなか、
持ち直しの動きが続いているものの、供給面での制約などもあって、
そ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や、供給面での制約、原材料価格高
騰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

北海道

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が続いているものの、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、
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、
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、厳しい状況にあるなか、
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

北陸

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるなか、
一部に足踏みがみられるものの、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

東海

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
とともに、回復に向けた動きに一服感がみられる

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

近畿

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、
一部に弱さがみられるものの、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、持ち直してい
る

中国

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるなか、
持ち直し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がみられるものの、緩やかに持ち
直している

四国

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

九州

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるなか、
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

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

福岡

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるなか、
持ち直し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が引き続きみられるものの、持ち
直しつつある

沖縄

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、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

（注１）下線部が基調判断。

（注２）矢印は、前回との基調比較。

(表現変更)

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

３

「個別項目」の特徴的な動向
１．個人消費

※８地域で「上方修正」 、１地域（沖縄）で「下方修正」、２地域（東北、中国）で「据え置き」

• 「スーパー販売」は、一部で外食等へのシフトの動きもみられるものの、内食需要は継続しており、飲食料品を中心に引き続き堅調。
• 「百貨店販売」は、客数が増加するとともに、気温の低下や外出需要の増加を背景に衣料品が回復しつつあるなど、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、住宅街の店舗は引き続き堅調であるほか、オフィス街や繁華街の店舗でも客数が増加するなど、持ち直している。
• 「ドラッグストア販売」は、飲食料品や衛生用品を中心に引き続き堅調。
• 「家電販売」は、巣ごもり需要やテレワーク需要の一巡がみられるとともに、供給制約に伴い一部の商品が品薄になるなど、弱い動きとなっている。
• 「新車販売」は、半導体不足等の供給制約の影響が残るものの、持ち直しの動きがみられる。
• 財務局のヒアリングによると、宿泊や飲食等のサービス消費は、客数の増加を背景に持ち直しの動きがみられる。ただし、足下では、宿泊施設予
約のキャンセルが増加するなど、感染症再拡大の影響が一部でみられる。

２．生産活動

※５地域で「上方修正」、３地域（北海道、北陸、四国）で「下方修正」、３地域で「据え置き」

• 「自動車」は、半導体不足等の供給制約の影響が緩和されつつあり、持ち直しの動きがみられる。
• 「生産用機械」は、一部で供給制約の影響がみられるものの、半導体製造装置を中心に引き続き堅調。
• 「電子部品・デバイス」は、パソコンやテレビ向け等の一部で供給制約や巣ごもり需要の一巡の影響がみられるものの、車載向けや情報通信機器
向けを中心に、引き続き堅調。

３．雇用情勢

※５地域（関東、東海、近畿、四国、福岡）で「上方修正」、６地域で「据え置き」

• 製造業の求人が引き続き堅調に推移するほか、宿泊・飲食サービス業等においても、客数の増加に伴い人手不足感が強まっており、求人に持ち
直しの動きがみられる。
• 財務局のヒアリングによれば、ワクチン接種の進展等を背景に、新規求職者数も増加傾向にあるが、他社との競合により必要人員を充足できな
い企業も一部でみられる。

４

各地域の「個別項目」の比較
個人消費
前回
（令和３年10月判断）

今回
（令和４年１月判断）

生産活動
前回
（令和３年10月判断）

雇用情勢

※沖縄は「観光」

今回
（令和４年１月判断）

前回
（令和３年10月判断）

今回
（令和４年１月判断）

北
海
道

感染症の影響により一部に弱さ
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

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

緩やかに持ち直しつつある

足踏みの状況にある

感染症の影響がみられるなか、
下げ止まっている

感染症の影響がみられるなか、
下げ止まっている

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、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、緩やかに
持ち直している

持ち直している

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、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
持ち直しつつある

関
東

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
響がみられるものの、緩やかに
持ち直している

持ち直しに向けたテンポが緩
やかになっている

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

北
陸

新型コロナウイルス感染症の影
響により、厳しい状況にあるなか、
一部に足踏みがみられるものの、
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
響がみられるものの、持ち直しつ
つある

緩やかに回復しつつある

回復に向けた動きに一服感
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
響がみられるものの、緩やかに
持ち直しつつある

東 感染症の影響がみられるなか、
海 横ばいの状況にある

一部に弱さがあるものの、緩やか
に持ち直している

足下で自動車関連を中心に
減少しており、回復の動きに
一服感がみられる

緩やかに回復している

一部に底堅さがみられるものの、
感染症の影響により弱い動きが
続いている

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

近
畿

一部に弱さがみられるものの、
持ち直しつつある

緩やかに持ち直している

一部に弱い動きがみられるも
のの、持ち直している

一部に弱い動きがみられるも
のの、持ち直している

新型コロナウイルス感染症の影
響がみられるなか、一進一退の
状況にある

新型コロナウイルス感染症の影
響がみられるものの、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
響がみられるなか、横ばいの状
況にある

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

供給面での制約などから自動
車を中心に減少しており、持
ち直しの動きに一服感がみら
れる

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、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
持ち直しつつある

四
国

感染症の影響がみられるなか、
足踏みの状況にある

感染症の影響がみられるものの、
持ち直しつつある

一部に弱い動きがみられるも
のの、緩やかに持ち直している

持ち直しのテンポが緩やかに
なっている

一部に底堅さがみられるものの、
感染症の影響により、弱い動き
となっている

感染症の影響がみられるものの、
緩やかに持ち直しつつある

九
州

新型コロナウイルス感染症の影
響により、持ち直しに向けたテン
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
響がみられるものの、持ち直しつ
つある

緩やかに持ち直している

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、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、厳しい状況にあるなか、
持ち直し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
響が引き続きみられるものの、
持ち直しつつある

持ち直しのテンポが緩やかに
なっている

持ち直している

下げ止まりつつあるものの、新型
コロナウイルス感染症の影響に
より、弱い動きとなっている

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

持ち直しつつある

感染症の急拡大の影響により、
持ち直しに向けたテンポが緩や
かになっている

感染症の影響により、厳しい
状況にあり、弱まっている

厳しい状況にあるなか、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、
弱まっている

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

沖
縄

表現
変更

５

企業等の主な声
＜ 財消費 ＞
• 外食機会が増加している中でも、内食・中食需要が新しい生活様式として定着しつつあることから、売上は好調だった前年とほぼ同水準となっており、業況は好調
を維持している。【スーパー・大・近畿】
• 感染症の一時的な収束と気温の低下が重なり、ようやく入店客数が回復基調になったほか、衣料品も復調傾向。【百貨店・大・福岡】

個人消費

• スポーツイベントの開催や行楽需要がみられ、駅や空港周辺の店舗の売上がよくなった。【コンビニ・大・九州】
• 依然として風邪薬の売上は低迷しているが、マスクや手指消毒商品は安定した需要があり、風邪薬の減少分をカバーしている。【ドラッグストア・大・北陸】
• ＤＩＹ用品や園芸用品などは、好調だった前年をさらに上回る水準となっているほか、外出機会の増加などによりキャンプ用品やレジャー用品も伸びてきており、売
上全体としても好調を維持している。【ホームセンター・大・近畿】
• 巣ごもり需要で伸長したパソコンなどの売上は落ち着いているほか、部品供給の滞りにより、商品によっては品薄となっている。【家電量販店・大・北海道】
• 契約件数自体は前年並みであり、12月以降、受注残は解消されつつあるため、今後のメーカーの挽回生産に期待している。【自動車販売・中堅・関東】
＜ サービス消費 ＞
• 飲食店の時短解除及びアルコール提供で徐々に回復してきている。12月には忘年会需要もあり、昨年と比較して売上が増加している。【不動産・大・北海道】
• １０月以降は９月までと打って変わり人が戻ってきた。１２月に入ってからも特段キャンセルは発生せず、年末年始も混雑したが、足下では感染者増加を受けて、
企業や団体客において一部キャンセルが出始めている。【宿泊・大・関東】
• 部品供給停滞の影響により操業を停止した日もあるが、生産水準は例年並みまで戻りつつある。【自動車・大・福岡】

生産活動

• 部品の調達状況に応じた生産が続いているものの、その影響は徐々に緩和されつつあり、足下の生産水準は持ち直している。【自動車・大・中国】
• 原材料の半導体の調達が難航している状況が続いており、本来はフル生産したいところ８割程度の稼働率が続いている。【生産用機械・中堅・東北】
• 完成メーカーの生産調整により情報通信機器向けの受注が弱くなっている。【電子部品/デバイス・大・東海】
• 家庭向けの焼酎の需要が引き続き堅調であり、飲食店向けは感染症の落ち着きから回復傾向にある。【食料品・大・九州】
• 感染症の影響による受診控えや感染予防による風邪等の罹患率低下によって、医療用医薬品の需要が減少している。【化学・中堅・北陸】
• 主力の電化製品について、需要はあるものの半導体不足の影響により生産が追い付いていない状況。当社の全ての製品で影響を受けていることから、代替品の
検討（調達先の切替）を進めている。【電気機械・大・関東】
• 自動車メーカーの生産回復にあわせて自動車向けの需要が持ち直しており、足下では、自動車向けの生産がフル生産となっている。【鉄鋼・大・中国】

雇用情勢

• 製造業では自動車向け需要を中心に求人が引き続き増加しているほか、飲食・宿泊業でも求人を行う動きが見られた。新規求職者は、ワクチン接種の進展など
を背景に増加傾向にある。【公的機関・中国】
• 引き続き婚礼や宴会は規模縮小や開催自粛により低調であるものの、宿泊客数が増加しており、部門によって人手不足感が強まっている。【宿泊・中堅・福岡】
• 全国的に整備士が不足しているため、各社で取り合いになっている。【自動車・中堅・関東】
• 今後の増産に備えて、非正規雇用の従業員の採用を進めているところだが、なかなか思うようには採用出来ていない。【自動車・大・東海】
注）各財務局は企業等へのヒアリングを主に12月中旬から１月中旬にかけて実施。

６

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３年10月判断）

（令和４年１月判断）

北海道

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

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

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。

関東

新型コロナウイルス感染症の影
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、
響が引き続きみられるものの、緩
一部に弱さがみられるものの、緩
やかに持ち直している
やかに持ち直しつつある

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。

北陸

新型コロナウイルス感染症の影
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、
響がみられるものの、緩やかに持
一部に足踏みがみられるものの、
ち直している
持ち直しつつある

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。

東海

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
るとともに、回復に向けた動きに
一服感がみられる

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。

近畿

新型コロナウイルス感染症の影
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、
響がみられるものの、持ち直して
一部に弱さがみられるものの、緩
いる
やかに持ち直している

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、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。

７

各地域の「総括判断」②
前回

（令和３年10月判断）

今回

（令和４年１月判断）

基調
比較

総括判断の要点

中国

新型コロナウイルス感染症の影
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、
響がみられるものの、緩やかに持
持ち直しの動きに一服感がみら
ち直している
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。

四国

新型コロナウイルス感染症の影
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、
響がみられるものの、持ち直しつ
持ち直しに向けたテンポが緩や
つある
かになっている

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。

九州

新型コロナウイルス感染症の影
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、
響がみられるものの、持ち直しつ
一部に弱さがみられるものの、
つある
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、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。

福岡

新型コロナウイルス感染症の影
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、
響が引き続きみられるものの、
持ち直しに向けたテンポが緩や
持ち直しつつある
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。

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が緩や
かになっている

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。

沖縄

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

８

各地域の「先行き」
今 回 （令和４年１月）

北海道

先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動を継続していく中で、各種政策の効果もあって、持ち直していくことが期待される。ただし、感染症による
影響や供給面での制約、原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある。

東北

先行きについては、感染対策を徹底するなかで、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、感染症による地域経済への影響を注
視する必要がある。

関東

先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動を継続していく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待さ
れる。ただし、感染症による影響や供給面での制約、原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある。

北陸

先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動を継続していく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待さ
れる。ただし、感染症による影響や供給面での制約、原材料価格の動向による下振れリスクなどに十分注意する必要がある。

東海

先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動を継続していく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が回復していくことが期待され
る。ただし、感染症による影響や供給面での制約、原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある。

近畿

先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動を継続していく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待さ
れる。ただし、感染症による影響や供給面での制約、原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある。また、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、感染対策に万全を期し、経済社会活動を継続していく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待さ
れる。ただし、感染症による影響や供給面での制約、原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある。

四国

先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動を継続していく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直していくことが期待される。
ただし、感染症による影響や供給面での制約、原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある。

九州

先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動を継続していく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待さ
れる。ただし、感染症による影響や供給面での制約、原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある。

福岡

先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動を継続していく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待さ
れる。ただし、感染症による影響や供給面での制約、原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある。

沖縄

先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動を継続していく中で、各種政策の効果等もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、感
染症による影響や原材料価格の動向等による下振れリスクに十分注意する必要がある。

９

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/

