
　４．南関東（地域別調査機関：（財）日本経済研究所）
（－：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 － －
やや良くなる 百貨店（統括） ・紳士、婦人ともコートの需要が前年より増大すると予測し

ている。
家電量販店（店長） ・映像関係は、ブラウン管テレビからの買換え、ＶＨＳから

の買換えが昨年末よりも増加すると予想される。夏にはオリ
ンピック需要で好調であったが、年末はそれ以上の需要が見
込める。

家電量販店（営業統
括）

・デジタルＡＶ関連商品の需要は、今後も堅調に伸びると予
想される。ボーナス商戦を控え、高単価商品の動きにも期待
できる。ＤＶＤレコーダーは販売価格も手ごろとなり、各社
からも多数の新製品が登場して需要を大きく伸ばす環境が
整ったことで、販売量の増加を十分期待できる。

乗用車販売店（販売担
当）

・決算期の割には市場があまり活発ではないが、来客数は
徐々に増加している。法人でも、新入社員に車両をあてがう
ために購入する企業などが増えており、今後は徐々に良くな
る。好調な車種は、相変わらずミニバン系と小型車である。

乗用車販売店（総務担
当）

・新車の発売により、９月から販売量は上向いてきており、
今後、10、11月も上向いていくと考えられる。

都市型ホテル（スタッ
フ）

・クリスマスや年末に向けて、今年は戦争や社会問題等で主
だったマイナス材料はなく、予約の問い合わせの電話も増加
している。

旅行代理店（従業員） ・12月の団体旅行の動きはあまり思わしくないが、11月の
団体旅行の動きは非常に活発で、毎日手がつけられないほど
である。

タクシー運転手 ・乗務員の集まり方が悪く、人手不足の感があり、これ以上
の増車等は頭打ちになるので、今後は業界として多少は良く
なる。

通信会社（営業担当） ・ＣＡＴＶ加入者の内訳では、戸建ての新築住宅の割合が増
加傾向にあり、新築への対応工事も間に合わない地区も複数
あり、今後も期待できる状況にある。

ゴルフ場（支配人） ・２、３か月先の予約状況が、上半期より数段改善してい
る。

設計事務所（所長） ・設計業を取り巻く環境は依然厳しく、仕事量の割にはコス
トが上がらないが、今まで計画していた仕事が具体的に進ん
でいるので、今後は多少なりとも仕事量が増える見込みであ
る。

変わらない 商店街（代表者） ・１部上場企業、大企業、情報関連企業など、一部の企業で
は、収益が上がり、残業も増加しているようだが、物販に関
しては、百貨店のデータをみても前年を下回っている。当商
店街全体や自分の店についても、売上を確保しにくくなって
おり、景気の先行きについては、まだ不安である。

一般小売店［衣料・雑
貨］（経営者）

・本格的な秋物の季節に入り、旅行用のジャケットやパンツ
が少しずつ動き始めているが、客の購買意欲は今一つであ
り、今後も大きく変わらない。

一般小売店［家具］
（経営者）

・４月以降、特に来客数が減少している。客が来ても、商品
を買うのか、見に来たのか見分けがつかず、販売するのに苦
慮している。これからもこのような状況が続く。

一般小売店［ＣＤ］
（営業担当）

・先行きに対する不安感が依然として続いており、購買意欲
が大きく回復していく兆しはみられない。商品を手にとって
みるものの、購入までに至らず、迷っている客が目立つ。

百貨店（売場主任） ・現在、ファッション、食品、リビングのすべてで厳しい状
況が続いている。特に、ファッションについては、秋冬の主
力になるジャケットやコートのトレンドがみえてこない。

百貨店（企画担当） ・食品、雑貨関係は、秋の収穫祭の開催等で引き続き好調に
売上を伸ばす。秋物衣料はトレンドに敏感なキャリア、ヤン
グ層の動きは良いが、ミセスや紳士層の売上の伸びが見込め
ず、このまま推移する。

百貨店（広報担当） ・秋冬商戦は、独自性、嗜好性の高い商品で、景気に関係な
く支持される商品を展開する都心店と、ボリューム顧客層に
よる買い回り品が中心で他業態との競争が厳しい郊外店で
は、今後更に売上に開きが出る。全体としては前年並みの予
測である。

家計
動向
関連



百貨店（広報担当） ・都心部での再開発が進み、従来は百貨店で販売されていた
商材を専門店として扱うところが多くなってきたため、百貨
店の売上が影響を受ける可能性がある。

百貨店（営業担当） ・石油価格の高騰など不透明な要素が多く、大きな好材料は
見当たらない。しかし、秋冬のスタートは順調なため、アパ
レルの売上は堅調に推移する。ただし、食料品関連の伸びは
厳しいと予想され、全体としては大きなプラス要因は見当た
らない。

スーパー（店長） ・婦人服の売上が92％と大不振である。点でのトレンド商品
はあるが、全体を押し上げる力はない。特に、ヤング、ＯＬ
キャリアの秋物のトータル買いが少なく、来客数の減少、客
単価の低下が続く。

スーパー（店長） ・11月後半に当店から直線で500ｍの位置に同規模の競合店
がオープンする予定になっている。今までは当店の支持率が
高い地域であったが、競合店がオープンするとかなり大きな
影響が出る恐れがある。

スーパー（総務担当） ・新米の出回りとともに食品の販売量が増加することを期待
したいが､現在の客の動きからみると､それは厳しそうであ
る。

スーパー（統括） ・ここ２、３か月は景気が着実に改善している感があった
が、ここにきてガソリンが急激に値上がりしており、それに
伴って消費者の生活防衛的な意識が強まっている。今後の景
気は、現状のまま変わらない。

コンビニ（経営者） ・商圏内に、他のチェーン店が進出する様子もなく、比較的
安定した業績が見込まれる。

コンビニ（店長） ・商品入替えによる値下げ品の動きをみてみると、雑貨、菓
子、食品は売り切るが、こだわりを持った人が買うおまけ付
菓子のようなものは、多少値段を下げても欲しくない商品で
は、客は全く見向きもしない傾向は続く。

衣料品専門店（次長） ・夏から秋に移行する際の売上が、昨年と比較して非常に悪
い。ただし、昨年が全般的に涼しかったことを考えれば、一
昨年と同様の売上で推移しているので、大きな変化はない。

家電量販店（店員） ・３か月先は、地上デジタルも本格化するので、薄型テレ
ビ、液晶テレビ、ＤＶＤレコーダーなどは売れるが、パソコ
ン関係の落ち込みが激しいので、良くなることはないのでは
ないか。現状と同様の状況がしばらく続く。

家電量販店（営業部
長）

・ＡＶ機器や生活家電だけでなく、低迷の続いていたゲーム
機でもようやく新製品が発売される予定である。一方で、昨
年末はゲーム機と一体となった機種の発売等があり、販売量
が多かったＤＶＤレコーダーの実績を、この年末にいかにカ
バーするかが課題である。単価も低下しているので、相当数
の販売が必要になる。

乗用車販売店（営業担
当）

・９月の来客数は、先月と変わっていないが、購入の結論を
出すのがかなり先になることを見越した来店が多いことか
ら、今後も変わらない。

その他専門店［キャラ
クターグッズ］（従業
員）

・客単価に改善の兆しがみられず、来客数も増加傾向にな
い。今後も苦戦が続く。

その他専門店［眼鏡］
（店員）

・客単価は若干良くなる傾向にあるが、来客数が順調に伸び
るとの判断は、まだできない。

高級レストラン（支配
人）

・来客数は３か月前と比べて68名減少し、売上も減少してい
る。当地区では９月中旬にビルがオープンし、客の流れがそ
のビルに向かっている。客の総数は決まっているので、パイ
の取り合いで、全体としてはほとんど変わらない。

一般レストラン（店
長）

・相変わらず客が食に金を使う余裕がなく、年末に向けて、
宴会や忘年会等も少ないと見込んでいる。２～３か月先も今
とは変わらない。

都市型ホテル（スタッ
フ）

・個人消費、特に結婚式は、様々な形態の競合店の進出で、
選択肢が増えており、客が分散しているが、特徴あるメ
ニューや、サービスの提供内容によっては、まだ集客ができ
る面もある。企業は、社員の研修等で利用する機会が今後増
加する。

旅行代理店（従業員） ・来客数、単価の動向からみれば、良くなると判断したい
が、好調期に比べると絶対数がまだ少ない。同時多発テロ以
降、海外の需要が盛り上がらないのが大きな原因である。個
人客は動きつつあるが、企業の統廃合や給料の低下がまだ気
になる。



旅行代理店（従業員） ・２、３か月後は年末で、旅行業界では忘年会、年末年始の
旅行の予約等の時期であるが、需要が大きく増減する要因も
なく、国内、海外ともあまり変わらない。

タクシー運転手 ・新聞やテレビでは景気が上向いていると言われているが、
実際は、全然良くなっていない。利用客は増えるどころか、
むしろ減少しており、この先も良くなる方向にはない。

通信会社（営業担当） ・年末商戦に向けて新機種が投入されるが、買換えや契約変
更は増加するものの、新規契約は頭打ちになる。

通信会社（総務担当） ・競合他社の新規参入もあり、価格とサービス内容において
競争が激しくなる。

その他レジャー施設
［アミューズメント］
（職員）

・家庭用市場は、新しいハードの発売やクリスマスを控え活
気づくが、業務用については、新しいコンセプトの機器の開
発や、イベント等を通じた内容の充実がなければ、顧客数を
増やすのは無理であるような空気が漂っている。

その他サービス［学習
塾］（経営者）

・今のところ生徒数の変動はみられないので、変わらない。

その他サービス［語学
学校］（総務担当）

・広告などに対する客の反応が鈍い。

住宅販売会社（従業
員）

・住宅ローン金利や税制面でも、景気を刺激する要素が見当
たらない。団塊ジュニアの住宅購買意欲は強く、総額の安い
分譲戸建ては好調だが、建て替えは全然動いていない状況で
あり、景気は変わらない。

やや悪くなる 一般小売店［茶］（経
営者）

・国体が開催されたが、経済的な波及効果は全くなかった。
特に９月は散々な売上状況で、これから先どうなるか心配で
ある。良い材料も見当たらない。

百貨店（企画担当） ・食料品についてみると、ギフト商材は堅調であるが、そう
ざい、佃煮、漬物、生鮮食品といった日常の食料品が低迷し
ているため、今後の動向は下向きと判断している。

百貨店（営業担当） ・商圏内でショッピングセンターの出店が増加しており、競
合が激化する。

百貨店（営業担当） ・百貨店の売上は、天候に大きく左右されるものであるが、
現時点でかなりの影響を受けていることから、本格的な冬物
商戦にも マイナスの影響が出ることが必至である。

衣料品専門店（経営
者）

・思ったより秋物の動きが悪い。客は熟慮した上でないと購
入しなくなっているので、秋物が残ったまま冬物商戦に突入
してしまう。販売日数からみても、すぐセールの時期が来て
しまうので、利益面も苦しい。

一般レストラン（経営
者）

・天候不順で残暑が長く、秋冬も温暖な状態が続くと、季節
商品が少なくなるのではないかと不安である。

都市型ホテル（スタッ
フ）

・結婚披露宴の受注件数が、昨年に比べてかなり減少してお
り、このままでは先行きもかなり厳しい。

旅行代理店（支店長） ・国内、海外旅行の先行受注の様子をみると、上期のような
勢いがなくなっており、ほぼ横ばいかやや悪い状況で推移し
ているので、今後景気が良くなるという見通しは持てない。

通信会社（営業担当） ・年末に向けて、デジタル需要を刺激する材料が出ていな
い。

設計事務所（経営者） ・社員13名で行っているが、行政の仕事が年々著しく減少す
る中、同業者間での仕事の奪い合い、低価格の受注が進んで
いる。今後も経営が困難になる。

設計事務所（所長） ・計画した案件についても、実施の決定までに相変わらず時
間がかかっている現状から考えると、今後３か月では景気は
良くならない。

悪くなる その他小売［生鮮魚介
卸売］（営業）

・一部で景気が良くなっていると言われているが、食には反
映されていない。

美容室（経営者） ・周りにディスカウント店が次々に進出しており、悪くなる
一方である。

良くなる 輸送用機械器具製造業
（経営者）

・大手自動車メーカーのリコール問題を受けて、本格的なリ
コール対策のため、年末にかけて1000個、2000個という単
位で部品を作らなくてはいけない状態で、年末までは忙し
い。

やや良くなる 食料品製造業（関連会
社担当）

・原油価格の動向に呼応したガソリン価格の値上がりが、家
計の負担増につながるので、予測しにくい面はあるものの、
良くなる流れにはある。

建設業（経理担当） ・見積案件が一時より増加している。仕事の大小は別とし
て、地元の製造業者からも仕事が出始めているようであり、
今後はやや良くなる。

企業
動向
関連



金融業（渉外・預金担
当）

・取引先の受注量、販売量がやや良くなっている。今後の資
金繰り表を確認しても、単価が厳しい面はあるが、絶対量自
体が増加している。

不動産業（総務担当） ・今後２、３か月先まで退去テナントは見当たらず、空室率
改善傾向は続く。

変わらない 出版・印刷・同関連産
業（経営者）

・全体的には少し良い方向に向いてきたが、当社は特に建設
関係の仕事がメインなので、依然として先が読めない。

化学工業（従業員） ・生産量は若干増加しているが、これ以上増加する見込みは
なく、現状のままの生産量で推移する。

金属製品製造業（経営
者）

・液晶関係の設備投資が来年半ばまであるという話を聞いて
いるので、当分の間は今の状態が続く。

一般機械器具製造業
（経営者）

・しばらく見積依頼が多かったが、このところ少し途絶えて
いる。新たな仕事が増える可能性は低いので、現状のままで
推移する。

電気機械器具製造業
（経営者）

・空調設備業界は、体力勝負の状態になっており、弱い企業
は消えているが、生き残りをかけた競争の過程で安値受注を
するため、当分の間は設備機器の価格も悪い影響を受ける。

建設業（営業担当） ・原油や鉄鋼の値上がりに伴い、個々の単価が引き上げら
れ、景気が回復するようにみえるが、民間企業の見積におい
ては客からの値引き要請が相変わらず強く、今後も状況は変
わらない。

金融業（審査担当） ・リストラがほぼ終了している企業が売上増加を目指してい
るが、思うように伸びていない。今後も大きな改善は見込ま
れない。

広告代理店（従業員） ・新規の仕事も徐々に増えているが、なくなる仕事もある。
価格競争も厳しく、なかなか利益が出ない状況は続く。

その他サービス業［廃
棄物処理］（経営者）

・環境保全への意識の高まりは当面続きそうであるが、価格
競争もより厳しくなる。

やや悪くなる 繊維工業（経営者） ・この夏は暑さが長びき、ここ５か月くらい夏物の売行きが
良かった反面、秋冬物が遅れている。このままだと冬物が少
なくなり､悪くなる。

プラスチック製品製造
業（経営者）

・原油の高騰により、プラスチック関係の原材料の価格が上
がっているが、製品の値上げに転嫁できずに困っている。景
気は悪くなる。

プラスチック製品製造
業（経営者）

・取引先で手形の不渡りが発生するなど、先行きを見通す上
での良い話が全くない。

金属製品製造業（経営
者）

・売上高はこのところ横ばいを確保できているが、９月に
入っても材料の値上げが10％近くなる物があり、営業利益の
減少が続く。

電気機械器具製造業
（経営者）

・引き合いが活発化するなど､数か月前から商品の動きが良
くなってきたが、ここにきて、急激に商品の動きが鈍くなっ
ており、今後はやや悪くなる。

輸送業（総務担当） ・年度後半の繁忙期の出荷量が例年通りであれば、何とかし
のげるが、計画通りの出荷であれば非常に厳しくなる。

広告代理店（従業員） ・請求書を出して２週間程度で振込がある業界の仕事で、複
数の客先からの代金支払期日が遅れるようになってきてい
る。資金繰りが厳しくなっていることがうかがえる。

悪くなる ○ ○
良くなる 求人情報誌製作会社

（営業担当）
・求人広告を検討する企業が増えている。

求人情報誌製作会社
（企画担当）

・家電の販促系人材や通信系の企業の求人が急増している。

やや良くなる 人材派遣会社（社員） ・企業からの派遣等の依頼に対して、求職者数が少なくなっ
てきており、人の確保のために募集活動を積極的に行う必要
があると感じる。

求人情報誌製作会社
（企画担当）

・依然として企業の採用活動が活発に行われている。新卒、
中途採用ともに増加している。

職業安定所（職員） ・８月の有効求人倍率が1.38倍で前月を0.07ポイント、前
年同月で0.43ポイント上回っている。産業別の求人状況
は、建設業が３か月連続で前月を上回り、前月比で4.9％
増、製造業は前月を38.2％上回っている。特に、電気機械
器具製造業が前月を127.5％上回った。卸、小売、飲食業も
前月を15.7％上回っており、今後はやや良くなる。

雇用
関連



職業安定所（職員） ・新規求人数は、一般社員が16か月連続、パート社員も９か
月連続で既に前年同月を上回っている。９月は一般社員で
ネットワークエンジニア、ＩＰ電話番号認識機の営業員、商
品投資の営業員、トラック集荷ドライバー、パート社員では
全身美容業のテレフォンオペレーターやアポインターの大量
求人が目立っている。

変わらない 人材派遣会社（支店
長）

・一般的な景気は良くなりつつあるように感じるが、派遣業
界に限定してみると、求職者数全体が減少していることに加
えて、求められる経験のある求職者が激減しているため、需
要と供給のバランスが崩れつつある。特に、20代前半ではフ
リーターが多く、経験が求められる仕事では派遣が難しい実
状もある。

求人情報誌製作会社
（編集者）

・新卒募集に関しては採用数を増やす企業はあるだろうが、
そのための広告予算が増えているとは思えない。広告メディ
アの選別がより厳しくなる。

職業安定所（職員） ・求人数は増加しているが、就職者数は３か月前とほとんど
変わらない。また、職種別にすると、例えば事務的な仕事だ
けだと、求人倍率は0.37倍というように、職種でのばらつ
き感があるため、今後も厳しい状況は変わらない。

職業安定所（職員） ・中途採用の求人ニーズは派遣、パート等にシフトする傾向
が強く、正社員の雇用増に対する経営者の慎重姿勢が依然と
して続いている。正社員は定期新卒採用で確保し、中途採用
は派遣、パートなどの不安定型雇用という傾向が、より顕著
となる。

民間職業紹介機関（経
営者）

・良い人材を採用しようとする動きは活発になりつつある
が、賃金水準や求める経験能力のレベルは変わらない。転職
が容易な景気とはいえない。

学校［専修学校］（就
職担当）

・求人実績企業の情報から、雇用形態の変化と業務効率の向
上で、さほど求人数の上昇は見込めない。

学校［短期大学］（総
務担当）

・追加募集や２次募集の求人票が相変わらず来ており、良い
状況が続く。

やや悪くなる ○ ○
悪くなる ○ ○


