
1/12　景気ウォッチャー調査（令和２年９月調査）― 南関東（先行き）―

　４．南関東（地域別調査機関：株式会社日本経済研究所）

（－：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

◎

家電量販店（店員） ・前年は消費税増税前の駆け込み需要で９月度は好調だったが、10
月以降は落ち込んでいたので、来月以降は前年比で上回ることが見
込まれる。

◎

その他専門店［雑貨］
（営業担当）

・新型コロナウイルスの新規感染者数の減少傾向や、Ｇｏ　Ｔｏ
Ｔｒａｖｅｌキャンペーンにおける東京都対象追加の正式決定など
を受け、今後は都内への来街者の増加が見込める（東京都）。

◎

都市型ホテル（スタッ
フ）

・10月から地域共通クーポンが始まり、料飲施設は少なからず需要
が高まる。年明け以降は例年並みに戻ると予測している。

◎

観光名所（職員） ・２～３か月後になると、観光地はトップシーズンを迎える。９月
の４連休は割と客が増えており、今後のトップシーズンも客が来る
と期待している（東京都）。

◎ ゴルフ場（経営者） ・今後しばらくは当社の業種は好調と予想している。

○

一般小売店［家電］（経
理担当）

・全体的な景気の良さは感じられないが、新型コロナウイルスのせ
いで家にいることが多くなったためか、客は何か買いたい物を探し
ているように見受けられる。

○

百貨店（売場主任） ・食料品については、これからお歳暮、おせちのプロモーションが
始まるが、基本的にはＷｉｔｈコロナのなかで非常に良くなるだろ
うと思っている。生鮮、総菜の自家需要の伸びも含めて、全体的に
は少しずつ上がっていくのではないか（東京都）。

○

百貨店（売場主任） ・おせちやクリスマスケーキ、お歳暮ギフトの販促が始まるので、
集客の戻りを期待しているが、新型コロナウイルスの影響があるた
め先行きが不透明である。インターネットによる販促は伸長してい
るものの、店頭販売のマイナス分を補えてはいないのが現状であ
り、厳しい状態は改善されないとみている（東京都）。

○

百貨店（総務担当） ・新型コロナウイルス感染者数も一定規模で推移しており、政府の
各種施策の実施もあるため、来客数は上向いていく。それに伴い、
売上も回復に向かう（東京都）。

○

百貨店（営業担当） ・新型コロナウイルスの感染者数がやや落ち着きつつあり、Ｇｏ
Ｔｏ　Ｔｒａｖｅｌキャンペーン等の施策により外出も増加してい
る。新たな生活様式にも慣れつつあり、一定水準の消費は期待でき
ると想定している（東京都）。

○

百貨店（販売促進担当） ・新型コロナウイルスの感染状況が現状維持ないしは落ち着くとい
う前提で、来客数が少しずつ増加しているなか、細心の留意を図り
ながら、動員催事を仕掛ける動きになってきている。おせちやお歳
暮ギフトの受注は、店頭販売分をオンラインでカバーする（東京
都）。

○

百貨店（販売促進担当） ・東京都を対象に加えたＧｏ　Ｔｏ　Ｔｒａｖｅｌキャンペーンの
効果により外出機会が増えれば、外出着や手土産の需要にも回復傾
向が出てくる（東京都）。

○

百貨店（店長） ・東京都もようやくＧｏ　Ｔｏキャンペーンがスタートするなど、
行政施策に期待を寄せている。また、新型コロナウイルスの感染状
況も多少落ち着きを見せている（東京都）。

○ スーパー（総務担当） ・外出しよう、楽しもう、という雰囲気になってきている。

○

スーパー（販売促進担
当）

・前年は消費税増税の影響で衣料品、化粧品等の売上が大幅に落ち
込んだ。食品は好調が続いているので、衣料品等の改善に期待して
いる。

○ コンビニ（経営者） ・近隣公園のイベントも増えてきているので、期待したい。

○

コンビニ（経営者） ・Ｇｏ　Ｔｏ　Ｔｒａｖｅｌキャンペーンの影響もあり、市中に大
分人が出るようになってきているので、景気は徐々に良くなってく
る。現状では前年比70％程度だが、これから10％程度は上がってく
ると考えている。

○
コンビニ（商品開発担
当）

・徐々に規制が緩和されてきているため、人の動きに期待したい
（東京都）。

家計
動向
関連

(南関東)



2/12

○

衣料品専門店（経営者） ・やや良くなるというのは希望的観測も含めてである。国も含めて
いろいろな行政単位で、経済対策、Ｇｏ　Ｔｏキャンペーン、商品
券などの施策がこれから出てくるので、大型店だけでなく、小さな
商店にも景気が行き渡るよう期待している。

○

家電量販店（店長） ・テレビ、レコーダー、ヘッドセットは引き続き巣籠り需要で１け
た台の伸びに期待する。携帯電話は厳しいと予想している。ラニー
ニャ現象の影響が予想どおりであれば、エアコンを中心とした暖房
商品に期待が持てる（東京都）。

○ 乗用車販売店（店長） ・客の動向も上向いているように感じる。

○

一般レストラン（経営
者）

・Ｇｏ　Ｔｏキャンペーンで弾みがつき、新型コロナウイルスの感
染再拡大がなければという仮定の上での予測である。また、11月の
米国大統領選挙の行方も少なからず影響を及ぼすため、予断を許さ
ない。選挙結果が米中の対立にどのように作用するのか、その時が
来てみなければ分からない。

○

一般レストラン（経営
者）

・新型コロナウイルス対策と経済活動の回復をうまく両立できるよ
うに、政府が主導して進めてほしい。それによっても違ってくる
（東京都）。

○
その他飲食［居酒屋］
（経営者）

・Ｇｏ　Ｔｏ　Ｅａｔキャンペーンも開始されるので、期待してい
る（東京都）。

○

その他飲食［給食・レス
トラン］（役員）

・新しい売上水準に合った体制作りを進めることにより、業績は良
くなってくると考えるが、外部環境が新型コロナウイルス以前に戻
るとは思えない（東京都）。

○

都市型ホテル（経営者） ・年末年始に向かって緩やかな回復はみられると思うが、やはり忘
年会、新年会のような多くの人が集まる会合は見込めず、とても前
年のような状況は考えられない。緩やかに回復し、来年を迎え、ワ
クチンが開発されて、東京オリンピックが開催されるかどうかとい
うことも含めて、１つの転機になるのではないか。

○

旅行代理店（販売促進担
当）

・２か月後の11月は、修学旅行を中心とする教育旅行のピークを迎
えるので、そちらの数字が良くなる。また、10月からＧｏ　Ｔｏ
Ｔｒａｖｅｌキャンペーンに東京都も対象に追加されるので、個人
旅行の増加が見込める。ただし、３か月後の12月には少し落ちてい
くのではないかと感じている（東京都）。

○
旅行代理店（営業担当） ・これまでの自粛ムードが緩和され、秋から年末年始に掛けての旅

行需要が増加しつつある。

○

旅行代理店（総務担当） ・Ｇｏ　Ｔｏ　Ｔｒａｖｅｌキャンペーンに、東京都も対象となる
10月以降に大きな期待を寄せている。個人に続き団体も動いてくれ
ると、景気が上向いてくる（東京都）。

○

タクシー運転手 ・10月１日からＧｏ　Ｔｏ　Ｔｒａｖｅｌキャンペーンで東京都が
対象に追加される方向であることと、新型コロナウイルスの感染者
数が減少傾向にあることから、経済も多少上向きになるとみている
（東京都）。

○

タクシー運転手 ・新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ需要の喚起策であるＧｏ
Ｔｏ　Ｔｒａｖｅｌキャンペーンが、10月から東京都も含めて本格
始動する。感染防止と経済社会活動を両立させる新たな日常がどこ
までできるか期待したい（東京都）。

○

タクシー運転手 ・Ｇｏ　Ｔｏ　Ｔｒａｖｅｌキャンペーンが東京都も対象になるた
め、多少は人の流れが出てくると思うので、昼間の時間帯は良くな
る。ただし、夜や深夜については今と変わらないか、更に悪くなる
のではないか（東京都）。

○

タクシー（団体役員） ・９月の４連休が多少期待できる様子だったので、来月10月からの
東京都を対象に追加したＧｏ　Ｔｏ　Ｔｒａｖｅｌキャンペーンの
動向次第かと思われる。

○
通信会社（経営者） ・新型コロナウイルスの感染状況がこれ以上悪くならなければ、景

気は良くなっていく（東京都）。

○

通信会社（社員） ・自粛から活動する方向に志向が変わってきたと感じる。今まで
使っていなかった人もリモートの仕組みを使うようになってきて、
活動を始める方に向いてきているようである（東京都）。

○

通信会社（営業担当） ・年末に向けて、外出を控え自宅で過ごす傾向が更に高まるため、
テレビやインターネットの新規契約件数は増加していくものとみて
いる。
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○
通信会社（経営企画担
当）

・このまま案件数が徐々に増え続けることを期待している（東京
都）。

○
通信会社（総務担当） ・新型コロナウイルスの感染者数が減少傾向にあるなか、客側の消

費活動の回復が期待できそうである（東京都）。

○
その他レジャー施設［総
合］（広報担当）

・来場者の人数制限が緩和されたので、この状況が続けばやや良く
なる（東京都）。

○
その他サービス［学習
塾］（経営者）

・まだまだ通常の運営は難しいが、少しずつ新規の問合せも増えて
きている。

○

設計事務所（経営者） ・現在の社会情勢を見ると、新型コロナウイルスの影響で非常に悪
いところがあるが、当社はなぜか行政の仕事をたくさん取れたこと
と、社員の健康を重視して計画的に新しい社員を増やしていたこと
などから、仕事が増えて良くなっている。

○
住宅販売会社（従業員） ・内覧の客が展示場に来ている。また、資料請求の数も増えてい

る。

○

住宅販売会社（従業員） ・新型コロナウイルスの感染状況が今までと一緒なら、少しずつ景
気は回復してくる。売れる商材をそろえられれば、順調に推移して
いくと思うので、土地の仕入が肝になりそうである。

□

商店街（代表者） ・商店街のメンバーに聞くと、やはり一番売上が取れない業種は飲
食店のようである。当店は物販なので、少しずつ回復している。今
の状況が良いというわけでは全くないが、これ以上悪くなると商売
の継続が難しくなるため、少しずつでも上げる努力をしなければな
らない。

□

商店街（代表者） ・冬シーズン、インフルエンザの流行や新型コロナウイルスの感染
状況がどうなるかで大きく変わる。今の状況を見ていると、良くて
現状維持ではないか。寒くなってくると、在宅時間が圧倒的に増え
るので、そのなかでのＷｉｔｈコロナ需要をつかむには時間が掛か
るかもしれない（東京都）。

□

一般小売店［家電］（経
営者）

・今の状態がずっと続くのではないかということで、変わらない。
とにかく動きがほとんどない。現状は、メンテナンス業務に力を入
れており、そのお陰でどうにか、売上は上がらないものの多少の利
益を出せている（東京都）。

□

一般小売店［和菓子］
（経営者）

・Ｇｏ　Ｔｏキャンペーンなどで消費に動きがみられるものの、10
～11月に行われる秋のお祭りが全て中止になり、その売上がマイナ
スになっている。

□

一般小売店［家電］（経
理担当）

・暮れに向けてテレビの需要があると思われるが、依然として品薄
状態が続いている。このところ、新製品の納期もずれたりして商売
がしにくくなっている。こちらから客を訪問できないので、キャン
ペーン活動ができない。

□

一般小売店［家具］（経
営者）

・先行きの景気は決して良くはならないような気がする。ただし、
新型コロナウイルスの影響で生活様式がいろいろ変わるだろうし、
当店もこの先生き延びるために、専門店として、より特化してやっ
ていきたい（東京都）。

□

一般小売店［祭用品］
（経営者）

・新型コロナウイルスの新規感染者数が減って、平常に戻り、飲食
店、個店及び各種行事が無事に再開できるまで、良くはならない。

□

一般小売店［文房具］
（経営者）

・10月からＧｏ　Ｔｏ　Ｔｒａｖｅｌキャンペーンの対象に東京都
が追加されるので、今後は人出もある程度回復すると思われるが、
必ずしも飲食店や物販店の売上につながるとは思えない。従来実施
していた地域のイベントがいまだに行われないため、街全体の活気
が戻ってきていないためだと推測している。今後のイベント実施次
第では、街の活気につながり、個店の売上にも良い影響を与える
（東京都）。

□
一般小売店［傘］（店
長）

・商店街のイベントも中止となり、好転の兆しが見えず、当面は底
辺が続く。

□

一般小売店［文具］（販
売企画担当）

・新型コロナウイルスの感染状況がまだ上下しているので、不安定
要素が多分にある。来客数が急に増えたり、逆に急減したりという
ことがある。また、外商部の方も、案件が急に飛んでしまったり、
またそれがやっと復活してきたりなど、余りにも不安定要素が多い
ため、どちらでもないと回答している。
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□

一般小売店［茶］（営業
担当）

・久しぶりにイベントでの売出を実施したが、客の来場は今一つ
で、売上も伸びない。新型コロナウイルスが収束しないことにはど
うしようもない。当社も精一杯努力しているが、これ以上は何とも
ならない（東京都）。

□
百貨店（総務担当） ・来客数の回復が見えないなかで、高額品等、必要のない物は購入

しない動きが継続することが予想される。

□

百貨店（総務担当） ・前年は10月からの消費税増税により、景気の落ち込みが感じられ
た。本来であれば、その好転反動も期待できる年度であったが、現
状では景気が良くなる材料は見当たらない。新型コロナウイルスの
収束に向けて具体的かつ明確な方向性が見いだされるまでは、現在
の厳しい状況が続く（東京都）。

□

百貨店（広報担当） ・新型コロナウイルスのワクチンや特効薬の開発、普及にめどが立
たない限り、現状から大きく変わる要素が見当たらない。Ｗｉｔｈ
コロナの時代にマッチした新しいサービスが開発されていく一方、
民間企業の賞与に大きな影響が出てくるのは2020年冬の支給分から
なので、消費が回復する材料としては乏しい（東京都）。

□

百貨店（営業担当） ・新型コロナウイルス感染防止のため、外食や旅行などの消費活動
の制限が今後も続くとみている。感染再拡大による家計消費や企業
の勤務体制などの対応により、回復ペースは依然として緩慢である
（東京都）。

□

百貨店（販売促進担当） ・今後の新型コロナウイルスの感染状況の推移により、影響度合い
も変わるとは思うが、来客数が劇的に回復することはなく、しばら
くは変わらない。また、催事も物産展を再開したが、３密回避のた
めに、出展取引先数が減少している。今後の催事やイベントに関し
ても、以前と同様には開催できないことから、年末に向けた繁忙期
も、この状況は変わらない。

□

百貨店（店長） ・世間で言われているように、インフルエンザり患リスクも高い時
期となるため、状況が好転するとは思えない（東京都）。

□

百貨店（企画宣伝担当） ・消費の低迷が続いており、小売業において、新型コロナウイルス
の影響下での業況が大きく好転することは見込めない。

□

百貨店（副店長） ・新型コロナウイルスの感染状況、ワクチンの開発状況に大きく左
右される。東京発着のＧｏ　Ｔｏ　Ｔｒａｖｅｌキャンペーンが始
まるなど消費マインドの高まりを期待したいが、引き続き、アパレ
ルは厳しく、食品が好調というトレンドは変わらない（東京都）。

□

スーパー（販売担当） ・新型コロナウイルスの影響か、収入が減っている人がいるように
感じられる。食料品は最低限必要なので買い回っているが、衣料品
や住居関連商材を食品同様に買っていくことはなく、そこで少し節
約をしているようである（東京都）。

□

スーパー（経営者） ・食品スーパーだが、来客数減、単価アップという売上傾向は変わ
らない。新型コロナウイルス感染がまだ続きそうなので、しばらく
このままいくのではないか。

□

スーパー（店長） ・現状、Ｇｏ　Ｔｏキャンペーンの影響で人の動きが多くなってい
るが、新型コロナウイルスの感染者数が再び拡大するなかで、巣籠
り需要がまた発生する可能性があり、３か月後の景気は今と変わら
ずに推移していくのではないかとみている。感染者数に比例すると
思うので、注視しながら対策を取っていきたい（東京都）。

□

スーパー（店長） ・新型コロナウイルスの影響が長引いており、経済全体が不安定な
なかで、消費者には節約志向が根付いているので、同様の状況がし
ばらく続く（東京都）。

□
スーパー（店員） ・酒類やたばこは一時的に売上が落ちるが、内食需要は堅調のた

め、食品類の売行きに大きな変化はないとみている。

□

スーパー（総務担当） ・９月の４連休で多くの人が動いたが、それに付随して衣料品、住
まいの品の売上が伸びたということはなく、今後もその傾向は続い
ていく。特別定額給付金10万円の給付があったときには、食品に関
してもふだんより少々良い物を買っていたが、徐々に節約志向に
なっている。外食しない分だけ、当店で買って自宅で食事する人が
増える傾向にあるので、今の傾向がそのまま続いていく。

家計
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□

スーパー（営業担当） ・若干落ちてきてはいるが、内食化傾向はまだまだ続くとみてい
る。消費者の将来に対する不安感は払拭されていないものの、現状
が続く（東京都）。

□
コンビニ（経営者） ・今までと同じように、夜から朝に掛けての来客数が減少してい

る。

□
コンビニ（経営者） ・たばこ等の値上げの影響が一段落するまで判断できないが、客の

動向に大きな変化はない。

□

コンビニ（エリア担当） ・客足が戻る見込みが余りなく、今後冬に向かうにつれてインフル
エンザなどの流行も危惧されているため、改善の見込みが薄いので
はないか（東京都）。

□
衣料品専門店（店長） ・現状では新型コロナウイルス収束のめどが立っていない（東京

都）。

□
衣料品専門店（統括） ・テレワークや、いろいろな行事の縮小で需要が低下している状況

が一変することは、今のところ考えられない。

□
衣料品専門店（役員） ・新型コロナウイルスの感染防止のため、余り外出しないという中

高年の客が多く、衣料品への影響が大きい。

□
家電量販店（店長） ・新型コロナウイルスの影響による制限がある以上、ポジティブな

方向にはなりにくい。

□
乗用車販売店（経営者） ・自動車の整備は順調に入っているが、販売が余り芳しくない。来

客はあるが、なかなか契約に結び付かない。

□
乗用車販売店（経営者） ・売上はほぼ前年並みで、大きな変化はない。

□
乗用車販売店（営業担
当）

・新型車種で攻勢を掛けるが、高額車種のため、販売量的には不安
要素がある。

□

乗用車販売店（販売担
当）

・政府がＧｏ　Ｔｏ　Ｔｒａｖｅｌキャンペーンなどの施策を打っ
ているが、人の移動はまだ少なく、物も動いていないので、景気は
まだ良くならない。客からも集客が減っているとか、様々なイベン
トが金額的に減っているという話を聞いているので、今後数か月に
ついては景気は良くならない（東京都）。

□
乗用車販売店（渉外担
当）

・新型コロナウイルスの影響を慎重に見る傾向が依然としてあり、
従前の企業活動並びに消費行動に戻るとは思えない。

□

乗用車販売店（営業担
当）

・新政権が発足したが、変化や効果が表れるにはまだ時間が掛かる
と思うので、３か月先では特に変化はない（東京都）。

□

住関連専門店（営業担
当）

・新型コロナウイルスの影響や東京オリンピック開催への懸念な
ど、国内外共にマイナス要素が多いが、現状は大きな影響は出ては
おらず、判断が難しい。短期的、中期的な予測も難しい（東京
都）。

□

その他専門店［ドラッグ
ストア］（経営者）

・周りを見ても、何となく良くなるようには見えない。当店の販売
量にしてもそうだし、どうしても売上が伸びないので、なかなか難
しいのではないかと感じている。

□
その他専門店［貴金属］
（統括）

・安定した売上は確保できているものの、以前と同じ販売方法で
は、来客数は伸ばせない（東京都）。

□

その他専門店［ガソリン
スタンド］（団体役員）

・需要が増加する要因がなく、新型コロナウイルスの感染拡大がな
ければ、大きな変化はない（東京都）。

□

高級レストラン（経営
者）

・外食産業としては年末の団体利用がないものと想定し、少人数に
特化した販促をしている。ただし、少人数だと利益率が悪く、売上
は伸びない。

□
高級レストラン（営業担
当）

・新型コロナウイルス感染者数の推移等に左右されるため、楽観視
はできない（東京都）。

□

高級レストラン（仕入担
当）

・２～３か月先に新型コロナウイルスの影響を受けている現状が回
復するとは思えず、法人利用等が増えない限り、厳しい状況が続く
（東京都）。

□

一般レストラン（経営
者）

・本来なら２～３か月先は暮れが控えているので、かなり売上も伸
びる時期だが、新型コロナウイルスの影響で大分売上が減ってお
り、仮に少し良くなったとしても、今とほとんど変わらない状態が
続く。そのため、２～３か月先の景気も変わらない。

□

一般レストラン（経営
者）

・新型コロナウイルスの収束後も、リモートワークは残すとの客の
話から、今後オフィス縮小の動きが活発化する（東京都）。
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□

一般レストラン（経営
者）

・３か月後も今と変わらない気がするが、Ｇｏ　Ｔｏ　Ｅａｔが10
月から始まるので、それに伴い多少は動きが出てくるのではない
か。ただし、９月の４連休後の新型コロナウイルスの感染者数が心
配である。前回もそうだが、少し客が戻ってきたと思ったら、また
感染者数が増えて自粛ムードになるという繰り返しのような気もす
るので、何とも言えない。

□

一般レストラン（経営
者）

・新型コロナウイルスの影響はまだしばらく続くと思われるので、
厳しい状況は変わらない。８月末に追加のコロナ融資を受けたの
で、これからの１年ほどはどうにか持ちこたえられると思うが、返
済が始まるので、どうなるか分からない（東京都）。

□

一般レストラン（経営
者）

・今月末頃から12月までは３分の２くらい予約が入っているのだ
が、ぽつぽつとキャンセルが出始めている。12月は宴会シーズンで
フリー客が少ないので、宴会がキャンセルになると、今よりも悪化
する可能性が高くなる。宴会が中止になった客がフリーで来店する
ことも若干は期待できるが、何分初めてのことなので、予想が立た
ない。総体的にはやや悪くなるような気がする（東京都）。

□

一般レストラン（経営
者）

・来月からＧｏ　Ｔｏキャンペーンで東京にも人が集まってくると
思うが、この２～３か月先は全く読めない。暮れの忘年会の予約も
入るかどうか心配である。Ｇｏ　Ｔｏ　Ｅａｔもどうなるのか、全
く予想がつかない（東京都）。

□

都市型ホテル（スタッ
フ）

・徐々に売上が上がるようにはなってきているが、やはり平日の動
きが鈍く、先々の予約は皆無である。まだまだ新型コロナウイルス
の感染拡大が収まらず、現状からの大幅な景気回復は見込めない。

□
旅行代理店（従業員） ・新型コロナウイルスの影響により、それほど伸長するとは思えな

い（東京都）。

□
旅行代理店（従業員） ・秋の繁忙期に入ったにもかかわらず、学校以外の団体旅行が皆無

のため、壊滅的状況に変わりはない。

□
旅行代理店（従業員） ・Ｇｏ　Ｔｏ　Ｔｒａｖｅｌキャンペーンの東京都除外がなくなる

（東京都）。

□

タクシー運転手 ・新型コロナウイルスの影響がまだ尾を引いており、皆かなり不安
な状態で生活しているのが目に見えて分かる。やはり収束しない
と、我々の仕事も今の悪いまま進むしかないのかという残念な気持
ちでいっぱいである。

□

通信会社（経営者） ・新型コロナウイルスの感染拡大は、峠を越えて下げ止まりの状態
にあるが、インフルエンザと同時期に拡大する第３波への懸念が残
る。感染防止に気を配りながら営業を継続するするため、営業手法
に変化が出ており、しばらくは現状維持と考える（東京都）。

□

通信会社（社員） ・新型コロナウイルス収束のめどが立っておらず、今後も継続する
と想定している。Ｗｅｂ申込みの強化や、余った工数を有効活用す
るための業務最適化を進めている（東京都）。

□
通信会社（営業担当） ・有料テレビサービスやインターネットの需要はこれから大きく伸

びる要素はなく、横ばいを維持する。

□

通信会社（局長） ・都内の繁華街の新型コロナウイルス感染状況が低減するまで、し
ばらくは今の感染者が多いイメージは続くと思われるため、実績が
上昇することはない（東京都）。

□ 通信会社（営業担当） ・良くなると思える材料がない。

□

通信会社（管理担当） ・新型コロナウイルスの治療薬、予防ワクチンができないと、根本
的な景気回復にはつながらない。また、政府が支援策としていろい
ろな助成金、補助金を出して一時しのぎをしているが、ゆくゆくは
税金に跳ね返ってくることが想定されるので、経済活動も伸びない
（東京都）。

□

通信会社（営業担当） ・新型コロナウイルスの収束の兆しが見えたら、大きな手を打って
くる企業が出てくるとみているが、２～３か月での収束は見込めな
いので、当面この状況が続く（東京都）。

□
通信会社（経理担当） ・客単価が、毎月10円未満ではあるものの下がり続けており、下げ

止まる根拠が見当たらない。

□
パチンコ店（経営者） ・新型コロナウイルス感染の勢いは沈静化せず、景気の先行き不

安、雇用機会の先細り等で、今の状況が続く。
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□

競輪場（職員） ・今年は、新型コロナウイルス感染対策を行いながら、売上２割減
の想定で動くという判断になった。余り客が集まっても、かえって
密だと不安視されてしまうし、座席などのキャパシティは限られる
ため、どのように現状を維持し続けるかに力を入れることにする。

□

その他レジャー施設［ボ
ウリング場］（支配人）

・新型コロナウイルスの新規感染者数が一定のレベルで推移すると
推測され、いわゆるニューノーマルな生活環境下においては、特に
団体予約での来場が見込めない（東京都）。

□

その他レジャー施設［ボ
ウリング場］（営業担
当）

・９月の４連休で羽目を外した人が多かったようで、新幹線や飛行
機等も混雑しており、一時的に減った新型コロナウイルスの新規感
染者数が今後また増えてくると予想される（東京都）。

□

その他サービス［福祉輸
送］（経営者）

・９月下旬の都内の新型コロナウイルスの新規感染者数は、やや減
少する様相を見せたものの、高水準で推移している。これから感染
状況が改善するのか、あるいは第２波、第３波等により更に冷え込
むのか、先が読めない。商業活動や生産活動を抑えていたところが
相当疲弊しているので、事業の存続を断念するところも多くなるの
ではと、非常に不安を持っている（東京都）。

□
その他サービス［立体駐
車場］（経営者）

・新型コロナウイルスが終わるまで、悪いまま変わらない。

□
その他サービス［保険代
理店］（経営者）

・新型コロナウイルスの影響があっても、販売量や顧客数はこのま
ま維持できる。

□
設計事務所（経営者） ・今のところプロジェクトの数が増える予定がないので、変わらな

い。

□

設計事務所（経営者） ・新型コロナウイルス収束の展望が一向に見えてこない。建築関連
は民間の設備投資意欲が回復しない限りは期待できず、官庁頼みの
状況は変わらない。

□

設計事務所（所長） ・コンサルタント的な相談は入ってくるが、客の方で工事費用等の
見込みが立たず、また、客自身の仕事の見通しもつかないため、二
の足を踏んでおり、前へ進むような気配がない（東京都）。

□

設計事務所（職員） ・新型コロナウイルス感染の再燃は間違いなくある。ワクチンや治
療薬が確立されない限り、感染防止対策による景気後退感は継続す
ると思うが、それが普通と感じるようなレベル感かと想像している
（東京都）。

□

住宅販売会社（経営者） ・新型コロナウイルスの影響がなくならないと景気が良くなるとは
思えない。このようなときこそ、住宅の売行きが良くなる対策が必
要である。住宅は経済波及効果が非常に大きいので、何かしらの対
策を期待している。

□

住宅販売会社（従業員） ・新型コロナウイルスの影響も次第になくなってきており、オンラ
イン商談も増えてきている。例年、年末に近づくと客の動きが活発
になるので、やや良い状態のままで推移するとみている。また、当
社が同業他社を傘下に収めるというニュースで、勢いがある会社だ
と受け止めてもらえているようで、問合せが増えているように感じ
ている。

□

その他住宅［住宅資材］
（営業）

・年末に向けて一定の受注は確保できる見込みではあるが、厳しい
状況に変わりはなく、安定的な景気回復には時間が掛かる（東京
都）。

▲
商店街（代表者） ・新型コロナウイルスの影響で、徐々に会社関係や個人の消費に引

締めが感じられる。

▲
一般小売店［米穀］（経
営者）

・冬場に向けて、今後景気が悪くなる見通しである上、お金を使わ
ない、お金を大事にする傾向が強まる（東京都）。

▲

百貨店（販売促進担当） ・テレワークや、会食を控えて家で過ごす生活が定着してきたこと
により、食品部門は回復基調にあるが、外出が減り使用機会が減っ
てしまったファッション関連は、回復には程遠い状況が続く（東京
都）。

▲

百貨店（販売促進担当） ・現時点で我慢をしている企業も、長引く苦戦に耐え切れなくなる
と予想される。既に幾つかの企業から撤退等の案件が浮上してお
り、今後を楽観視できる状況にない（東京都）。

▲

スーパー（経営者） ・今までは外食よりも内食の比率が高まっており良かったのだが、
今月に入ってからは少しずつその比率が低下してきている。基本的
な流れは変わらないのだが、節約志向が出てきたのか、やや悪く
なってきている。今後もまだしばらくこの状況が続く。
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▲

スーパー（仕入担当） ・今年は帰省のないお盆だったようで、手土産の売上が激減した。
年末年始も、帰省したり大勢では集まらず、家族で過ごすことにな
りそうである。

▲

スーパー（ネット宅配担
当）

・景気の悪化は避けられない。また、Ｇｏ　Ｔｏ　Ｅａｔキャン
ペーンで外食の消費が増えることなどを考えると、スーパーなどは
今より厳しくなりそうである。

▲ コンビニ（経営者） ・売上が少しずつ落ちてきている（東京都）。

▲
コンビニ（経営者） ・たばこの値上がり前の買いだめが今月で終わるので、10月以降は

また大きく落ちる。

▲

衣料品専門店（経営者） ・政府が経済活動にかじを切ったというものの、この７か月間のあ
らゆる社会現象の変化に鑑みると、衣食住全ての消費が新型コロナ
ウイルス以前に戻るとか、購買活動がより活発になるとは考えられ
ない。新しい商売を考えるときなのかもしれない。

▲

衣料品専門店（営業担
当）

・アパレルメーカーの新商品が少なく、売れない、買わない状況は
続くだろう。飲食業ばかり取り上げられているが、小売業そのもの
が大変厳しい時代で、先がまるで見えない。

▲

家電量販店（経営企画担
当）

・新型コロナウイルス感染者数の増加ペースの減速、治療薬、医療
体制の充実などによる安心感を消費者が持てないと、消費の向上は
望めないため、厳しい局面が続く（東京都）。

▲
乗用車販売店（総務担
当）

・買い控え、車検需要の低下により、景気が鈍化すると予想してい
る。

▲
住関連専門店（統括） ・まだまだ新型コロナウイルスの影響が続いているので、しばらく

景気回復は見込めないのではないか。

▲
その他専門店［ドラッグ
ストア］（経営者）

・新型コロナウイルスの影響下での年末年始は、通常とは違い、出
費を抑える傾向になるのではないか。

▲

都市型ホテル（スタッ
フ）

・Ｇｏ　Ｔｏ　Ｔｒａｖｅｌキャンペーンの効果で稼働自体は戻っ
てきているが、単価がまだまだ低く、先行きが不安である（東京
都）。

▲

タクシー運転手 ・このところ人の動きや車の通行量は元に戻ってきているように感
じるが、肝心のタクシーの利用客は減っている。会社がテレワーク
に移行して経費削減に努めていることや、夜の飲食を早い時間まで
しかしないため、深夜にタクシーに乗って帰る人も少なくなってい
る（東京都）。

▲

タクシー（経営者） ・東京都の新型コロナウイルス感染者数に反比例して、上がったり
下がったりしている。第３波の足音が近づいているので、これから
売上は下がる。

▲ 通信会社（管理担当） ・滞留債権、つまり利用料の未払が増加している。

▲ 美容室（経営者） ・早く新型コロナウイルスが収束してほしい。

▲

その他サービス［学習
塾］（経営者）

・公共交通機関が混んできて、公共交通機関を使っての塾通いは新
型コロナウイルスに感染する可能性があるということで辞める生徒
も出ている。景気が良くなっているとは思えない。

▲
設計事務所（所長） ・新型コロナウイルスの影響で、公共の予算が感染対策に取られて

いるため、建設業界は非常に厳しい。

▲
住宅販売会社（従業員） ・受注量の減少は如何ともし難く、売上、利益の減少は間違いな

い。

▲

その他住宅［住宅管理・
リフォーム］（経営者）

・新型コロナウイルスの影響で相手方となかなか会えない上に、私
どもの仕事は決まるまでに数か月掛かることがある。そのことを考
えると、今後は大変厳しくなる。

×
一般小売店［食料雑貨］
（経営者）

・年末に向かっても消費の自粛は改善されない。

×

一般小売店［印章］（経
営者）

・テレビ等ではんこ不要論が取りざたされているため、今作っても
必要なくなるんじゃないかと考えてしまう客が大多数かと思われ
る。国がどのように判断し、どの程度のところで線引きをするか、
我々も真剣に耳を傾けなければいけない。

×

一般小売店［生花］（店
員）

・今月はお彼岸があり、例年どおりの売上だったので、明るい兆し
が少し見えてきている。ただし、そうした行事の後は、花の需要が
がっくりと落ちるので、売上の増加は見込めない。お祝いのお花も
まだほとんど出ない状態なので、なかなか厳しい（東京都）。

家計
動向
関連

(南関東)
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×

百貨店（広報担当） ・新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行により、第３波
が到来する可能性が高い。ボーナスもカットする企業が増えるな
か、景気が良くなる兆しは一向に見えない（東京都）。

×

衣料品専門店（店長） ・冬の到来に合わせて、新型コロナウイルス感染の第３波が予想さ
れている。前回のような行き過ぎた自粛ではないと思うが、営業形
態の変更や行動制限は出るものと予想される。

×
家電量販店（店長） ・各企業が冬のボーナスをどれだけ支給できるかが、年末年始商戦

に影響する（東京都）。

×

その他小売［ショッピン
グセンター］（統括）

・新型コロナウイルスの感染リスクが高まる季節が迫り、経済活動
が停滞することを危惧している。ここで、特別定額給付金等、購買
マインドを高める政策を期待したい（東京都）。

×
その他小売［生鮮魚介卸
売］（営業）

・今年の年末は忘年会などのイベントも自粛となり、期待できない
（東京都）。

×

一般レストラン（経営
者）

・新型コロナウイルスの影響で３月の歓送迎会が消えたのと同様
に、このままいくと年末の忘年会も少なくなる気がする。そうなる
と、飲食業としては売上が立たない。Ｇｏ　Ｔｏ　Ｅａｔキャン
ペーンで客が来るのだろうか。

×
旅行代理店（経営者） ・新型コロナウイルスが収束しない限り、なかなか景気は上向きに

ならない。

×

タクシー運転手 ・全く先が見えなくなってきている。タクシーの利用が確実に減っ
てきている。利用回数が今までよりも少ないため、短距離の客ばか
り続くと、売上が立たない。この状況はまだまだ続く。

×

ゴルフ場（従業員） ・新型コロナウイルス感染症が拡大するなかでも、経済の立て直し
は必要ということで、Ｇｏ　Ｔｏキャンペーンなどが感染防止対策
に逆行して行われている。国はお金を放出するばかりだが、今後、
国、最終的には個人が貧困に陥るのではないかと懸念される。

×
ゴルフ場（経理担当） ・インフルエンザの流行期と新型コロナウイルスの感染拡大の複合

的影響が懸念され、見通しが立たない。

×

その他サービス［フィッ
トネスクラブ］（マネー
ジャー）

・新型コロナウイルスの影響がある（東京都）。

◎ － －

○
出版・印刷・同関連産業
（経営者）

・当社特有の繁忙期に入るので、受注量は増えると見込んでいる
（東京都）。

○

出版・印刷・同関連産業
（営業担当）

・当店は外売りと店受けがあるが、店の客は少なく、個人の実印注
文の客などは下降傾向である。法人については、今月は税理士事務
所の合併によるゴム印の特需があった。税理士は縮小傾向なのかも
しれないが、当店としては特需で法人関係がやや上向きと感じてい
る。会社の設立印の注文も３件あり、うち１本は近隣だが、残りは
青森や大分の客で、インターネット通販での受注である（東京
都）。

○

精密機械器具製造業（経
営者）

・当社は受注生産型の部品加工メーカーだが、底であった前月とは
逆に来月はＢＣＰの積み増しがあり、前年平均と比べてマイナス
10％程度である。再来月は前年比マイナス20～30％の推移になると
の内示情報を受けている。

○
その他製造業［化粧品］
（営業担当）

・春に停滞したサロンの出店ペースが、秋冬に戻りつつある（東京
都）。

○ 建設業（従業員） ・得意先からの見積依頼が多くなってきている。

○

金融業（役員） ・不動産業は、今後も在宅勤務ができる間取り確保のための一戸建
てニーズ復調による動きがある。建設関連は、新型コロナウイルス
対策に特化したインフラ整備の受注が年末に向けて活況となる。
卸、小売業は業況に下げ止まりの動きがあるが、インバウンド集客
の見込みに不安感がある。

○
広告代理店（営業担当） ・東京オリンピックの開催可否によりけりだと思うが、やや良くな

ると願いたい（東京都）。

○
その他サービス業［警
備］（経営者）

・現状が続けば、これから受注は改善されると予測している。

○

その他サービス業［ビル
メンテナンス］（経営
者）

・東京の最低賃金が据え置かれたため、新規物件を受託すれば、そ
の分収支改善につながる（東京都）。

家計
動向
関連

(南関東)

企業
動向
関連

(南関東)
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○

その他サービス業［情報
サービス］（従業員）

・このまま新型コロナウイルスが収束に向かうことを期待して、良
い状況が継続すると想定している。

○
その他サービス業［ソフ
ト開発］（従業員）

・客より停止依頼があったシステム開発が、再開されてきている。

□
食料品製造業（経営者） ・秋からのイベントが中止になり、まだ厳しい状態が続きそうであ

る。

□
出版・印刷・同関連産業
（所長）

・来期予算に向けた動きは来ているが、直近の動きは鈍い。年内は
このままでいくのではないか。

□ 化学工業（従業員） ・良くなると予測できる要因が見当たらない。

□
化学工業（総務担当） ・新型コロナウイルスの感染状況次第だが、景気回復策が功を奏

し、年末商戦が活発化することを期待している。

□
プラスチック製品製造業
（経営者）

・新型コロナウイルスの影響で、全体的に落ち込んだものが良くな
る要素は少ない。しばらくはこの状態が続く。

□

プラスチック製品製造業
（経営者）

・医療用容器、化粧品容器共にクライアントから新型コロナウイル
ス以前の生産に戻す相談等、回復の兆しもうかがえるが、まだ結果
につながるか分からない。

□

金属製品製造業（経営
者）

・新内閣の経済対策による景気浮揚に期待したいが、新型コロナウ
イルスの影響は根深く、下請製造業の当社に行き渡るまでには時間
が掛かりそうである。

□

金属製品製造業（経営
者）

・当社は今のところ７～８月が受注量の底のようで、９月以降は少
し持ち直しの傾向になっている。受注量持ち直しの根本的な理由が
分からず、徐々に回復するのか、絞り過ぎたので一時的に戻したた
めなのかは分からない。

□
一般機械器具製造業（経
営者）

・取引先の話によると、年内どころではなく、良くはならないとい
うことである。

□

電気機械器具製造業（経
営者）

・人の交流が活発にならないと、先の受注見込みが立たない。当分
は新型コロナウイルスの感染状況を注視することになりそうである
（東京都）。

□

輸送業（経営者） ・年末に向け、取扱量の増加に期待したいところではあるが、可能
性としては低く、現況のまま推移していくものとみている（東京
都）。

□ 輸送業（経営者） ・企業向けの配送がこのまま落ち着いてくる（東京都）。

□
輸送業（総務担当） ・荷主の国内出荷量が低迷していること、輸出がないことから、今

後も現状が続く。

□
通信業（広報担当） ・当面はＷｉｔｈコロナで、現状の底ばい状態が続く見込みである

（東京都）。

□

金融業（従業員） ・新型コロナウイルスの影響による消費縮小で、地域全体の景況感
が悪い。一方で、生活様式が変化し、在宅時間が長くなったこと
で、パンや生鮮食品、書籍など、一部で需要が高まる取引先もある
（東京都）。

□
金融業（従業員） ・新型コロナウイルスの感染者数が高めで推移しているため、どう

しても経済活動が制限されてしまう。

□

金融業（総務担当） ・今後新型コロナウイルスが収束するかはまだ分からないので、ど
ちらともいえない。Ｇｏ　Ｔｏキャンペーンでどこまで関連業種が
潤うかにもよるが、飲食業、観光関連はまだ厳しい状況が続く（東
京都）。

□

不動産業（総務担当） ・新型コロナウイルスが収束に向かったとしても、テレワークはあ
る程度定着するので、以前の状態にはすぐには戻らない。飲食店テ
ナントは引き続き厳しい状況が続く。オフィステナントの中には、
在宅勤務社員の増加に伴い、オフィスの一部解約の動きを見せてい
るところもある（東京都）。

□
広告代理店（従業員） ・イベントの入場者数制限等は多少緩和されてきているが、年度内

のイベント事業は早々と中止が決定している。

□

税理士 ・米国の大統領選挙の結果によって、日本への影響も全く変わって
くる。現大統領が再選されれば変わらないかもしれないが、対立候
補が選出されたら日本に対してどのような対応をしてくるのか分か
らない。新型コロナウイルスの感染状況も、このままいけば１～２
年は変わらないようなので、先行きは変わらない（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 ・当分、経済状態は最悪のまま推移すると想定される（東京都）。

□
その他サービス業［廃棄
物処理］（経営者）

・取引先工場等も稼働率を上げる努力をしているようだが、売上減
の状態はまだ続くものと予想される。

企業
動向
関連

(南関東)
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□

その他サービス業［映像
制作］（経営者）

・新型コロナウイルス感染の第３波が来るのか、ワクチンができる
のか、どちらの方向に動くのか分からない状況で、年末までに完全
に収束するとは思えない（東京都）。

▲
出版・印刷・同関連産業
（経営者）

・メインの取引先から、この先の月々の売上を今までの平均の50～
60％に抑えてくれと言われている。

▲

出版・印刷・同関連産業
（営業担当）

・ターミナル駅地下街の飲食店には多少客が増えてきたように感じ
るが、午後８時を過ぎると歩く人も少なくなる。来客数が少ないと
いう理由で、営業時間を午後９時までとする店が多い（東京都）。

▲
金属製品製造業（経営
者）

・国内の仕事が出てきているが、単価が安いので、利益につながら
ない。食いつなぐのに精一杯である。

▲
建設業（営業担当） ・新型コロナウイルスが収束していない状況が続き、現状より更に

設備投資額が減少する。

▲
金融業（支店長） ・これから冬を迎えるなかで、新型コロナウイルス感染の拡大を懸

念する声もあり、まだまだ景気回復には程遠い。

▲

不動産業（経営者） ・売買、賃貸共に前年より減少している。居酒屋が２店舗解約に
なった。とにかく新型コロナウイルス収束を念じるのみである（東
京都）。

▲ 経営コンサルタント ・新型コロナウイルスの影響が今後も継続する。

×
建設業（経営者） ・新型コロナウイルスが収束するまで、なかなか景気は上向かな

い。

× 建設業（経営者） ・新型コロナウイルス後の社会が不安定である。

×

建設業（経営者） ・同業者も同じように受注がなく、民間より公共工事を取りに行き
たいが、案件がないので困っている。国土強靭化も今年で終わりに
なるが、是非延長してほしい。

×

税理士 ・持続化給付金などの手当てが尽きて、自助努力で経営をしなけれ
ばならないが、相手がウイルスなので業種によっては打つ手がな
い。これから冬にかけて新型コロナウイルスの感染がどれだけ広が
るかが、今後の景気に重大な影響をもたらす。

×
その他サービス業［ソフ
ト開発］（経営者）

・作業効率の悪化により受注量及び利益が減少する（東京都）。

◎
人材派遣会社（営業担
当）

・下期に向けて、求人数、求職者数が伸展している（東京都）。

○

人材派遣会社（社員） ・新型コロナウイルスの影響があるなかでの生活様式、ビジネスス
タイルの変化に世の中が慣れ始めている。新規感染者数が減少して
きており、先行き不安が和らいできている。

○

新聞社［求人広告］（担
当者）

・12月、年明け１月の予定は結構もらっているが、確定ではないた
め、どうなるか分からない。業種も限られている。今は求人広告を
出さなくても、職安から来る人も多いので、何とか予定どおりに実
行されることを祈っている。

○
民間職業紹介機関（経営
者）

・Ｇｏ　Ｔｏキャンペーン効果か、旅館、飲食関連の客足が増えつ
つあり、採用も下げ止まっている（東京都）。

□

人材派遣会社（社員） ・派遣契約の解約、仕様変更等による効率化が進み、業界全体とし
ては縮小傾向に向かうと思われるが、個々の事例から見ると、同業
他社からの切替えなどが進み、今後更に競争が激化するのではない
か。対応次第では、大きく伸びる、又は減少する可能性がある（東
京都）。

□
人材派遣会社（社員） ・取引先企業へのヒアリングでも、年内の需要回復は厳しいとの見

方が多い。

□

人材派遣会社（社員） ・雇用調整助成金の給付期間延長により、クライアントの雇用調整
は緩やかになっているものの、業績悪化による派遣契約終了は続い
ている。最悪期は脱したが、派遣の新規受注状況も芳しくないた
め、当面厳しい状況が継続することが予想される（東京都）。

□

人材派遣会社（営業担
当）

・例年、秋以降は派遣求人及び求職者数の増加が見込まれるが、今
年は新型コロナウイルスの影響か、例年ほど求人が増えそうにない
（東京都）。

□

人材派遣会社（営業担
当）

・期間限定の案件は増加する傾向にあるが、一定期間で終わるた
め、結果として状況は変わらず推移していくと考えている。

□
求人情報誌制作会社（営
業）

・悪い状態で安定してきたように感じられる。今月と比較すると良
くも悪くもない状態が今後も続く。

□
求人情報誌製作会社（広
報担当）

・新型コロナウイルスの影響が長引くことにより、かなり長期的に
景気に影響するのではないか（東京都）。

企業
動向
関連

(南関東)

雇用
関連

(南関東)
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□ 職業安定所（職員） ・新型コロナウイルスの影響がまだ続く。

□

職業安定所（職員） ・新型コロナウイルスの影響により、依然として求人を控えている
事業所が多く、求人数は前年比で引き続き減少となっている。

□
民間職業紹介機関（経営
者）

・経済状況はしばらく悪いままで変わらない（東京都）。

□

学校［大学］（就職担
当）

・現在のところ変化する要素はないが、新型コロナウイルスの感染
拡大状況によっては変動する可能性がある（東京都）。

▲ 人材派遣会社（社員） ・新型コロナウイルスの影響は年単位で続く（東京都）。

▲

人材派遣会社（支店長） ・新型コロナウイルスの影響から、今年度の業績を見据えた派遣契
約の短期化が増えてきている。事業見直しに伴う社員異動と合わせ
て全体的な雇用調整を進める企業が目立つ（東京都）。

▲

職業安定所（職員） ・当面は新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響は避け
られず、求人倍率の低下と就職者数の減少からみて、景気が好転す
る状況にはないものとみている。

▲

民間職業紹介機関（経営
者）

・新型コロナウイルスの影響で、新卒採用マーケットはほぼ全ての
プロセスでオンライン化が進み、企業の採用経費は逆に効率化が進
んでいる。市場規模は縮小するばかりである（東京都）。

×

人材派遣会社（社員） ・受注件数の低下をきっかけに、市場に人材が余り始めている。１
件の求人への申込み倍率が跳ね上がっており、社内外で競合が発生
している（東京都）。

×
人材派遣会社（営業担
当）

・製造業の下降傾向は変わらず、現時点において、まだ底を打った
ようには見えない（東京都）。

×
求人情報製作会社（営
業）

・回復まではこの先２～３年は掛かるのではないか（東京都）。

×
求人情報誌製作会社（所
長）

・まだ仕事が増えないとクライアントから言われている。

雇用
関連

(南関東)


