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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

◎

百貨店（営業担当） ・平成最後ということと、土地柄、動物園の来園者が見込め
るということ、そして少し先ではあるが、メディアなどで消
費税再増税が扱われ始めており、その３つが重なる効果で先
行きの景気は良くなるとみている（東京都）。

◎ スーパー（経営者） ・良くなるように準備している。

◎
コンビニ（経営者） ・例年、暮れになると総体的に購買が多くなる。12月はボー

ナス時期にも入るので、消費が拡大するのではないか。
◎ コンビニ（経営者） ・建設業の景気が良好なため、良くなる（東京都）。

◎
一般レストラン（経営
者）

・忘年会、新年会と宴会が続き、予約もそれなりに入ってき
ているので、売上が伸びると期待している（東京都）。

◎
一般レストラン（経営
者）

・年末に向かい、年始までは好調だと思われる（東京都）。

◎
その他飲食［居酒屋］
（経営者）

・年末に向けて、ボーナス需要、忘年会需要の伸びが期待さ
れる（東京都）。

◎
その他飲食［給食・レ
ストラン］（役員）

・総合的に見れば、年末に向け売上等は例年どおり堅調に伸
びていく。大きなマイナス要因は見当たらない（東京都）。

◎

通信会社（管理担当） ・ＰＣではメーカーの保証対象期限が切れるものもあり、ま
た、来春から施行される働き方改革関連での勤怠管理システ
ムの検討など好材料もあるため、向こう２～３か月の景気は
良い（東京都）。

◎
住宅販売会社（従業
員）

・消費税再増税前の駆け込み需要が望まれる。

○

商店街（代表者） ・消費税再増税前の駆け込み需要とクリスマス、年末商戦が
一緒になり、世の中のマインドが消費に傾いているように感
じる。また、気温が高めに推移しているのは、冬シーズンと
してはプラスに働いている。特に、この街は街自体が商業施
設のようなものなので、天候と気温は大いに影響する。今の
安定した天候が続くことを前提に、やや良くなる（東京
都）。

○
一般小売店［家電］
（経理担当）

・年末に向けた冷蔵庫などの白物家電や、東京オリンピック
に向けた４Ｋテレビへの買換え需要に期待している。

○
一般小売店［家電］
（経営者）

・12月１日から４Ｋ放送が始まるので、テレビや映像機器の
販売が期待できる（東京都）。

○
一般小売店［文房具］
（経営者）

・今月の売上の落ち込みは一時的なものであり、今後２～３
か月は年末年始の季節商材需要が見込まれる（東京都）。

○

一般小売店［文具］
（販売企画担当）

・天候が暖かいこともあり、来客数が伸び悩んでいる割に
は、様々な季節商材が順調に伸びている。特に、年賀状は大
量に刷ることを止めて、パック売りの物を買いに来る客が相
当あり、例年よりも数が売れている。今は年末商材を買いに
来る客が少ないが、今後、多くの客が来ると予測している。
また、外商案件があったため、今後、微弱ながらも伸びるの
ではないかとみている。

○

百貨店（広報担当） ・不安定な株価変動を背景に、衣料品など財布のひもが固い
消費カテゴリーがある一方で、東京オリンピックまではラグ
ジュアリーブランドや高額品の動きは現在の好調さを維持す
ると思われる。平成最後という社会背景も消費マインドには
プラスに寄与する（東京都）。

○

百貨店（販売促進担
当）

・11月は、クリスマス、年末年始を控えての買い控えがあ
り、売上が低迷している。12～２月にかけては、ボーナス
増、年末年始実需、セール、インバウンド需要が見込まれ、
今月よりも上向き傾向と予測している。ただし、エルニー
ニョ現象が衣類関連の売上に影響することを懸念している
（東京都）。

○
百貨店（販売促進担
当）

・改元や増税、東京オリンピックへの関心の高まりにつれ
て、商機が増していくと想定される（東京都）。

○
百貨店（店長） ・これまで衣料を中心に買い控えが起こっていたこともあ

り、年末は前年を上回る平均支給額のボーナスが出るという
ことで、多少は購買意欲が出てくると期待している。

○

コンビニ（経営者） ・今冬の長期予報によると暖冬ということで、例年より客の
動きが活発になる。また、近隣の競合店がオープンから１年
がたち、影響も落ち着いて、売上も前年を超えると予想して
いる。

○
衣料品専門店（統括） ・今後の気温の低下とバーゲン需要により、来客数の増加が

見込める。

○

衣料品専門店（営業担
当）

・来月から12月に入り、防寒物の重衣料の売行きについて
は、商材の確保から、かなり期待ができる見込みである。毎
回前年割れだったものが例年になく売れ、前年を超えること
が多くなってきそうである。
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(南関東)



○
家電量販店（店長） ・12月からスタートする映像向上規格の４Ｋ、８Ｋ放送が、

映像関連商材やメインのテレビに大きく影響を与えて、販売
が伸びると期待している。

○

乗用車販売店（販売担
当）

・当社は人材派遣や紹介もしており、あちらこちらで人手不
足を感じている。特に最近、外国人の雇用を増やす動きもあ
り、引く手あまたで、紹介する際も賃金ベースは上げた状態
で紹介をしている。景気はやや良くなる（東京都）。

○ 乗用車販売店（店長） ・消費税や優遇税制などの変化に伴って販売が増加する。

○
乗用車販売店（総務担
当）

・ボーナス月、自動車の最大需要月である１～３月と、客の
動きも活発化すると予想する。各社もサービス入庫からの新
車購入への誘導をするとみている。

○
乗用車販売店（渉外担
当）

・新商品の投入により販売量が増える。

○
その他専門店［貴金
属］（統括）

・年末に向けて、ボーナス支給などにより消費意欲が高まれ
ば、平均単価も向上し、現在よりも景気は良くなる（東京
都）。

○
高級レストラン（役
員）

・忘年会や正月の予約状況は、前年同期を上回って推移して
いる（東京都）。

○

一般レストラン（経営
者）

・期待も込めてだが、多少は良くなるのではないか。景気が
上向いているのか、営業努力で良くなっているのか、そのあ
たりは疑問だが、客の様子からすると、会社の経費で使える
ような予算が、多少は増えてきているように見受けられる。

○
一般レストラン（経営
者）

・来客数が３か月前と比べて伸びているため、やや良くな
る。

○
都市型ホテル（経営
者）

・宿泊はこの先も高水準で推移する見込みであるとともに、
忘年会、新年会の予約も順調に入ってきているため、やや良
くなる。

○
都市型ホテル（スタッ
フ）

・消費税再増税前の駆け込み消費が出てくる。

○
旅行代理店（従業員） ・ゴールデンウィークの海外旅行の問合せが増えてきてい

る。長期休暇になるので、ヨーロッパ、アメリカなど単価が
高く利益率の高いものが動きそうな気配である（東京都）。

○
旅行代理店（営業担
当）

・第４四半期の取扱人員が増加している（東京都）。

○

タクシー運転手 ・2019年度は、消費税再増税に伴う購買力の低下が個人消費
を下押しし、成長率が鈍化する。ただし、今回は2014年と比
べて税率の引上げ幅が小さいことなどから、大幅な落ち込み
は回避され、１％程度の成長は維持できるのではないかと言
われているため、景気は多少良くなる（東京都）。

○

タクシー運転手 ・夜の街に人の流れが多く感じられる。店からのオーダーも
増えており、駅では終電後もタクシー乗り場に客が並んでい
る。やっと仕事らしい仕事ができそうである。これからます
ます寒くなるので、タクシーを利用する人が増える。

○
タクシー運転手 ・年末になるので今月よりはかなり良くなっていく。ただ

し、年が明けてからが怖い（東京都）。

○

通信会社（経営者） ・客からの問合せ等、12月から始まる高度ＢＳ４Ｋ放送の認
知度が上がってきており、高機能視聴端末も今後登場するた
め、４Ｋコンテンツの充実とあいまって、客からのリアク
ションが増えると予想される（東京都）。

○

通信会社（管理担当） ・例年にも増して、年末年始の消費活動が好調であると聞い
ている。大手企業のボーナス額が好調とのニュースもあり、
雰囲気的に大きな消費を考えている客が周囲に多い。消費税
再増税前の大きな買物の理由については余り聞いていない
が、無意識が働いているように感じている。

○
通信会社（経営企画担
当）

・今のやや良い状態が続くと予想している（東京都）。

○
ゴルフ場（経営者） ・３か月予報によると、今年は比較的暖冬傾向にあるので、

やや良くなる。

○

パチンコ店（経営者） ・パチンコは、12月の後半から１月に人気のある話題の機械
が出る。スロットは、人気のある機械が増産されるため、明
るい見通しになっている。２～３か月後は今よりは上向く
（東京都）。

○
競輪場（職員） ・年末に向けたキャンペーンと正月は一定の売上が期待でき

る。

○

設計事務所（経営者） ・直近の売上では状況が悪いとしか言いようがないが、契約
や入金のタイミングが関わっているとすれば、今後は良く
なってくると期待している。タイミングの問題は相手側の事
情によるものなので、当社としては手立てはない。

○
住宅販売会社（従業
員）

・消費税再増税前の駆け込み契約が増加してくるとみてい
る。



□

商店街（代表者） ・買物に対するお金の感覚が、非常に慎重になっている。消
費税再増税という心理的なこともある。買い控えて、できる
だけ予算内、あるいは予算以下で買物をするという状況が最
近多くみられる。

□
一般小売店［和菓子］
（経営者）

・天候が安定するという長期予報が出ているので、人の動き
も安定するのではないか。

□
一般小売店［家電］
（経理担当）

・しばらく今のような状態が続けばと思っている。大物商材
に期待するが、細かい工事を含め行動を起こしていかない
と、需要を見つけるのは大変である。

□
一般小売店［家具］
（経営者）

・今後の景気は良くなるかというと、悪さは変わらない。客
に余裕がなく、購買や消費構造の変化もあるので、個人商店
で物を売るのは非常に難しい（東京都）。

□
一般小売店［祭用品］
（経営者）

・師走を迎え、活気が欲しいが、空き店舗が目立ち、難し
い。

□
一般小売店［米穀］
（経営者）

・米穀販売業には良くなるような材料が見受けられない（東
京都）。

□
一般小売店［傘］（店
長）

・例年より問合せは増加しているが、受注の伸びが悪い。

□

一般小売店［茶］（営
業担当）

・世間では観光客が増えているようで、人がたくさん来てい
るところの店は良いのかもしれないが、我々のような中小は
少しも潤っていない。マスコミの報道は良いとこどりで、一
般人は困っているのが現状である。どこが上向きなのか疑問
である（東京都）。

□
百貨店（売場主任） ・12月もお歳暮の受注状況に大きな変化はない。厳しい状況

が続くため、来客数、売上共に厳しい。

□

百貨店（売場主任） ・全体的には、これから特にお歳暮の動きが大事になってく
る。お歳暮に加え、店頭の食料品は12月にかけて最繁忙期に
なっていくので、現状の様子から前年よりも若干期待ができ
る（東京都）。

□

百貨店（営業担当） ・現段階で重衣料の動きが鈍いことから、年始のクリアラン
スについては、ある程度の伸びは期待できると考えている
が、単価が下がること、商材自体の生産減もあると考えられ
るので、大きな伸びは期待できない。食料品関連はギフト
シーズンが終了しているため、前年比ではある程度戻ると思
うが、全体を押し上げるようなインパクトはなく、現状の厳
しい状況が継続する（東京都）。

□
百貨店（営業担当） ・インバウンド、富裕層の需要は継続しており、ボーナス需

要によるボリュームゾーンの底上げを期待しているが、見通
しは厳しい（東京都）。

□

百貨店（営業担当） ・引き続き高額品とインバウンドがけん引することが予想さ
れる。また、気温低下に伴い、防寒用コート、雑貨の動きの
活性化と、出遅れ気味のお歳暮ギフトの復調に加えて、年明
けの冬のクリアランス前倒しにより、今後も商況は堅調に推
移することが見込まれる（東京都）。

□
百貨店（販売促進担
当）

・初商、クリアランスとこれから盛り上がっていくことを期
待しているが、消費マインドが大きく改善していく材料が見
つからない（東京都）。

□

百貨店（販売促進担
当）

・衣料品、雑貨、食品の菓子等が比較的好調な一方、絵画な
ど高額品の一部や価格高騰の影響がある生鮮品が苦戦してい
る。今後、ボーナス支給後の高額品や冬のセールの動きを見
る必要があるが、一進一退で、今後の景気も大きくは変わら
ない。

□
百貨店（販売促進担
当）

・国際情勢や政治は不安定なものの、来年10月の消費税再増
税の影響が出始める頃までは、大きな変化はない（東京
都）。

□
百貨店（副店長） ・堅調な消費は続くと思われるので悲観的な見方をすること

はないが、先行きの不透明感は全く変わらない。好況の実感
が感じられない期間が長くなっている。

□
百貨店（計画管理担
当）

・相変わらず婦人、紳士共に衣料品の動きが鈍く、食料品も
安定した売上を確保できていない実情に鑑みると、この先も
厳しい状況が続くと予想される（東京都）。

□
百貨店（店長） ・当店に関しては、３月に迎えるリニューアルまでは現在と

同様の売上や来客数を見込んでいる（東京都）。

□

スーパー（販売担当） ・客の様子を見ていると、広告初日の目玉商品やポイント何
倍の日、あるいは時間帯でのタイムセール等、特典のある時
間や店舗をうまく使い回って安い物を買うという動向がまだ
続いているように感じる（東京都）。

□
スーパー（経営者） ・暖冬傾向で、野菜の相場が大分下がってきており、冬用の

消費がやや伸び悩む。先行きを考えると消費は冷え込み、や
や悪い状態が続く。



□
スーパー（店長） ・本来ならば良いと答えたいが、来客数が前年を下回ってお

り、３か月後も急な改善は非常に難しい。したがって、今と
変わらない。

□
スーパー（店長） ・消費者には節約志向が依然として根付いており、出費がか

さむ年末も控えているので、当面は変わらない（東京都）。

□

スーパー（総務担当） ・今後のプラス与件としては、ボーナスが以前よりも大きく
増えるということだが、エルニーニョ現象により暖冬が予想
されるため、特にウエイトの高い、冬物を中心とする衣料品
の売上は見込めない。客の購買力にも力強さが感じられな
い。

□
スーパー（営業担当） ・大阪万博の開催は明るいニュースだが、米国、中国との貿

易摩擦がこれから日本に与える景気の影響が心配である（東
京都）。

□
スーパー（仕入担当） ・年々、家族そろっての行事が簡素化され、年末年始の商材

はダウントレンドとなっている。全体の売上確保は非常に難
しい。

□ コンビニ（経営者） ・景気は徐々に後退気味であると感じる（東京都）。

□
コンビニ（経営者） ・おでんなど季節商材の売上は予定どおりである。ファース

トフード、冷凍食品の売上も安定しており、大きな変化を感
じる気配はない。

□
コンビニ（経営者） ・年末年始になるので期待はしているが、国内外に波乱要因

が多いので、余り期待できない。

□
コンビニ（エリア担
当）

・来客数の動きが弱く、前年割れのトレンドが続いている
（東京都）。

□

衣料品専門店（経営
者）

・一般消費者は消費税が10％に上がるという感覚でいるよう
である。軽減税率もはっきりしないし、今は生活物価もあち
こちで値上がりしているようで、節約志向がかなり強くなっ
ている。

□
衣料品専門店（経営
者）

・依然として低迷しているが、これから年末商戦に入るの
で、それに期待したい。

□
衣料品専門店（店長） ・対象客の可処分所得の向上が期待できないこと、着物等の

高額品はレンタルに移行しつつあることから、変わらない
（東京都）。

□ 衣料品専門店（役員） ・衣料品は必要な物しか買わない傾向にある。

□

家電量販店（店長） ・12月からの４Ｋ放送開始を機に、テレビの買換え需要が期
待できるが、暖冬予想により冬物商材の落ち込みの影響が大
きいと予想している。また、関税の影響で中国人の購買意欲
が低下する（東京都）。

□
家電量販店（経営企画
担当）

・12月から始まる４Ｋ放送に期待はしているが、今のところ
大きな買換え需要の兆しはみえていない。節約志向と、消費
者の選別の目が厳しくなっている感がある（東京都）。

□
乗用車販売店（経営
者）

・自動車整備は順調であるが、販売は来客数が結構ある割
に、なかなか契約に結び付いていない。

□
乗用車販売店（経営
者）

・新車販売が大幅に増えることはないので、前年と同じくら
いの売上になる。

□
乗用車販売店（営業担
当）

・年末に向けて、買い渋りが考えられる。

□
乗用車販売店（店長） ・商材の売行き、客との話のなかで一部の法人では業績も伸

びているようだが、全体としては少なく、なかなか景気の良
くなるような話を聞かない。

□
住関連専門店（営業担
当）

・来年の消費税再増税に向け、リフォーム業においては特に
大型工事の引き合い、受注が堅調である。少なくとも来年前
半までは今の状態を維持していく（東京都）。

□
その他専門店［ドラッ
グストア］（経営者）

・平成最後の新年なので、是非、盛り上げていきたい。

□
その他小売［ゲーム］
（開発戦略担当）

・大型タイトルの発売が一巡し、落ち着きを取り戻す（東京
都）。

□
高級レストラン（経営
者）

・例年どおりの推移なので、前年より大幅に伸びることはな
い。

□
高級レストラン（営業
担当）

・法人関連の宴席や予約状況の推移から、変わらない（東京
都）。

□
高級レストラン（仕入
担当）

・年末年始の法人予約等の状況を見ても、前年とほぼ変わら
ないと予想している（東京都）。

□
一般レストラン（経営
者）

・景気の不透明感は一層増している。消費税再増税や東京オ
リンピック、東京パラリンピックもどのような影響があるの
か、事業主も不安感を抱いている（東京都）。

□

一般レストラン（経営
者）

・消費税再増税に対しては、消費者だけでなく我々零細企業
も対応や意識が追い付かず、厳しい状況にある。相変わらず
深刻な人手不足で人件費が高騰しており、その上、働き方改
革への対応は我々にとっては大変深刻な問題になっている。
仕入原価も高騰している（東京都）。



□

一般レストラン（経営
者）

・客の様子を見ていると、まだ良くなるという感じはしない
が、逆に悪くなるような話も聞かない。銀行の融資も厳しく
なってきているが、相変わらず建築、不動産業界の客のお金
の使い方が結構派手なので、しばらくは現状のままで推移す
るとみている（東京都）。

□

一般レストラン（経営
者）

・年末景気が良くなるのを期待はしているが、大手自動車
メーカーの報酬虚偽記載問題があり、当該企業や関連会社の
社員も宴会に出にくくなると思われるので、この近辺でもか
なり影響が予想される。

□
一般レストラン（ス
タッフ）

・良くなると思える要素がない。

□
観光型旅館（スタッ
フ）

・来客数は増えても減ってもいない（東京都）。

□
旅行代理店（経営者） ・年末に入るが、物価の上昇が響いているのか、客が思うよ

うに動かず、結果が出ない。

□
旅行代理店（従業員） ・例年の客からの受注はあるため、景気の変化を感じるまで

には至っていない。
□ 旅行代理店（従業員） ・良くなる要因が見当たらない（東京都）。

□
タクシー運転手 ・正月を控え、様々な出費の準備をしている。やや財布のひ

もを固めにして備えている状況で、動きはほとんど停滞した
ままである。

□
タクシー（団体役員） ・年末、ボーナス時期を迎え景気上昇が期待されるが、例

年、年明けはその反動で景気が低迷する傾向があり、トータ
ルでは変わらない。

□
通信会社（経営者） ・景気はやや上向いているように感じるが、今後、消費税再

増税の話題が多くなり、消費者心理を少し冷やす（東京
都）。

□
通信会社（営業担当） ・大きく好転する材料も見当たらず、しばらくは今の状況が

続く。

□
通信会社（営業担当） ・競合他社との価格競争が激化しており、限られた客を奪い

合う状況がしばらく続く。

□

通信会社（局長） ・12月から４Ｋ、８Ｋ放送がスタートするが、今のテレビが
見られなくなるわけではなく、まだ４Ｋチューナー付きテレ
ビは高額なため、伸長しない。ケーブルテレビ経由での視聴
促進に期待が掛かるが、慎重な客も多く、もうしばらくは様
子見と思われる（東京都）。

□ 通信会社（営業担当） ・良くなる材料が見当たらない。

□
通信会社（総務担当） ・為替や異常気象等による大きな価格変動がなければ、年末

年始の特需も落ち着くものと考える（東京都）。

□
通信会社（営業担当） ・問合せ件数等も、ここ数か月大きな変動はないので、この

先も今の状況が続く（東京都）。

□
通信会社（経理担当） ・放送、通信で世間一般的に特別な需要を起こす材料が見当

たらない。

□
ゴルフ場（従業員） ・少子高齢化のなか、景気を良くすることが一層難しくなっ

ていく。

□
ゴルフ場（従業員） ・入会者の引き合いも堅調であり、引き続き底堅いコース稼

働率が見込まれる。

□
パチンコ店（経営者） ・やや停滞気味ではあるが、一方では年末商戦や人の動きが

活発になるため、総じて変化はない。

□
その他レジャー施設
［総合］（経営企画担
当）

・２月は元々集客力が弱く、かつ天候に左右される（東京
都）。

□
その他サービス［学習
塾］（経営者）

・生徒数は下げ止まった感があるが、今のところ人数の増減
や他塾の単価引上げ等もないため、生徒数、売上は変わらな
い。

□
その他サービス［立体
駐車場］（経営者）

・特に良くなる材料はない。

□

その他サービス［電
力］（経営者）

・12月から４Ｋ放送が開始となり、ボーナス商戦で４Ｋテレ
ビがある程度売れるとみている。家庭でのテレビ視聴率が向
上し、電気使用量も増える可能性がある一方、暖冬傾向で、
暖房用の電気使用量が減少し、相殺されてしまう（東京
都）。

□
その他サービス［学習
塾］（経営者）

・良くも悪くもこれといった変化が感じられない。

□

設計事務所（経営者） ・年末に向かうなかで、仕事量全体が減っており、人手不足
のために受注量も減っている。新しい物件に対しての仕事量
は確かに減っているが、打合せ自体も減っており、やはり人
手不足という言葉が相談のなかでよく出てきている。

□
設計事務所（経営者） ・消費税再増税に伴う駆け込み需要は一過性で、景況感が変

わるほどではない。年度内は大きな状況変化はない。



□
設計事務所（所長） ・消費税再増税に対応するための計画の話もなぜか進まな

い。この時期から進めないと、設計は不可となることが多い
ので、駆け込み需要はないと考える（東京都）。

□
設計事務所（職員） ・大阪万博、ＩＲ（統合型リゾート）などが景気動向に好影

響を与えることに少しは期待している（東京都）。

□

住宅販売会社（従業
員）

・消費税再増税とはいえ、消費税再増税後の税制や政策を踏
まえて、急がなくても良いとの慎重な考えの客も多く、景気
は良くなるというところまではいかずに、現状のやや良い状
況のままで推移する。

▲

一般小売店［印章］
（経営者）

・年賀状印刷が今の主力商品なのだが、コンビニエンススト
ア、ＤＰＩ等での受注が最近顕著になってきている。受注合
戦が非常に激しいなか、専門店の立場は非常に不安定になっ
ている。

▲
一般小売店［生花］
（店員）

・２～３か月後に当たる２月は日数が少ないので毎年売上が
悪い。恐らく来年も同じだと思うので、厳しくなると予想し
ている（東京都）。

▲
百貨店（売場主任） ・生活必需品の値上げ、また、ガソリン等の価格も厳しく、

地方百貨店は厳しさを増す。

▲
百貨店（総務担当） ・近隣商業施設がオープンした際に、当店がどのようなダ

メージを被るかが見えていないが、影響はある。

▲
百貨店（営業企画担
当）

・消費税再増税への不安が顕在化する（東京都）。

▲ スーパー（経営者） ・消費税再増税などを控えて、将来への不安が増している。

▲
スーパー（販売促進担
当）

・暖冬により衣料品の在庫が圧縮されており、売上増は期待
できない。客も値下げを待っており、販売数量の増加は不可
能である。

▲
コンビニ（経営者） ・近隣にまたコンビニエンスストアがオープンするため、景

気は良くならない。

▲

コンビニ（経営者） ・当社はコンビニエンスストアを複数店経営しているが、ど
の店も来客数が減っている。これは消費がやや低迷している
のか、それとも店舗数が増えているためか、どちらもあるの
かもしれないが、１店舗当たりの売上、来客数共に少しずつ
下降傾向になっていると感じている。

▲
衣料品専門店（経営
者）

・暖冬だけではなく、購買に非常に慎重になっている。

▲
住関連専門店（統括） ・景気の良くなる事象や内容がなく、まだ冷えきった状態が

続くのではないか。

▲
その他専門店［ドラッ
グストア］（経営者）

・12月はさほど変わらないが、１～２月はワクチンなどの動
きが鈍くなるので販売は下がる。

▲

その他小売［ショッピ
ングセンター］（統
括）

・来年10月の消費税再増税がメディアで取り上げられるよう
になってきているが、消費者の可処分所得が上がらないなか
増税だけが目立っており、将来不安による購買モチベーショ
ンの鈍化につながる（東京都）。

▲
その他小売［ショッピ
ングセンター］（統
括）

・国際経済において米中関係が不安定である。国内も同様だ
が、不安定な政治的動向に翻弄されるのではないか。

▲

一般レストラン（経営
者）

・２～３か月先は、12月は良いが１～２月は極端に落ち込む
ので、今よりはやや悪くなる。毎年のことだが、１月はケー
タリングがややあるが２月はないので、売上がかなり落ち
る。

▲

都市型ホテル（スタッ
フ）

・年明けからの受注状況が前年同期比で大幅に落ち込んでお
り、料金を割り引いて販売しているが、反応が鈍い。個人は
直近での動きに期待もできるが、法人はリカバリーが難し
く、厳しい状況となっている。

▲
都市型ホテル（スタッ
フ）

・年明けは完全なオフシーズンとなるため、状況は良くな
い。

▲
旅行代理店（販売促進
担当）

・今後２～３か月は、例年のことだが冬場を迎えて今より悪
くなる。現状では先行予約が少ないので、先行きはかなり厳
しい（東京都）。

▲
旅行代理店（営業担
当）

・年度初めの１～２月は販売量が年間で最も低い傾向にあ
る。

▲

タクシー運転手 ・各会社共に昼間の利用は変わらずにあるが、夜の利用はま
すます厳しさを増している。また、驚いたのだが、ある日本
有数の広告代理店では、夜の10時にエレベーターが止まって
しまうので、エレベーター渋滞が起こるそうである。この会
社は以前はタクシー利用が非常に多い会社であった。ここま
でする会社はそうはないと思うが、法人利用はますます厳し
くなっていると感じる（東京都）。

▲ 通信会社（管理担当） ・下向きの傾向が続いている。



▲
その他レジャー施設
［ボウリング場］（支
配人）

・消費税再増税の時期が近づいてきており、心理的な閉塞感
が消費を鈍らせる。特にレジャー産業は厳しくなるのではな
いか（東京都）。

▲
その他サービス［保険
代理店］（経営者）

・年末年始の景気には影響されない業種のため、根本的に自
店での改善が必要となる。

▲

設計事務所（所長） ・全体的に仕事量がない。仕事内容も新築物件はほとんどな
く、改修工事に偏っており、これからの設計業務は大変厳し
くなる。耐震診断等もあるが、民間には予算やお金がないと
いうことで、前へ進まない。

▲

住宅販売会社（経営
者）

・住宅購入に関わる様々な環境が改善されない限り、景気は
良くならない。住宅が売れると経済波及効果がかなり大き
く、個人消費の回復にもつながるが、今のままでは悪くなっ
てしまう。

▲

住宅販売会社（従業
員）

・景気が良くなりそうな情報は余り入ってこない。緩やかに
悪くなりそうである。当社の手がけているホステル事業は好
調に推移していく。インバウンド需要の観光客増加が追い風
になっている。

▲
その他住宅［住宅管
理・リフォーム］（経
営者）

・例年この時期になると、来年のいつもの仕事も含め相談が
あるが、今はそのような状態にない。今後もこの状況が続く
と考えているので、非常に厳しい。

▲
その他住宅［住宅資
材］（営業）

・一定の仕事量は見込めるが、例年以上にはならない予想で
ある。建築資材のスポット需要はあくまでスポットであり、
底上げまでは期待できない（東京都）。

×
一般小売店［茶］（経
営者）

・今の状況が良くなることはほとんどない。悪くなる一方で
ある。

×

一般小売店［家電］
（経営者）

・当店だけなのかよく分からないが、客のところに行って
も、設備投資、その他商品の買換えという話が全然出てこな
い。例えば、４Ｋ、８Ｋ放送がスタートすると皆騒いでいる
が、まだしばらくそれには飛びつかないような気がする。と
にかく購買意欲が低くなっているような気がする（東京
都）。

×

コンビニ（経営者） ・今年の暮れは、ギフト、おせち料理などの受注状況を見る
と、非常に厳しいと感じる。当店のみならず、コンビニ全体
につながるようなことではないか。コンビニは、会社全体と
して伸びているのかもしれないが、駅ナカの店ができたり、
非常に厳しい環境にある（東京都）。

×
衣料品専門店（店長） ・特価品以外に客の関心が向かなくなっている。古紙価格が

上昇しているため、段ボール等のこん包資材が上昇し、コス
ト増加の影響も大きい。

×
その他小売［生鮮魚介
卸売］（営業）

・年末近くになっても良くなる兆しがない。来年の１～３月
はどうなるか恐ろしい（東京都）。

×
観光名所（職員） ・こちらは観光地で、１年のうちで今が最も旅客数が増える

時期である。２～３か月後は、今月に到底及ばない（東京
都）。

◎
その他サービス業［ソ
フト開発］（従業員）

・問合せの件数が増えてきているが、人材不足のため断って
いる。そのようなことから、景気は上向いている。

○
出版・印刷・同関連産
業（所長）

・年末の繁忙期で更に活発化する動きが見えてきているの
で、良くなる。

○
電気機械器具製造業
（経営者）

・引き合いの中で、学校や特養施設関係の環境改善機器の大
口物件が増加してきているため、当社の売上にプラスになる
ことが期待される（東京都）。

○
その他製造業［化粧
品］（営業担当）

・年末年始は毎年サロンの最需要期となるため、今期も上向
きになると見込んでいる（東京都）。

○

金融業（総務担当） ・小売業は、年末商戦と来年の消費税再増税もあり、消費者
心理的に売上の増加が見込める。建設不動産業は、まだ地価
の高止まりはあるものの、今後も好調と思われる。年末の長
期連休に旅行を考える客が多いとの話もあり、全体的に消費
の増加が見込めるため、景気はやや上向く（東京都）。

○
税理士 ・民間企業の冬のボーナスも高水準で、景気を押し上げる。

大阪万博も決まり、東京オリンピック後の受皿もできて、建
設、観光に期待できる。

○
その他サービス業［ビ
ルメンテナンス］（経
営者）

・年末年始にかけて、スポット的な特別作業が増えてきてい
る（東京都）。

□
食料品製造業（経営
者）

・酒類は全般的に良くない状況が継続しそうである（東京
都）。

□
食料品製造業（経営
者）

・この先の景気は天候次第である。

□
化学工業（従業員） ・値上げの影響で、若干の仮受注が増加しているが、その先

の受注は減少する様子なので、変わらない。

企業
動向
関連

(南関東)



□
プラスチック製品製造
業（経営者）

・良くなる要素はない。原油価格の影響がそろそろ出てくる
と思うので、変わらないか、やや悪くなる。

□
プラスチック製品製造
業（経営者）

・医療品容器、化粧品容器共に大きな変化はなさそうだが、
機械設備関係の業者は中国景気の一服感で３割ほど減少して
いるようで、化粧品容器受注への影響が懸念される。

□
金属製品製造業（経営
者）

・主要取引先の業界は、貿易摩擦により、好転する気配がみ
られず、新規営業をしているが、すぐには効果は望めない。

□
金属製品製造業（経営
者）

・仕事量が増えてきているので、価格交渉に努め、受注でき
るように努力する。

□
一般機械器具製造業
（経営者）

・今までは倉庫に置けないほどの材料支給を受けていたが、
倉庫に入るくらいになってきている。ただ、このままフル稼
働は変わらない。

□
その他製造業［鞄］
（経営者）

・特別に良くなる、悪くなる等の情報は一切ない。また、季
節商材でも大きな変化はないので、これからもそのまま行く
という状況である。

□ 建設業（経営者） ・中小零細企業に対する対策が確実に実施されていない。

□

建設業（経営者） ・来年度までは消費税再増税の問題で飛び込み需要があると
見込んでいる。サッシも４月から防火認定の関係で値上げす
るとのことで、ダブルで駆け込み需要が増えるのではない
か。

□

建設業（経理担当） ・改修工事や小型の工事は幾つかあるが、当社にとっての中
規模、大規模工事の話はなかなかない。年末や年度末、しか
も消費税が増税になるという現状であるが、近隣では大きな
工事案件がなかなか浮かんでこない。

□ 輸送業（経営者） ・求人数が多く、景気の良い状態が続く（東京都）。

□
輸送業（総務担当） ・荷主の輸出量は変わらず低迷している。国内出荷量は伸び

ると予想されるが、時期は未定である。

□
金融業（統括） ・国外の政治不安要素は非常に大きいとは思うが、現時点で

はそれほど大きな影響は出ていない。

□
金融業（従業員） ・製造業の取引先では、一部に好調な事業者もあるが、全体

的には売上などの頭打ち傾向が感じられる。また、先行きの
原材料価格上昇を懸念する声も聞かれる（東京都）。

□
金融業（支店長） ・大手自動車メーカーの報酬虚偽記載問題の影響が計り知れ

ない。取引先も進捗を見守っている段階である。当面、景気
は横ばいを見込んでいる。

□
不動産業（経営者） ・賃貸の状況は大分悪く、このように多くの空室がある状況

は正常ではない（東京都）。

□
広告代理店（従業員） ・およそ変わりのない売上予想だが、少しずつ減少してお

り、変わらないとやや悪くなるとの間にも感じる（東京
都）。

□

税理士 ・米国、中国の景気と、米中貿易摩擦による影響で、日本車
もいつ関税を上げろと言われるか分からない。米国の動き等
は、国内、特に大企業に大きな影響を与え、中小企業も影響
を受ける。まだ北朝鮮の問題もあるし、どうなっていくか分
からない（東京都）。

□ 社会保険労務士 ・良くなる要因が見当たらない（東京都）。

□
経営コンサルタント ・年末に向けて消費が活発化することを期待したいが、良い

材料が余りない。

□

経営コンサルタント ・米中貿易摩擦の問題は、国内の中小企業にはまだ大きな影
響が出ていないようにみえる。しかしながら、これから影響
が出てくるのではないかと思われるので、大きな不安材料で
はある（東京都）。

□
その他サービス業
［ディスプレイ］（経
営者）

・余り良い話を耳にしない（東京都）。

□
その他サービス業［廃
棄物処理］（経営者）

・売上は回復傾向にあるが、原材料の値上げ実施と、取引先
の米国や中国など、輸出入先の影響による先行き不透明感が
強く、全体の景気は現状のまま変わらない。

□
その他サービス業［警
備］（経営者）

・現状のままで推移していく。

□
その他サービス業［映
像制作］（経営者）

・年末年始、また東京オリンピックの前年を迎えることにな
るが、特に活発になるということはない（東京都）。

□
その他サービス業［ソ
フト開発］（経営者）

・現在３か月先までの仕事を受注している（東京都）。

□
その他サービス業［情
報サービス］（従業
員）

・年度末に向けた動きもあることから、当面この状況が継続
する。

▲
出版・印刷・同関連産
業（経営者）

・取引先の先行きの見通しが立たなくなってきている。

▲
出版・印刷・同関連産
業（営業担当）

・法人関係は変わらないが、個人客の来店件数が少なく、や
や客単価が下がっている（東京都）。



▲

化学工業（総務担当） ・秋の需要に天井感が漂う。消費税再増税の影響はまだ感じ
ない。導入に向かっての景気下支え施策に期待したいが、好
調な米国経済が米中貿易摩擦で失速しないか危惧している。
大阪万博の開催も決まり、個人消費の堅調な推移も期待する
が、年金財政の将来見通しが不透明ななか、入国管理法改正
による賃金への影響で、消費が落ち込まないかが懸念され
る。

▲ 通信業（経営者） ・中国と米国の関係である。

▲
通信業（広報担当） ・今月の状況が良過ぎるため、その反動が表れる（東京

都）。

▲
金融業（役員） ・地方銀行を中心とした不動産融資への慎重な姿勢から、不

動産取引についてはやや減少していくものと思われる。

▲
広告代理店（営業担
当）

・受注が増えている特定の取引先に頼っている現状は、構造
的にやや不安がある（東京都）。

×
出版・印刷・同関連産
業（経営者）

・例年、年明けは受注量が減少する（東京都）。

×
精密機械器具製造業
（経営者）

・米中貿易摩擦による減産、原油高、金属材料費や人件費の
高騰が営業利益を圧迫してきている。

× 建設業（経営者） ・消費税の再増税があるので、悪くなる。

×
輸送業（経営者） ・年末年始の特需は過去のものとなり、取扱量の減少に加

え、稼働日が少ない１～２月は状況が悪化するものと思われ
る（東京都）。

◎
人材派遣会社（営業担
当）

・人手不足が充足されず、想定年収も上昇傾向にある（東京
都）。

◎

人材派遣会社（支店
長）

・求職者数の増加に伴い、求人数も増えている。求職者数は
前年比130％ほどに増えており、求人数も120％と増加してい
る。求職者の希望も来年以降開始のものが多く、2019年１月
以降も変わらず推移していくと見込んでいる。

○

人材派遣会社（営業担
当）

・来月以降に勤務開始の派遣求人も動いており、年度末に向
けて引き続き求人数は増えていく。前年比で考えると余り変
わらないが、数か月間での比較では良くなる方向にある（東
京都）。

○
民間職業紹介機関（経
営者）

・インターンシップイベントに参画する企業が増加してい
る。様々な業界に人手不足感があり、中途採用を含めて広告
宣伝費が増える（東京都）。

□

人材派遣会社（社員） ・中小企業の複数の経営者と懇談したが、海外のどの国もそ
れほど良くなっておらず、正月にかけて景気が良くなるとは
思えない。ただ、来年10月の消費税再増税に対して、住宅産
業だけは３月までに契約しないといけないため、若干、営業
が忙しくなってきているという話はある（東京都）。

□ 人材派遣会社（社員） ・人材不足の状況が続き、求人数は堅調に推移する。

□
人材派遣会社（社員） ・短期的な景気の上下はあるかもしれないが、数か月単位で

考えると、結局変化はみられない（東京都）。

□

人材派遣会社（社員） ・求人数そのものは、３か月前比、前年比共に２けた増と
なっており、堅調に推移している。また、求人数は年計ベー
スでも前年を上回るトレンドを見せていることから、当面景
気は変わらない（東京都）。

□
人材派遣会社（社員） ・直接雇用化に一服感があり、求人側、求職者側共にこう着

状態である（東京都）。

□
人材派遣会社（営業担
当）

・慢性的な人材不足は変わらず、特に若手の獲得が難しい。
事務処理のロボット化を始めているところが出てきている
（東京都）。

□
求人情報製作会社（営
業）

・２～３か月前の状況と大きく変わっていないので、今後２
～３か月先も大きな変化はない（東京都）。

□
求人情報誌製作会社
（広報担当）

・景気の良い状態がしばらく続いているが、これ以上景気が
上向くような要素は余り感じられない（東京都）。

□
職業安定所（職員） ・国際情勢などが変わらない限り、２～３か月では特に大き

な変化はない。

□

職業安定所（職員） ・新規求人数はこれまで増加傾向にあったが、９月に続き10
月も前年度比6.8％減少となり、増加は一段落している。ま
た、求職者の就職率は前年度比3.9％減少しており、求人倍
率は高水準で推移しているものの、求人、求職のミスマッチ
が課題となっており、就職件数が伸びていない。

□
職業安定所（職員） ・求職者数が変わらないなかで、新規求人数は１割程度増加

しているが、人手不足業種の解消がない限り、改善している
とは考えにくい（東京都）。

□

職業安定所（職員） ・増加していた新規求人数は一段落した感がある。新規求職
者数は依然として前年同月比で減少傾向にある。人手不足を
理由とする求人条件の緩和も、頭打ちになっていると申し出
る事業者が多くなっている。

雇用
関連

(南関東)



□
民間職業紹介機関（経
営者）

・求人は高水準で推移しているものの、採用に結び付いてい
ない（東京都）。

□
民間職業紹介機関（経
営者）

・国内の構造変化、及び海外からの人材の門戸を早期に改善
するため、規制の見直しが必須である（東京都）。

□
民間職業紹介機関（職
員）

・新卒、中途共に特に大きな変化はありそうにない（東京
都）。

□
学校［大学］（就職担
当）

・変化する要素がない（東京都）。

▲
人材派遣会社（営業担
当）

・明確な傾向が見えているわけではないが、周辺企業や国内
製造業全般の様子から、２～３か月かもう少し先かは不明確
であるものの、低下する兆しが見え始めている（東京都）。

▲
求人情報誌製作会社
（所長）

・２～３か月先も変わらずに下降傾向にあると思うので、今
よりも悪くなる。

× － －
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