
　２．東北（地域別調査機関：（財）東北開発研究センター）
（－：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 一般小売店［酒］（経
営者）

・店舗改装の実施により、今後の売上増加が期待できる。

やや良くなる 百貨店（企画担当） ・政権交代により、早期の政策実行はなくとも、国の方向性
が安定することで景気に良い影響が予想される。

コンビニ（経営者） ・タバコや弁当は前年を上回って推移しており、今後も期待
できる。

コンビニ（エリア担
当）

・天候の回復に伴い、今後は来客数、客単価共に回復が期待
できる。

乗用車販売店（経営
者）

・環境対応車への減税や補助金により、新車購入を前倒しす
る客が増加しており、年内は納車待ちの状況が続く。

都市型ホテル（スタッ
フ）

・景気対策の効果で底打ち感が広がっており、総選挙の結果
や施策によっては、今後期待が持てる。

観光名所（職員） ・個人の来客数が増加傾向にあり、９月の大型連休にも高速
道路料金引下げの効果が期待できる。

変わらない 商店街（代表者） ・景気は底を打った状態が続いており、厳しい状況は変わら
ない。

商店街（代表者） ・閉店して使われていない商店街の店舗の一部で出店の動き
があるが、他に景気が良くなる要因は見当たらない。

商店街（代表者） ・今後、秋冬物衣料の売出しが始まり、さらに商店街の取り
組みである農商連携の効果にも期待しているが、景気を押し
上げるには至らない。

一般小売店［スポーツ
用品］（経営者）

・総選挙後に即効性を有する景気対策は期待できない。ま
た、中心街区の再開発計画も実行には時間を要する。

一般小売店［医薬品］
（経営者）

・総選挙は終了したが、繁華街の人通りは少なく、飲食客の
増加は期待できない。

一般小売店［医薬品］
（経営者）

・消費者の必要なものしか買わない傾向は続くが、来客数は
今後も安定して推移する。

百貨店（広報担当） ・今後も生活防衛型の消費傾向が続き、客単価の回復には時
間を要する。

百貨店（売場担当） ・消費者は、あるもので間に合わせ、必要のないものは買わ
ない傾向が今後も続く。

百貨店（経営者） ・低価品の買い回りによる厳しい状況は続くが、食品や日用
品で売上が回復する傾向もみられる。

百貨店（経営者） ・個人所得が増えず、消費行動が好転するほどの景気回復に
は至っていない。

スーパー（店長） ・来客数、１品単価共に今後も低迷する。
スーパー（店長） ・来客数は前年並みに回復しているが、１品単価、買上点数

共に前年を下回っており、客の低価格志向は今後も続く。
スーパー（店長） ・日照不足と冷夏の影響で野菜の価格が高騰する一方で、消

費者の低単価志向が強まっており、今後も厳しい状況が続
く。

スーパー（店長） ・消費者はチラシ特売品に敏感な反応を示しており、今後も
低価格品を求めて来店する傾向が続く。

スーパー（店長） ・総選挙後も、景気回復の要因はみあたらず、厳しい状況が
続く。

スーパー（営業担当） ・一部製造業の受注は回復しているものの、全体的な景気の
回復ではないため、消費者の節約志向は当分続く。

コンビニ（経営者） ・求人雑誌はすぐに品切れになるが、ページ数が減少してい
る。新聞でも失業率の悪化が伝えられており、今後も見通し
は暗い。

コンビニ（エリア担
当）

・売上が低迷しており、回復要因は見当たらない。

コンビニ（エリア担
当）

・景気の底打ち感は広がっているが、景気回復の要素は見当
たらない。

衣料品専門店（経営
者）

・総選挙後は政治経済の混乱が続き、景気回復には半年以上
かかる。

衣料品専門店（経営
者）

・総選挙後の景気対策に期待したいが、地方では中小企業の
倒産が増加傾向にある。

衣料品専門店（経営
者）

・景気が良くなる要素は見当たらない。

衣料品専門店（店長） ・今後も天候不順の影響が予想され、今後も状況に変化は期
待できない。

衣料品専門店（店長） ・気温の低下で例年より早く秋物が動いているが、客との会
話から景気の先行きへの不安は続いている。

家計
動向
関連



衣料品専門店（総務担
当）

・既存店、新規店共に売上不振が続いており、景気回復の兆
しはみえない。

家電量販店（店長） ・エコポイント対象商品の売上は好調であるが、消費マイン
ドは冷え込んでおり、今後も厳しい状況が続く。

家電量販店（店長） ・総選挙後の景気対策には期待もあるが、先行き不透明な状
況は続く。

乗用車販売店（経営
者）

・折込チラシで車検費用を比較する客が増加し、低価格志向
の強まりで厳しい状況が続く。

乗用車販売店（経営
者）

・フルモデルチェンジやマイナーチェンジにより売上増加を
期待しているが、販売台数予測は難しい。

乗用車販売店（経営
者）

・ハイブリッド車以外の問い合わせも増加しているが、車を
手放す動きもみられ、整備の入庫台数は低下が予想される。

住関連専門店（経営
者）

・総選挙後の景気対策には期待するが、景気の回復には相当
時間がかかる。

住関連専門店（経営
者）

・所得の減少により、今後も客の買い控えや買い回りが続
く。

その他専門店［酒］
（経営者）

・９月の大型連休には、県外からの観光客数増加が予想され
るため、売上の増加が期待できる。

その他専門店［酒］
（営業担当）

・商品が動く季節に入るが、売上の増加は難しい状況が予想
される。

その他専門店［白衣・
ユニフォーム］（営業
担当）

・新型インフルエンザ流行の兆しがみられ、マスクの需要は
増加しているため、メーカーの供給不足によるパニックが懸
念される。

その他専門店［ガソリ
ンスタンド］（営業担
当）

・原油価格の上昇を小売価格へ転嫁しにくく、需要期の冬に
向けて原油価格が上昇すると、業界の景気は悪化する可能性
もある。

その他専門店［ガソリ
ンスタンド］（営業担
当）

・売上のために販売単価を引下げているが、収益を圧迫して
おり、今後の経営悪化が懸念される。

高級レストラン（支配
人）

・総選挙後の景気回復に多少の期待感はあるが、個人所得が
増加しない限り、消費回復は期待できない。

一般レストラン（ス
タッフ）

・来客数が増加しており、今後の売上増加が期待できる。

スナック（経営者） ・接待等の来客数が減少しており、今後も売上低迷は続く。
観光型ホテル（スタッ
フ）

・高速道路料金引下げの効果で遠方からの宿泊客は増加して
いるが、地元企業や個人客のリピーターが回復するには相当
な時間を要する。

都市型ホテル（スタッ
フ）

・今後も法人の予約状況は低迷が予想される。

タクシー運転手 ・タクシー業界では、初乗り料金を引下げている会社が出て
きており、客もタクシーを選別する傾向が強まっていること
から、今後も厳しさを増す。

タクシー運転手 ・今後も、当分タクシーの乗り控えが続く。
通信会社（営業担当） ・今後も個人消費が回復する要因が見当たらない。
通信会社（営業担当） ・総選挙後の期待感はあるが、景気の回復には相当な時間を

要する。
通信会社（営業担当） ・自動車業界では残業を再開した会社もあるが、地方の製造

業が活気を取り戻すには時間がかかる。
通信会社（営業担当） ・景気回復の要因はみられない。
遊園地（経営者） ・新型インフルエンザ流行への懸念など、先行き不透明な状

況にあるが、来客数は前年並みで推移する。
設計事務所（経営者） ・短期の受注はあるが、長期の受注が増えなければ、景気の

回復はまだ先である。
やや悪くなる 一般小売店［医薬品］

（経営者）
・景気対策の効果は感じられるが、先行きの不安も強まって
おり、消費には慎重な傾向が続く。

百貨店（経営者） ・総選挙後の先行きは不透明だが、公務員の給料の引下げに
伴い、売上減少が予想される。

スーパー（経営者） ・冷夏による農産物価格高騰が懸念される。
スーパー（店長） ・消費者の生活防衛意識が更に強まり、１品単価、買上点数

共に今後も前年を下回って推移する。
衣料品専門店（店長） ・景気の回復は実感できず、買い控えによる来客数や客単価

の低迷が予想される。
住関連専門店（経営
者）

・不採算部門の閉鎖や在庫処分の値引き販売を実施している
が、収益改善には相当な時間を要する。

高級レストラン（経営
者）

・最悪の状況が続いており、景気回復の要因が見当たらな
い。

その他飲食［弁当］
（スタッフ）

・一度引下げた弁当の単価を上げるのは難しく、売上は低迷
する。



観光型旅館（経営者） ・前年に比べて連休以外の予約が減少しており、宿泊予約が
ゼロの日も発生している。客はレジャーや旅行への支出を控
える傾向が強まっている。

観光型旅館（経営者） ・政権交代後は、政策に対する消費者の静観が予想され、今
後の購買動向は期待できない。

旅行代理店（店長） ・新型インフルエンザ流行を懸念して、旅行の中止や延期が
増加する。

テーマパーク（職員） ・政権交代後の景気対策は、効果が不透明であり、失業率の
上昇が予想される。

悪くなる 商店街（代表者） ・総選挙後に政治が安定するまで、先行き不透明な状況が続
く。

商店街（代表者） ・今後は客の節約傾向が強まる。
一般小売店［雑貨］
（企画担当）

・雇用環境の悪化により個人所得が減少し、政権交代で生活
の先行きが不透明になることから、個人消費の低迷が続く。

スーパー（経営者） ・失業率の上昇など雇用情勢の悪化を背景に個人所得は減少
し、今後も消費者の低価格志向が強まる。

スーパー（経営者） ・雇用情勢の悪化や価格競争の激化、さらに天候不順による
米の不作や野菜の価格高騰など、今後も経営は厳しくなる。

自動車備品販売店（経
営者）

・環境対応車への減税と補助金を利用した新車購入の増加に
より、自動車整備機工場などでは車検整備件数の激減が懸念
される。

一般レストラン（支配
人）

・新型インフルエンザ流行の懸念から、飲食関係は来客数、
売上共に減少が予想される。

都市型ホテル（経営
者）

・連休の宿泊や会合の予約が低迷しており、新型インフルエ
ンザも懸念されることから、売上は厳しさを増す。

都市型ホテル（スタッ
フ）

・総選挙の影響か、一般宴会、宿泊共に前年に比べ５割程度
の予約状況である。大河ドラマの舞台が隣県に移るために今
後の観光客増は期待できず、新型インフルエンザの拡大によ
るビジネス客への影響も懸念される。

旅行代理店（従業員） ・定額給付金の効果で３月以降は売上が若干回復している
が、今後は定額給付金の効果は期待できない。

旅行代理店（従業員） ・新型インフルエンザ流行による影響は予測できない。
住宅販売会社（従業
員）

・受注量は年内分を確保しているが、年明け以降の受注が全
くない。

良くなる － －
やや良くなる 農林水産業（従業者） ・天候が安定し、果実の品質向上が期待できることから、桃

の晩生種にも前年並みの予約注文が来ている。
電気機械器具製造業
（企画担当）

・取引先の生産意欲が強まっていることから、今後の景気の
回復に期待できる。

金融業（広報担当） ・公共投資の効果が個人消費につながれば、景気の押し上げ
が期待できる。

広告業協会（役員） ・流通関係では店頭の販売促進を強化しており、広告予算を
増やす動きがある。

その他非製造業［飲食
料品卸売業］（経営
者）

・景気に下げ止まりの傾向が続けば、秋冬物の販売に期待で
きる。

金属工業協同組合（職
員）

・取引先から至急の見積依頼が増加してきている。

変わらない 食料品製造業（経営
者）

・ＢＳＥで制限されている米国からの牛肉輸入が解禁されて
も、牛タンの需要低迷は今後も続く。

食料品製造業（経営
者）

・９月の大型連休で売上の増加も期待されるが、総選挙後の
先行きは不透明である。

食料品製造業（総務担
当）

・売上低迷に加え、原材料費や燃料費の価格上昇により、収
益面でも厳しい状況が続く。

木材木製品製造業（経
営者）

・住宅需要の伸び悩みが続いており、回復するまでには相当
な時間を要する。

一般機械器具製造業
（経理担当）

・円高が懸念されるが、自動車部品の受注量に大きな変化は
ない。

建設業（企画担当） ・製造業の一部では、凍結中の設備投資を再開する兆しがみ
えてきたが、実際に動きが出るのは当面先となる。

輸送業（経営者） ・物流の低迷は当分続くことが予想される。
金融業（営業担当） ・景気が変化する要因が見当たらない。
広告代理店（経営者） ・通信関係では、広告出稿が前年を30％下回って推移してお

り、当分回復は期待できない。
司法書士 ・景気が回復する要因が見当たらない。
公認会計士 ・取引先の受注状況は低迷しており、経営状況の改善は当分

見込めない。
コピーサービス業（経
営者）

・補正予算や新年度予算で官公庁、民間共に動きがみられる
が、今のところ当業界への波及効果はみられない。

企業
動向
関連



その他非製造業［飲食
料品卸売業］（経営
者）

・売上、収益共に低迷しており、景気回復のきっかけがみつ
からない。

その他企業［企画業］
（経営者）

・景気対策で住宅ローン減税などが始まっているものの、消
費者の反応が鈍く、今後も厳しさを増す。

やや悪くなる 農林水産業（従業者） ・米は作況が悪く、販売価格の上昇も見込めない。
建設業（経営者） ・大口の新築工事は受注がなく、今後も小口工事の受注を多

数の同業者で取り合うため、収益の悪化は続く。
建設業（従業員） ・政権交代後の公共投資の見直しで先行きが不透明になる。

民間投資の低迷は今後も続く。
通信業（営業担当） ・更新時に取引先の値下げ要請は強まっており、この傾向は

今後も続く。
新聞販売店［広告］
（店主）

・地域の基幹産業である水産業の景気低迷が続き、リストラ
やボーナス減額につながっている。新聞購読を止めるなど消
費者の財布のひもが固くなっており、さらに景気が悪化する
可能性がある。

悪くなる 繊維工業（営業担当） ・総選挙後は政治経済が不安定になるため、今後も景気は悪
化する。

出版・印刷・同関連産
業（経理担当）

・年末にかけて各業界ともリストラが一段と進み、個人消費
の低下とともに景気は悪化していく。

その他企業［管理業］
（従業員）

・雇用調整で約1,000人の退職者が見込まれ、今後も厳しい
状況が続く。

良くなる － －
やや良くなる ○ ○
変わらない 人材派遣会社（社員） ・雇用対策の入札案件でも、落札単価が最低賃金に近づいて

おり、今後も求人数は低迷する。
新聞社［求人広告］
（担当者）

・総選挙後、新政府の出す政策が流通、製造業に効果がある
か現時点では分からない。

新聞社［求人広告］
（担当者）

・人員の余剰感が強く、企業の新規採用数は今後も低調に推
移する。

職業安定所（職員） ・求人数回復の要因はみられず、今後も厳しい状況が続く。
職業安定所（職員） ・新規求人数の減少と雇用調整が続き、今後も新規求職者数

は高い水準で推移する。
職業安定所（職員） ・新規求人数は低迷し、企業の雇用調整も続いている。
職業安定所（職員） ・有効求人倍率は下降傾向に底打ちしたが、今後も厳しい状

況は変わらない。
職業安定所（職員） ・一部の製造業者は増産も派遣求人で対応しており、大企業

では希望退職者を募集する動きが続いている。
職業安定所（職員） ・新規求人数は減少し、企業整備の予定があるため、今後も

厳しい状況は続く。
職業安定所（職員） ・雇用調整は今後も予想されるが、新規の相談は減少してい

る。
職業安定所（職員） ・増加の動きが見られるが、新規求人数は前年の20％減少し

ており、新たに雇用調整を実施する企業からの相談がある。

職業安定所（職員） ・賃金の減少により財布のひもは固くなり、物が売れないた
め生産活動は冷え込み、そして雇用環境の悪化が賃金を減少
させている。このサイクルは当分続く。

やや悪くなる 人材派遣会社（社員） ・今後も派遣契約を終了したいという取引先からの相談が増
加する。

人材派遣会社（社員） ・エリア内の統合を理由に事業所を撤退する企業が相次ぎ、
今後の地域経済に与える影響は大きい。

悪くなる 人材派遣会社（社員） ・派遣契約などの間接雇用を直接雇用へ切替える企業が増加
している。

アウトソーシング企業
（社員）

・国の出先機関から受注が安定しない限り、今後も厳しい状
況は続く。

雇用
関連


