
　５．東海（地域別調査機関：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）
（－：回答が存在しない、○：主だった回答等が存在しない）

分野 景気の先行き判断 業種・職種 景気の先行きに対する判断理由

良くなる 商店街（代表者） ・これからガソリン価格も安定し、大きな問題はない。
美容室（経営者） ・12月は忙しかったので、２～３か月後には、パーマをかけ

直す客が出てくる。外出の機会も増える時期になるので、忙
しくなる。

やや良くなる 一般小売店［土産］
（経営者）

・伊勢志摩サミットの開催が間近となり、地域の話題がメ
ディアに登場する機会も増えてくる。

一般小売店［自然食
品］（経営者）

・必要最低限の商品に加えて、多めに購入する客が増えてい
る。

一般小売店［書店］
（経営者）

・株価の乱高下や政治的なニュースもあるが、日常の暮らし
としては、心なしか落ち着いてきているように感じる。商売
の面でも、少しずつだが客足が伸びてきているので、これか
らも少しずつ良くなる。

一般小売店［土産］
（経営者）

・伊勢志摩サミットに関連する話題が多くなる。

一般小売店［書店］
（営業担当）

・年度替わりの受注により、販売量の増加が期待される。

一般小売店［和菓子］
（企画担当）

・年初から株価が下がり、経済的には不安定な状況である
が、政府が次の対策を打って、景気を上向きにさせると期待
をしている。

百貨店（販売促進担
当）

・景気は引き続き改善が見込まれるが、株安局面に入り、購
買意欲が多少は落ち込む可能性もある。

百貨店（経営企画担
当）

・衣料品等は苦戦が想定されるものの、引き続きインバウン
ド、特選ブランドや宝飾品が売上をけん引すると考えてい
る。

スーパー（店長） ・来客数、売上共に、半年以上増加が続いている。このまま
２～３か月は、現在の傾向が続く見込みである。

スーパー（総務担当） ・節分の恵方巻きの予約数が、前年よりもやや増えている。

スーパー（販売担当） ・低価格政策による来客数の増加が期待できる。価格を下げ
た商品だけでなく、その商品に付随する通常価格帯の商品の
売行きにも効果を期待する。

コンビニ（エリア担
当）

・主力商品の米飯類に、回復の兆しがみられる。

コンビニ（エリア担
当）

・引き続き生鮮食品等の販売を強化し、夕方から夜間の売上
改善を図る。客単価の前年割れを改善するため、購入点数の
増加につながるような売場や品ぞろえに変更する。

コンビニ（店長） ・来客数、売上共に、前年比では良くなると見込まれる。
衣料品専門店［紳士服
洋品］（売場担当）

・足元の気候が続けば、春物商品の動きも良くなる。また、
新入学や新社会人向けのギフト需要が増える時期となる。

乗用車販売店（営業担
当）

・決算期に向けて、２～３月の販売台数が増える。

乗用車販売店（従業
員）

・楽観的な見方ではあるが、経済全体の大きな流れは、やや
良くなる方向に向かっている。

乗用車販売店（総務担
当）

・新車販売部門においては底打ちの気配が感じられる。勢い
はないが、徐々に上向くと思われる。

その他専門店［雑貨］
（店員）

・異動の時期になるので、必要となる物品の購入が増える。

その他専門店［書籍］
（店員）

・卒業や新入学の時期に入り関連商品に動きが出る。この時
期は書籍よりも文具の動きが良くなるので、売上は増加す
る。

その他専門店［貴金
属］（営業担当）

・資産目的の金製品の動きがかなり出ている。消費税の再増
税を見越して、高額な品物を買う動きもみられる。

一般レストラン（従業
員）

・例年、寒い時期は売上が減少し我慢の季節である。暖かく
なると人出も増えるので、早く暖かくなることを願う。

スナック（経営者） ・大学のＯＢ会等、先の予約も多少は入っているので、客足
が良くなると期待している。

旅行代理店（経営者） ・決算期が近づいているので、法人需要の増加が見込まれ
る。

旅行代理店（経営者） ・旅行形態が変わってきている。３か月先には、景気が上向
くことを期待している。

タクシー運転手 ・現状がかなり悪いため、多少は良くなると期待する。
通信会社（サービス担
当）

・新年度を迎え新規申込が増えるので、若干は景気が良くな
るものと思われる。

その他レジャー［プロ
スポーツ］（経営管理
担当）

・新シーズンが開幕し、順調に立ち上げればプラスの循環が
始まると考える。

変わらない 商店街（代表者） ・調子の良い月と悪い月が極端で、連続して良い月がないた
め、先行きは変わらない。

家計
動向
関連

(東海)



商店街（代表者） ・地域の家電専門店にとって重要な客は、50代以上のシニア
層であるが、今の家電製品には、その客層が欲しいと思う商
品が少ない。４ｋテレビの販売好転は明るい材料であるが、
それでも、まだ本調子ではない。

商店街（代表者） ・中国経済の減速等の不安要素があり、株価の下落が続く。
先行きもあまり期待できない。

商店街（代表者） ・商店街の客の様子からは、購買意欲等は当面変わらないよ
うに見受けられる。

商店街（代表者） ・もう何年も同じような状況が続いており、先行きも良くな
る要素はない。公務員や大企業に勤める人以外は、ずっと変
わらない。

一般小売店［結納品］
（経営者）

・販売不振が続いている。これといって良い材料もないの
で、しばらくはこのままの状況が続く。

一般小売店［高級精
肉］（企画担当）

・先行きには不透明感が漂う。世の中全般として、景気が良
いのか悪いのかわからない。

一般小売店［生花］
（経営者）

・物価が上昇しており、若い人の生活は厳しくなっている。
収入が増えない限り消費は拡大せず、依然として厳しい状況
が続く。

一般小売店［薬局］
（経営者）

・相変わらず地方経済は大きく落ち込んでいる。一部事業者
を除いてここ10年ほど不景気が続き、廃業や倒産するところ
が多い。インバウンドの恩恵も全くない。駅前立地の商店で
は、週末の売上が極端に少なく、季節要因が重なると更に悪
くなる。今後も、景気の回復は難しい。

一般小売店［贈答品］
（経営者）

・２～３か月先も現状から変わらない。ただし、売上の構成
としては、贈る方の商品は伸びているが、返礼品としての商
品は減少が続いている。中身は替わりながら、しばらくは現
状からの横ばいが続く。

一般小売店［果物］
（店員）

・３か月ほどでは販売量の動きは変わらないと思われる。

百貨店（売場主任） ・客の財布のひもは、引き続き固い。景気が良くなる要因も
悪くなる要因も見当たらない。

百貨店（企画担当） ・中間価格帯の商品の動きが悪いなかで、これまで富裕層を
対象とした高額商品には動きがあった。今後は株安の進行等
の不安要素が多く、景気が上向く可能性は低い。

百貨店（販売担当） ・国内景気が回復しない限り、消費者の購買意欲は向上しな
い。しかし、輸出とインバウンド頼みの経済に変化はなく、
政府の対応にも明確な指針や特効薬的な施策が見受けられな
いため、現在の不安定な状況から変化はない。

百貨店（販売担当） ・エルニーニョ現象の反動で春先の気温があまり上がらない
との見方もあり、衣料品の販売が回復するかは見通しがつか
ない。好調であった富裕層の消費についても、株価の下落で
先行きには不透明感がある。

百貨店（販売担当） ・販売には好不調の波が大きく、客単価の変動も激しいた
め、安定した売上の確保が難しくなっている。販促企画に
よって、悪くはならないであろうが、大幅な回復も難しい見
通しである。

百貨店（営業企画担
当）

・業者からは、どこでもあまり商品は動いてないという話を
聞く。どこかの店では特に売れているという話も聞かない。
売上は前年同期比で横ばいか、やや減少の見込みである。

スーパー（経営者） ・４月ごろは、暖冬の関係で桜の開花も早くなり、春物も早
くから売上が伸びる。また、国の補正予算も実施され、景気
にはプラスとなる。しかし、世界情勢をみると、中国経済の
減速や原油価格の大幅な下落等、我が国の経済が回復に向か
おうという時に外部要因が足を引っ張るため、先行きも景気
は変わらない。

スーパー（経営者） ・例年最も売行きの良いはずの１月が不振となっている。３
か月後には、新学期を迎え上昇を期待する。

スーパー（店長） ・金利政策も含めて、消費者にとっては先行きの不安感が強
い。実質賃金は増えていないので、必要な物やどうしても欲
しいと思う商品は高くても売れるが、締めるところは締めて
おり、財布のひもは非常に固い。客にとって有益な商品と感
じさせることができれば、購入につながる。

スーパー（店員） ・好天のおかげで野菜を安価に提供できており、先行きも悪
くなる要素はない。

スーパー（店員） ・先行きに良くなる要素が見受けられない。
スーパー（販売促進担
当）

・景気の動きにはあまり変化はなく、店としても業況の上昇
感はない。

スーパー（商品開発担
当）

・来客数は回復しつつあるが、現時点では客足を取り戻せる
ような明確な対策が見当たらないため、業況はそれほど変わ
らない。



スーパー（支店長） ・原油価格の下落、中国経済の減速、不安定な株価や消費税
の再増税等、先行きには不安要素が多く、消費者の購買意欲
は落ち込んでいる。明るい話題が求められる。

スーパー（人事担当） ・この先数か月には、賃金上昇や決算賞与の支給、製品受注
の増加等、景気が目に見えて変わる要素が見込めない。

コンビニ（企画担当） ・原油価格は下落傾向にあるが、それ以外には大きな変動要
素がない。

コンビニ（企画担当） ・東京オリンピックの開催までは、緩やかな景気の回復が続
く。当地域でも、人の交流や新規産業の成長を阻害するよう
な施策や規制といったマイナス要因は、見当たらない。

コンビニ（エリア担
当）

・今月と同様に当面は良い状況が続く。

コンビニ（商品開発担
当）

・ガソリン価格の安値はプラスである。当面は今の状況が続
くと見込まれるため、景気回復に伴う客単価の上昇が期待さ
れる。

衣料品専門店（経営
者）

・なじみ客の来店は減少が続き、明るい兆しはみえない。

衣料品専門店（販売企
画担当）

・暖冬で足元の売行きが悪いため、春物商品にもその傾向が
続く恐れがある。

家電量販店（店員） ・パソコンやビデオカメラの新製品が出ているが、目新しさ
に欠ける。先行きもあまり盛り上がらない。

乗用車販売店（経営
者）

・これといったプラス材料が見当たらない。今後も厳しい状
態は変わらない。

乗用車販売店（経営
者）

・決算期に入るので、客の動きは良くなるが、今月とそれほ
ど変わらず、やや良い程度と見込まれる。

乗用車販売店（従業
員）

・現状から変わらない。少なくとも景気が良くなる要因は見
受けられない。

乗用車販売店（従業
員）

・決算期を迎え、例年どおりの動きであるが、上向きとまで
はいかない。ここ数年、維持費が安い軽自動車やエコカーへ
の買換えがあったが、一巡したためか、買換えの年数が更に
長くなってきている。若年層の車離れも顕著で、車を見に来
店する客には、若者が非常に少ない。

乗用車販売店（従業
員）

・決算期だが、販売増加が見込める要素がなく、販売台数
は、現状維持が精一杯である。

乗用車販売店（従業
員）

・年度末を控え、これからは登録時期を意識した商談となる
が、客の希望車種と登録可能な車種とのミスマッチが大き
く、商談が進みづらい状況となっている。決算期に向けて
は、これまでの販売方法とは異なる、販売店側からの提案に
よる売り込みがどれだけできるかが重要となる。

乗用車販売店（販売担
当）

・主力輸入車の販売施策が手薄となっていたが、３月に向け
て売上増加を図るため、当該車種の施策が手厚くなり、現状
の水準が維持される。

乗用車販売店（経理担
当）

・販売台数は、相変わらず前年同期を下回る状況が続き、
前々年の消費税増税の影響から抜けきれないと感じる。

住関連専門店（営業担
当）

・新築マンションの動きはやや落ち着いているが、大規模改
修工事や業務ビルが増えており、全体としては横ばいが見込
まれる。持家住宅の取得やリフォーム案件では、消費税再増
税前の駆け込み需要が少しずつ出始めている。

高級レストラン（役
員）

・株式市場の低迷で、個人投資家を中心としたシニア層の購
買意欲への悪影響が心配される。

その他飲食［ワイン輸
入］（経営企画担当）

・引き続き景気は良い状況が続く。不動産を始め割高に感じ
られる商品が増えており、消費の先行きは、現状と変わらな
いか、やや減退すると考える。

都市型ホテル（従業
員）

・予約数の動きから、先行きも変わらないと見込む。

都市型ホテル（支配
人）

・企業の出張経費は上向いていない。外国人旅行者の動き次
第である。

都市型ホテル（経理担
当）

・宿泊部門、宴会部門共に、前年並みの見通しである。

旅行代理店（経営者） ・客は、旅行費用を一定の予算内に抑えるため、行き先や日
数を減らして調整している。

旅行代理店（経営者） ・この地方には伊勢志摩サミットの恩恵があると思われがち
だが、経済効果があるのは大手企業のみで、中小零細企業に
はほとんど関係がない。サミットの他には、景気を上向かせ
そうな要因が考えられない。

旅行代理店（経営者） ・日本人旅行客の回復に期待するよりも、どのように外国人
客を獲得するかが、今後は重要になると考えられる。

旅行代理店（従業員） ・極端に景気が悪くなるとは思わないが、今の状態では、上
向くとも思えない。先行きが良くなるかは春闘次第である
が、中小企業で働く人にとっては、かなり厳しい。



旅行代理店（従業員） ・海外旅行が伸び悩む一方、国内旅行は緩やかながら増加し
ている。最大の要因はインバウンドの急増である。都市部の
ホテルは好調を維持して稼動率もかなり高いと聞いている。
貸切りバスの利用率も、インバウンドの利用増加や法規順守
に伴う乗務員不足等で、新規予約が難しくなっている。国内
旅行は良いが海外旅行は今一つという状況が、しばらくは続
く見込みである。

タクシー運転手 ・ガソリン価格の値下がり、不安定な株価等、良い面も悪い
面もあり、このまま横ばいで推移する。

タクシー運転手 ・繁華街の人出の少なさから考えると、今の状況がこの先も
続く。

タクシー運転手 ・地方では、１年単位でみても変化に乏しい。
通信会社（企画担当） ・異動シーズンとなり、それなりに需要は出てくるが、引き

続き低価格化が進むので、トータルでは現状程度の状況が続
くと思われる。

通信会社（営業担当） ・共同商品の販売も順調で、現状維持が当面は続くと思われ
る。

通信会社（営業担当） ・前年同月には、もっと動きが活発であったように思われる
ので、現状の悪い状況から変わらない。

テーマパーク（職員） ・インバンドは増えているが、日本人客は横ばいなので、今
後の見通しを立てにくい。

ゴルフ場（企画担当） ・３月の予約数は前年同日より少なめであるが、足元で寒さ
が厳しいと先行きの予約も減少するので、暖かくなれば回復
が見込まれる。２～３か月先は気候も良くなり雪等の不安要
素も減る。このまま景気の回復が続くと思われる。

その他レジャー［ス
ポーツレジャー紙］
（広告担当）

・先行きも変わらないが、新型車種の発売等、消費税再増税
前の駆け込み需要を期待しての動きが出てくるかもしれな
い。

美容室（経営者） ・消費税の再増税等、あまり明るい話題がないので、今後も
客は支出を控え、活発な動きは出てこない。

その他サービス［介護
サービス］（職員）

・放課後等のデイサービスの利用者数は増加傾向にあるよう
だが、施設の収容能力には限界があり、要望に対応できな
い。

その他サービス［介護
サービス］（職員）

・年度末となり、特需的な受注でも獲得しなければ、好況と
は感じられない。

設計事務所（経営者） ・小規模案件はコンスタントにあるが、ここ数年規模の大き
な案件の受注がない。全体としての収入も、落ち込んだまま
である。

住宅販売会社（従業
員）

・株価は一時的に回復したものの、また下落傾向となってお
り、あまり景気は変わらない。

その他住宅［不動産賃
貸及び売買］（経営
者）

・年度末を迎え、少しずつ売買も動き出す方向と見込まれ
る。

やや悪くなる 商店街（代表者） ・客は、相変わらず必要な商品以外は購入しない。この先も
その傾向が続くのではと懸念する。

百貨店（売場主任） ・年初はまずまずの売上があったが、その後は厳しい状況と
なっている。靴メーカーは生産量を絞っているため、売れ筋
商品も数を確保できない。来客数は多いが、安ければ買うわ
けではなく、慎重に品定めを重ねた上で決めるので、すぐに
は売上につながらない。

百貨店（経理担当） ・株価の下落に伴う逆資産効果の影響で、富裕層を中心に購
買意欲が更に冷え込む。

スーパー（店員） ・商品の動きや客単価の低さから、先の見通しは暗い。
コンビニ（店長） ・高齢化による客足の減少が顕著となっている。また、先行

きの不安があるためか、財布のひもが固い。
コンビニ（エリア担
当）

・前々年に消費税が増税となってから、客の購買意欲はじわ
じわと下がり続けている。今年８月にはたばこの値上げもあ
り、コンビニにとっては、一層厳しくなる。

コンビニ（店長） ・スーパーやドラッグストア等でもアルコール飲料を販売す
る店が増え、アルコール飲料の売上が減少している。

乗用車販売店（経営
者）

・大型中古車販売店や車検修理工場の出店があり、客の選択
肢は広がっている。価格やサービスの面では大型店が優位に
あり、個人店にとっては一層厳しい環境となる。

乗用車販売店（従業
員）

・景気が回復しているわけではないため、今の良く売れる時
期を過ぎれば、売行きは下降する。

その他専門店［雑貨］
（店員）

・チャイナリスクは、かなりの危険水域にある。今後は更に
景気が悪化すると思われる。

一般レストラン（経営
者）

・消費者には将来の収入に不安があり、外食等への支出が減
少する。

その他飲食［仕出し］
（経営者）

・年度末になると、消費は抑え気味となる。



観光型ホテル（経営
者）

・県外からの宿泊客が10％ほど減少しており、先行きも悪く
なる見込みである。旬の話題や名所があるところは良いが、
当地にはなく注目度も下がっている。継続的に粘り強い営業
が必要となってくる。

観光型ホテル（販売担
当）

・宿泊客数は順調に推移しているが、食堂や宴会利用につな
がる一泊二食付の客の割合が、前年同期比で10～20％も落ち
込んでおり、全体の売上を引き下げている。先行きはやや悪
くなると見込んでいる。

都市型ホテル（経営
者）

・中国経済の先行きが不透明で、インバウンドによる底上げ
があった分、減少するのではないかと懸念している。

テーマパーク（職員） ・冬場の落ち込みにより投資も行えず、客足の回復には時間
がかかりそうである。

観光名所（案内係） ・観光客の消費が減少している。この状況はしばらく続くと
思われる。

パチンコ店（経営者） ・監督官庁による規制強化や業界全体での低単価による薄利
多売傾向により、業況はやや悪くなる。

理美容室（経営者） ・景気も回復せず、忙しくなるとは思えない。
美顔美容室（経営者） ・２～３月はキャンペーンの予定もなく、売上、来客数共に

減少する。
美容室（経営者） ・20代の若者が就職で都会に出るため、人口が減っている。

このままでは将来も良い方向には向かわない。
設計事務所（職員） ・景気対策として力を入れて取り組まれているものが、今は

何もないように感じる。
住宅販売会社（従業
員）

・住宅の建築だけでなくリフォームや外壁塗装等、幅広い仕
事の依頼に対応できないと、存続が難しくなってきている。

その他住宅［住宅管
理］（経営者）

・受注はできても単価が低い上に、資材等の価格は上昇して
おり、まだまだ厳しい状態が続く。

悪くなる 一般小売店［酒類］
（経営者）

・ターミナル駅周辺では３～６月に大きなビルが相次いで開
業し、飲食店が多数オープンする。流通在庫が増えて一時的
には景気が良くなるようにみえるが、人の移動に伴って、別
の地域では飲食店の閉店が続いている。また、消費者の日常
での金の使い方は、一層シビアになっている。

理容室（経営者） ・今年も景気が良くなるとは思えない。
住宅販売会社（経営
者）

・物価が上昇し、住宅ローンを組む余裕がなくなっている。
所得は一向に増えず、住宅の購入には至らない状況である。

良くなる － －
やや良くなる 窯業・土石製品製造業

（社員）
・取引先では今後３か月はフル生産が続くとの話であり、今
年度は過去最高の売上と利益が期待できる。

一般機械器具製造業
（営業担当）

・中国の旧正月が明ければ、例年どおり夏に向けてスマート
フォン向けの設備投資が増える。円高傾向ではあるが、まだ
利益が確保できる水準である。

電気機械器具製造業
（経営者）

・６月過ぎには、監督省庁による客の業界への規制内容が
はっきりして、設備投資の活発化が期待できる。

輸送用機械器具製造業
（デザイン担当）

・客先の販売台数が上向きであるため、当社の業況も引き上
げられると思われる。しかし、国内販売台数は今後落ち込み
そうなので、やや良くなる程度と見込む。

通信会社（法人営業担
当）

・新学期・新年度の需要で、当業界の景気は上向きになると
思われる。

金融業（従業員） ・取引先では、例年に比べて、そこそこ良い見通しとなって
いる。

金融業（法人営業担
当）

・しばらくは燃料や鋼材等の価格低下が続くという見方が広
がっている。取引先の中小零細規模の製造業では、原材料費
変動の影響が大きく、業績の改善が見込まれる。

その他サービス業［ソ
フト開発］（社員）

・民間での投資案件が若干増えている状態である。

その他非製造業［ソフ
ト開発］（経営者）

・常に新しい製品に取り組んできたので、企業の対応力は高
く何でも作ってみようという思いが強い。特許の取得も一層
の自信となっている。当社にとっては10年来のチャンスが到
来している。

変わらない パルプ・紙・紙加工品
製造業（総務担当）

・取引先からは、景気が良くなりそうな情報もなく、このま
まの状況が続く。

化学工業（総務秘書） ・経済に影響を与えそうな要因は特に見当たらない。春闘で
は前年ほどの賃上げは期待できないが、若干は上がるものと
見込まれる。

化学工業（人事担当） ・個々の会社によって異なるが、業界としては、しばらくは
特に良くも悪くもない状況が続く。

電気機械器具製造業
（企画担当）

・中国経済の減速、原油価格の動き、欧州での移民等、リス
ク要因は多々あるが、どの時点で問題となって影響が出るか
は、見通しがつかない。

電気機械器具製造業
（経営者）

・為替や株価が不安定で、客先の投資意欲や輸出の動きも非
常に厳しく、全体的に悪い環境が続く見込みである。

企業
動向
関連

(東海)



輸送用機械器具製造業
（品質管理担当）

・客先の生産計画は増加傾向であるが、今後もずっと増え続
けるわけではないため、ある程度増加してからは、高い操業
水準での横ばいが続く。

輸送用機械器具製造業
（研修担当）

・受注量が増えていることから、しばらくは小康状態が続
く。

輸送用機械器具製造業
（経理担当）

・３月までは、引き続き利益の下方修正を予定している。販
売台数の減少や為替の影響で、しばらくは計画していた利益
の確保が難しい状態が続く。

建設業（経営者） ・景気が良くなる材料が全くない。リフォーム業界は、世間
のムードが悪くなると仕事量も抑え気味となる。

建設業（営業担当） ・地方自治体の予算は、新しい仕事が増える分、既存分野で
は年々減る傾向にある。現状を維持できるかどうかは、新た
な施策等で増える分野に参入できるかによる。

輸送業（経営者） ・急激な為替の動きや世界経済の動向は気になるが、客から
内示された物量には、大きな変化がない。

輸送業（従業員） ・物流業界では、景気が回復すると運転手不足が顕著とな
る。求人媒体等に多額の費用をかけて人手を確保している
が、スキーバス事故で運転手の希望者が更に減ることを懸念
する。軽油価格の値下がりで、経営状況はやや改善傾向にあ
るが、少子高齢化という構造的な要因で、運転手以外の人材
採用にも影響が心配される。

輸送業（エリア担当） ・発着荷物量は増加しているが、会社全体の収益は伸びてい
ないため、経費削減の動きが強くなっている。

輸送業（エリア担当） ・中国や欧州の経済の減速が懸念されるが、今のところ日本
と米国の経済が好調なため、しばらくはこのままで推移す
る。長期的には悪化する可能性がある。

輸送業（エリア担当） ・燃料の軽油価格は、前年比で約17円安くなっており助かっ
ている。貨物の動きは今一つ緩慢である。

輸送業（エリア担当） ・電車の通勤客の様子からは、残業が減っているように感じ
られ、それだけ業績が縮小していると思われる。そのような
状況をみる限り、景気が上向きとは感じられない。

通信会社（法人営業担
当）

・中国や新興国の経済の動向や、国内の失業率の低下等は、
日々の生活に精一杯の消費者とは直結していない。残業代の
増加といった目に見える変化がなければ、購買意欲は改善し
ない。政策的には、所得の多い人からもっと徴税し、エンゲ
ル係数の高い人が恩恵を感じられる仕組みが必要である。

金融業（企画担当） ・当面は株価の回復や一層の円安もなく、個人投資家は様子
見を続ける。現時点では給与引上げもあまり期待できず、大
きな買物は先送りとなる。

不動産業（経営者） ・問い合わせ件数の動きからは、消費税再増税を見越した駆
け込み需要が発生するには、まだ早いようである。

広告代理店（制作担
当）

・年度末まで客には動きがなく、数字としてもあまり伸びな
いものと思われる。

公認会計士 ・具体的でインパクトのある中小企業向けの施策がない。円
安傾向は、依然として変わらない。

行政書士 ・現状維持の見込みである。
会計事務所（社会保険
労務士）

・顧問先の企業では、消費税の再増税を控え、設備投資のタ
イミングを慎重に見計らっている状況である。

やや悪くなる 食料品製造業（経営企
画担当）

・薄日の差し始めた景況感に、円高と株安が一気に水を差し
たように感じられる。

化学工業（営業） ・客からの値下げ要請を受け入れる必要があり、今後は収益
が落ち込む。

鉄鋼業（経営者） ・１～３月期も上向きの話はほとんどない。中国市場の落ち
込み等による製品単価の下落が続き、結果的に受注金額が大
幅に落ち込んでいる。

金属製品製造業（経営
者）

・引き合い件数が減少している。

金属製品製造業（従業
員）

・来期の物件の動きが鈍いという声をよく聞く。実際に受注
残の状況にも不安を感じる。

一般機械器具製造業
（経理担当）

・電子部品の関連産業では、来年度からの設備投資の動向が
明確ではない。

電気機械器具製造業
（営業担当）

・期末に向けて、受注量が若干減る見込みである。

輸送用機械器具製造業
（総務経理担当）

・世界経済の動向、米国の金利政策や中国景気の減速等の影
響を受けて、我が国の景気も悪くなる。

建設業（経営者） ・株価の乱高下等、不安定な状況が続いており、政府のいう
ような順調な景気回復は実感できない。一度契約した客が、
先行きの不安から契約を解除する例も散見される。

不動産業（用地仕入） ・原油価格や株式市場の動き、中国経済の減速等を勘案する
と、景気は悪くなる方向と思われる。



新聞販売店［広告］
（店主）

・新聞販売数、折込広告の受注量共に、減少している。

会計事務所（職員） ・石油価格の下落は景気回復の下支えになるが、世界情勢が
不安定で、積極的な動きが取れない状況にある。

悪くなる 食料品製造業（営業担
当）

・飲料商品はし好品であるため、給料面の影響が顕著に表れ
る。取引先においても、景気の良い話は出てこない。

出版・印刷・同関連産
業（代表）

・広告主には零細な取引先が多く、景気が良くないためか、
これまで実績のあるところの減少が目立つ。

良くなる － －
やや良くなる 人材派遣会社（営業担

当）
・来期に向けての人員確保で、企業の採用意欲は高まってく
る。特に、正社員や契約社員等、直接雇用での採用が多くな
る。

人材派遣会社（支店
長）

・年間を通じて３月が最も繁忙となるなかで、４月以降の新
たなプロジェクト案件も決まってきており、長期稼働の派遣
労働者が更に増える見込みである。

アウトソーシング企業
（エリア担当）

・自動車業界では年度末に向けて国内生産台数の増加が見込
まれる。

職業安定所（職員） ・景気の先行きは不透明だが、産業構造は変わり、外需の減
少にも耐えられる内需型の構造となりつつある。建設業、
サービス、福祉・介護等での求人は底堅い。日銀のマイナス
金利導入で、住宅関連への刺激も期待される。個人消費が回
復すれば、労働市場はひっ迫する可能性もある。

民間職業紹介機関（営
業担当）

・来年度の中小企業向け公的補助金等も充実しており、恩恵
を受ける事業者が多くなると見込まれる。

民間職業紹介機関（支
社長）

・大手企業は、４月以降は採用活動を開始する様子である。
ただし、リーマンショック以降控えていた新卒者採用分の充
足は一段落し、新たなＩＴ分野の技術者等、求職市場には対
象者が少ない分野での求人が増えそうである。

民間職業紹介機関（営
業担当）

・２月には、４月入社を目指して転職活動を開始する人が増
える。

学校［専門学校］（就
職担当）

・ここ数年、前年と比べ文系学卒者の製造業や情報関係企業
への就職が増える傾向が続いている。

その他雇用［広告代理
店］（求人広告担当）

・売上等の数字は、前年同期に比べると良くなっており、雰
囲気も上向きと感じる。

変わらない 人材派遣会社（経営企
画）

・客先の自動車関連業では、しばらくは繁忙が続く見通しで
ある。

人材派遣会社（社員） ・求人案件に対して求職者が不足しており、採用の停滞によ
る生産性の低下が懸念される。

人材派遣会社（営業担
当）

・前向きな材料が見当たらず、大きな変化はないと思われ
る。

人材派遣会社（営業担
当）

・日銀のマイナス金利政策の影響度合いにもよるが、年度替
わりの時期で要員募集は一段落となり、景況感としては現状
維持が見込まれる。

新聞社［求人広告］
（営業担当）

・2017年度の新卒者採用活動が動き出すが、各企業とも苦戦
が予想される。優秀な人材の確保には労力を要するため、生
産性の面では疑問である。

職業安定所（所長） ・中国経済の減速や株安等の不安要因により、先行きには不
透明感が出ている。先の受注が見込みにくいため、企業から
も長期の安定した求人がなく、先行きも同様の傾向が続く。

職業安定所（職員） ・雇用を取り巻く環境は、正社員を中心に改善しているが、
12月の正社員求人倍率は前月を下回る等、厳しい面も出てい
る。人手不足感の強い業種を中心に求人活動は続くが、あま
り大きな変化はないものと見込まれる。

職業安定所（職員） ・求人数は前年同期比で減少しているが、それ以上に求職者
数が減少している。

職業安定所（職員） ・大手企業を中心に業績は好調である。中国経済の減速に伴
う影響は、今のところ出ていないが、今後はありうるという
企業もみられる。求人数は増加傾向にあるものの、販売業を
中心にパート主体の求人募集が目立っている。

職業安定所（職員） ・中国景気の減速や株価下落等で、しばらくは企業も様子見
となり、新たな設備投資等は抑制する。現状から改善に向
かっていると判断できる材料が出てくるまでは、あまり変化
がないと考えられる。

やや悪くなる 人材派遣会社（社員） ・今月が良すぎた反動で、やや悪くなる見込みである。歓送
迎会シーズンの派遣スタッフの予約は、例年並みに入ってい
る。

職業安定所（職員） ・新規求人数の伸び率は上昇し、新規求人数や就職決定数に
占める一般求人の割合も高まっているが、新規求職者や充足
率は、前年同月と比べて減少している。１人の応募もない求
人案件が増えることを懸念する。

悪くなる － －

雇用
関連

(東海)
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