
1/12　景気ウォッチャー調査（令和３年３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

◎

一般レストラン（経営
者）

・新型コロナウイルスの感染者数次第ではあるが、東京オリンピッ
クもあり、今よりは多少は良くなってくるのではないかと期待して
いる。

◎

その他飲食［給食・レス
トラン］（役員）

・取引先の新型コロナウイルスへの対応策も定着してきていること
から、社員食堂は前年を超えてくるものと予想される。新型コロナ
ウイルス以前までは戻らないにしても、売上が安定すれば人件費も
含め、経費削減対応を行いやすくなる（東京都）。

◎

都市型ホテル（スタッ
フ）

・緊急事態宣言の解除、Ｇｏ　Ｔｏ　Ｔｒａｖｅｌキャンペーン再
開、東京オリンピック開催を見込んで、当然復調すると考えてい
る。

◎

旅行代理店（販売促進担
当）

・４月から新年度を迎える。また、新型コロナウイルスの感染状況
にもよるが、６月からはＧｏ　Ｔｏ　Ｔｒａｖｅｌキャンペーンの
再開なども予定されている。新年度に入り、一般は難しいかもしれ
ないが、ゴールデンウィーク等があり、個人客が少し動き出すと思
うので、今月よりは間違いなく良くなる（東京都）。

◎
観光名所（職員） ・２～３か月後はゴールデンウィークや繁忙期になるので、今月よ

りは良くなる（東京都）。

○
一般小売店［傘］（店
長）

・緊急事態宣言が解除されて閉塞感がなくなると、外出や購買意欲
が増すため、来客数も増えるのではないか。

○

百貨店（販売促進担当） ・新型コロナウイルスワクチンの接種も始まり、今以上に安心、安
全が高まるであろうなかでの消費活動に期待している（東京都）。

○
百貨店（販売促進担当） ・ワクチン接種により新型コロナウイルスの影響が軽減することを

期待したい（東京都）。

○

百貨店（販売促進担当） ・新型コロナウイルス禍での消費者の活動は、寒冷期よりは温暖期
の方が活発化することが想定される。企業側もウィズコロナ２年目
としてマーケットニーズに対応していければ、現状より改善が見込
める（東京都）。

○

百貨店（経営企画担当） ・緊急事態宣言解除前より徐々に人出が多くなってきている。飲食
関係も営業時間の延長により回復の見込みが出てきている。外出を
理由に春夏物の動きも出てくるとみている。一方で、家中需要の伸
びが鈍化することにより、全体としては徐々に回復といったところ
で、一気に前年と同レベルに戻ることはないと予想している（東京
都）。

○

百貨店（店長） ・新型コロナウイルスワクチン接種の進展等により多少落ち着きを
取り戻すのではないか。ただし、前々年並みまでの回復は厳しいと
予測している。

○

百貨店（財務担当） ・新型コロナウイルスの感染再拡大や、緊急事態宣言の再発出があ
れば状況は変わるが、緊急事態宣言解除後の直近の販売量推移か
ら、今後も引き続き緩やかに回復すると想定している。東京オリン
ピック開催も回復の下支えとなる。一方、免税販売量は、今後も低
位の推移と想定される（東京都）。

○

スーパー（販売担当） ・緊急事態宣言が解除され、店の営業時間もまた元に戻る。そうし
たことから、来客数や買上額が増え、今よりは状況が良くなる（東
京都）。

○ スーパー（総務担当） ・外出、会食などお金を使う機会が増える。

○

コンビニ（経営者） ・ちょうど新型コロナウイルス感染症が発生して１年が経過した。
１年前は緊急事態宣言の影響で売上、単価共に上昇したが、１年後
の現在は前年比では当然下降気味である。

○
コンビニ（経営者） ・緊急事態宣言が解除されたため、来客数が増加することを期待し

ている。

○

コンビニ（経営者） ・新型コロナウイルスの感染者数にもよるが、今の推移で少しずつ
減っていってくれれば、人の動きももっと活発になり、時短要請も
少しずつ緩和され、景気は良くなる。また、東京オリンピックが開
催されれば、全体的にも良くなっていく。特に、ショッピングセン
ターや駅前立地の店舗は良くなっていくと予想している。

○

コンビニ（エリア担当） ・新型コロナウイルスの感染状況に左右されるとは思うが、週末等
の人出が増えることで、販売量や来客数の戻りが期待できる（東京
都）。
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○

衣料品専門店（店長） ・新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が解除され、
人の動きが活発化すると期待するが、感染状況次第では再発出の不
安も拭えない。

○

衣料品専門店（店長） ・今後新型コロナウイルスのワクチンが普及することにより、各種
イベントも徐々に増え始め、晴れ着や浴衣等を着用する機会が増え
てくることが見込まれる（東京都）。

○
衣料品専門店（役員） ・緊急事態宣言が解除され、どのくらい客足が戻ってくるかに掛

かっている。

○ 家電量販店（店員） ・緊急事態宣言が解除されたため、やや良くなる。

○

家電量販店（経営企画担
当）

・前年同時期の状況からは改善するものと期待している。東京オリ
ンピックについて、海外から客の受入れをしないという点では正直
なところネガティブだが、安全安心の醸成と首都圏の交通規制によ
る営業面の影響は最小限になるという期待もある（東京都）。

○

その他専門店［雑貨］
（営業担当）

・１回目の緊急事態宣言が解除されてから、来客数が次第に増加し
ていったように、今回も３月22日以降、明らかに売上が増加傾向に
ある。リバウンドによる新型コロナウイルス感染第４波がなけれ
ば、東京オリンピックに向けて緩やかに回復していく（東京都）。

○

一般レストラン（経営
者）

・新型コロナウイルス以前は客足が微増傾向にあったので、底を打
てばプラスに転じるとみている。しかし、新型コロナウイルスの影
響で近隣オフィスが減少傾向にあるので、営業形態が大きく変わる
と思われる（東京都）。

○

一般レストラン（経営
者）

・緊急事態宣言が解除され、少し良い方向に向かっている。新型コ
ロナウイルスのワクチン接種が進み、緊急事態宣言が再び出されな
ければの話である。もし再発出されたり、飲食店への厳しい制約が
あると、大変厳しくなる（東京都）。

○

一般レストラン（経営
者）

・飲み会の席ではしゃいでいる客などを見ると、東京都では新型コ
ロナウイルスの感染者数が減っていないので、また緊急事態宣言が
発出されるのではないかと心配である。この先の景気がどうなるか
は、やはり感染者数次第である（東京都）。

○

一般レストラン（経営
者）

・飽くまでも新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が
再発出されない場合、やや良くなるという希望的観測であり、もし
再発出された場合には、また景気が悪くなる。現状、我々飲食業及
び食材輸入卸業は、新型コロナウイルス感染拡大の波と同調した動
きをしている。

○

一般レストラン（経営
者）

・新型コロナウイルスの感染再拡大の懸念もあるが、ゴールデン
ウィークや夏休み、秋の行楽シーズンと、12月頃まではこのまま経
済活動も少しずつ上がっていく。ワクチン接種が早く実施されるよ
うになれば、経済の回復もその分早まる（東京都）。

○

都市型ホテル（経営者） ・このまま新型コロナウイルスの感染者数が減少していき、収束が
見え、ワクチン接種等が始まり、東京オリンピックが予定どおり開
催できれば、今よりは良くなる。ただし、先行きは非常に不透明
で、変異株の問題やワクチン接種の遅れ等、まだまだ不安材料があ
り、これからどうなるのか予断を許さない状況である。ホテル業界
としても心配をしており、不安が募るばかりである。

○

都市型ホテル（スタッ
フ）

・春休みに入り、緊急事態宣言の解除にも伴って、人出は増えてき
ている。ランチのみだが、一部のレストランでは満席の日も出てき
ており、徐々に客が戻ってきている。気候が良くなり、外出が増え
てくれば、宿泊、レストランは例年の半分程度まで回復するとみて
いる。新型コロナウイルスの感染状況にもよるが、やや良い方向へ
向かう。

○

都市型ホテル（スタッ
フ）

・新型コロナウイルスの感染状況次第ではあるが、緊急事態宣言が
解除され、行楽シーズンにもなるので、やや良くなる（東京都）。

○

タクシー運転手 ・４月から新型コロナウイルスワクチンの接種が始まりそうなの
で、感染の様相が変わると思われる。また、花見気分も抑えきれな
いと思うので、人出が多少はあるとみて、景気は少し良くなる（東
京都）。

○

タクシー運転手 ・新型コロナウイルスの感染者数が減らない限り、忙しくなる気配
はない。ワクチン接種が始まり、その後どうなるかという期待を込
めて、多少良くなる（東京都）。
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○

タクシー運転手 ・ただただ新型コロナウイルスワクチンの普及に希望を込めて回答
したが、現時点ではとても希望を持てるような状態ではない（東京
都）。

○
通信会社（経営者） ・いずれ新型コロナウイルスも収束する。そうすれば、気分が明る

くなる（東京都）。

○

通信会社（社員） ・仕事のやり方がリモート、オンラインなど従来と変化している傾
向にあるが、変化できないこともあり、状況は複雑である。習い事
などは新型コロナウイルス以前の状況に戻るのではないか（東京
都）。

○

通信会社（局長） ・新型コロナウイルス感染第４波が起こらないという前提で考える
と、今よりは営業機会が増え、客の心理も和らいでくる。繁忙期の
期ずれも考慮し、当社サービス加入数が上向く（東京都）。

○
ゴルフ場（経営者） ・緊急事態宣言が解除され、開放的な感覚になる人が増える。

○

その他レジャー施設［総
合］（広報担当）

・制限付きながら催事開催が増える予定なので、来場者数も現在よ
りは増加する。ただし、新型コロナウイルス感染者数のリバウンド
が非常に心配である（東京都）。

○

その他サービス［保険代
理店］（経営者）

・現時点よりも顕著に新型コロナウイルスの影響が感じられなくな
る。ワクチン接種等の好条件がそろい、安心して経済活動ができ
る。

○

設計事務所（所長） ・コンサルタント的な話がなんとなく増えてきているので、多少は
実現するのではないかと思うが、建築材料等が値上がり気味なのが
気になる（東京都）。

□

商店街（代表者） ・緊急事態宣言が一応解除されたこともあり、人出がかなり多く
なっている。商店街もかなりの人出があるが、客は、密になること
や、店内でいろいろと話をすることに抵抗感があるようである。こ
の先、新型コロナウイルスが収束に向かうのであればいいが、最近
また徐々に感染者数が増えている状況からして、今後の商売が非常
に心配である。

□

商店街（代表者） ・東京の新型コロナウイルス新規感染者数が下げ止まり若しくは増
加傾向にあるのを見ると、良い方に予測するのは難しい。気候が良
くなり、本来であれば人出や売上が伸びてくる時期なだけに、感染
状況、政府や都の判断によって大きく影響される（東京都）。

□

一般小売店［和菓子］
（経営者）

・緊急事態宣言が解除されたものの、解除後も新型コロナウイルス
の感染者数が増え続けているので、また緊急事態宣言が発出される
のではないかと心配している。

□
一般小売店［家電］（経
理担当）

・今は、必要な物だけ買う客と、いろいろ使い道を考えて、余裕の
ある買い方をする客で二極化している。

□

一般小売店［家具］（経
営者）

・これから先の景気も現状のままで変わらない。ここへきてガソリ
ンなどが値上がりし、ゴルフ場などは客が非常に多く混んでいる。
新型コロナウイルスの影響で経済がどのように変わっていくのか、
世の中の流れをよく見ていかなければいけない（東京都）。

□

一般小売店［生花］（店
員）

・３月はお彼岸や送別、卒業式でかなり需要が多い月である。５月
も母の日があり需要が多いが、やはり卒業式、お彼岸の方が客はた
くさん来る。そのような意味で、変わらない（東京都）。

□

一般小売店［文具］（販
売企画担当）

・大手企業の需要が徐々に回復してきているようではあるが、官公
庁の新年度予算が大幅に削られると言われているので、プラスマイ
ナスゼロになるのではないか。また、リモートワーク等で都内に行
く人達が少なく、地元で買ってもらえるため、来客数が増えてい
る。この傾向はずっと続いているので、現状としては余り変わらな
い。

□

一般小売店［茶］（営業
担当）

・希望としては良くなってほしいが、新型コロナウイルスが収束し
ないと、緊急事態宣言が解除されても人が動かないのではないか。
テレワークがそのまま継続されると、会社からの注文が来ないので
はないかという心配もあり、良くなるとは思えない（東京都）。

□

百貨店（売場主任） ・緊急事態宣言が解除されたが、新型コロナウイルス感染者数は微
増している。今後の感染状況やワクチン接種の進捗状況により、消
費動向は変わるとみている。所得が減っているなか、消費マインド
を上げるには厳しい状況が続く（東京都）。
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□

百貨店（総務担当） ・新型コロナウイルスの収束が見えないなか、前年の緊急事態宣言
時は食料品以外の営業を行わなかった関係で前年との比較はでき
ず、前々年との比較をしているが、厳しい状況は継続すると予想し
ている。

□

百貨店（総務担当） ・新型コロナウイルスの影響があり、先行きは相変わらず不透明で
ある。収束の兆しがある程度具体的な形で見えない限りは、現状の
厳しさが続く。前年は４月以降の緊急事態宣言で営業を休止してい
た期間でもあり、何をもって景気が良いかという判断が難しいとも
感じている（東京都）。

□

百貨店（総務担当） ・緊急事態宣言の解除もあり、４月中は一定規模の来客数、売上を
見込める。しかし、既に新型コロナウイルス感染者数は増加に転じ
ており、ワクチン接種率向上にも時間が掛かると思われるため、大
幅な景気回復は見込めない（東京都）。

□

百貨店（広報担当） ・新型コロナウイルスの感染拡大状況によって社会情勢が大きく変
わるため、現時点では正確に見通すことは難しい。ただし、少なく
とも２～３か月後ではまだ現在と大きく情勢が変化するとは考えに
くい（東京都）。

□
百貨店（広報担当） ・新型コロナウイルスのワクチン接種スケジュールが出ていないの

で、年内に景気が回復することはない（東京都）。

□
百貨店（営業担当） ・徐々に回復傾向にあるが、新型コロナウイルスの新規感染者数も

増加しており、まだ時間が掛かる（東京都）。

□
百貨店（営業担当） ・新型コロナウイルスの影響があるなか、大きな変化はないものと

推察する（東京都）。

□

百貨店（販売促進担当） ・株価の上昇に伴い、宝飾、時計など一部の高額品で回復がみられ
るものの、景気全体を押し上げるほどの原動力にはなっていない。
新型コロナウイルスのワクチン接種予定も未確定な状況で、なかな
か先を見通せない（東京都）。

□

百貨店（販売促進担当） ・延長されていた緊急事態宣言の解除後、少しずつ来客数が増加し
ているものの、新型コロナウイルスの感染者数が大きく減少してい
ない現状では、来客数の状況は変わらず、大きく改善することはな
い。インターネット販売等、新規の取組を進めているものの、すぐ
には効果が表れない。

□

百貨店（店長） ・緊急事態宣言を解除すれば、また新型コロナウイルス感染者数が
増えるなど、新型コロナウイルスへの不安はまだ続くため、一気に
百貨店の状況が好転するとは思えない。一般人のワクチン接種は半
年以上は待つこととなるので、それまでは少し改善したところから
は変わらない（東京都）。

□

百貨店（副店長） ・新型コロナウイルス感染第４波の可能性も取り沙汰されており、
現時点では強気にはなれない。東京オリンピック開催が正式に決定
し、気分的に盛り上がってくることを期待したい（東京都）。

□ スーパー（経営者） ・効果のある方法が見つからない。

□

スーパー（店長） ・緊急事態宣言が解除され、新型コロナウイルスの感染状況も少し
ずつ落ち着きがみられるなかで、今までのような巣籠り需要が一服
し、これからはお金を使うとか出掛ける方向にいくのではないかと
考えている。したがって、３か月後は今のまま厳しい状態が続くと
予測している（東京都）。

□
スーパー（店長） ・今の状況下では内食需要が落ち込むことはないので、特に何かが

変わることはない。

□

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いる。新型コロナウイ
ルス禍のなか、様々な弊害が発生しており、一部の消費者を除き食
生活に少なからず影響が出ているので、もうしばらくは同様の状態
が続く（東京都）。

□

スーパー（総務担当） ・やはり新型コロナウイルスの影響が、来客数や売上を大きく左右
する。第４波が来るような状況が見えているので、売上、来客数が
大きく伸びることはない。生活必需品等の日々の買物については、
ある程度客が慣れてきているので、下回ることはないと思うが、売
上を大きく伸ばすことは難しい。

□

スーパー（営業担当） ・新型コロナウイルスのワクチン接種は進んでいくと思うが、内食
化傾向はまだまだ続く。したがって、販売点数並びに買上単価は、
引き続き堅調に推移する（東京都）。

□
コンビニ（経営者） ・来客数、客単価共に変化はないものの、新型コロナウイルス感染

が再拡大した場合、大幅な状況悪化が懸念される。

□
コンビニ（経営者） ・いろいろな要因があって大変先行きが分かりにくい状況だが、良

くない方向に向かうのではないか。

家計
動向
関連

(南関東)
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□
コンビニ（商品開発担
当）

・新型コロナウイルスの収束が全く見通せないため、正直なところ
現状以上の来客数や売上は厳しい（東京都）。

□

衣料品専門店（経営者） ・「変わらない」というのは、低迷中という意味である。なぜかと
いうと、飲食の手厚い手当はよく分かるのだが、いわゆる物販店に
対する政策は少々おざなりになっているのではないかと感じている
からである。プレミアム付商品券等では消費者は必要な物を買うだ
けで消費が増えるわけではないので、何ら効果がない気がする。新
型コロナウイルス禍はこれからもまだ続くので、物販店への手厚い
保護を考えてもらいたい。

□

家電量販店（店長） ・前年はリモートワークや自粛で例年より早くからエアコンが売
れ、販売台数も予定以上にあった。今年、それに近い動きになるか
は不透明感が強い（東京都）。

□

家電量販店（店員） ・巣籠り需要により、現状がある程度続く。また、東京オリンピッ
クによりＡＶ機器の商材の動きも期待できるので、現状より悪くな
るとは考えにくい。

□

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、販売は余り芳しくない。新
型コロナウイルスの影響だと思うが、今年一杯は余り良くないので
はないか。

□
乗用車販売店（経営者） ・新車の販売量は前年並みのままで推移する。

□

乗用車販売店（販売担
当）

・やはり新型コロナウイルスの影響が落ち着かないことには、人の
移動がないので景気は良くならない。ディーラーでは新車の展示
会、発表会ができないために、大衆車の販売台数が相当減ってい
る。また、サービスについても、走行距離が少ないために一般の修
理も少ない（東京都）。

□
乗用車販売店（渉外担
当）

・上昇基調となる具体的な要因が見つからない。

□
乗用車販売店（営業担
当）

・緊急事態宣言が解除されたとはいえ、特に何も変わらない（東京
都）。

□
住関連専門店（営業担
当）

・変動要因が多く予測は難しいが、現状から大きく改善されるとは
思えない（東京都）。

□

その他専門店［ドラッグ
ストア］（経営者）

・今月は年度末ということで、商品の動きがあったが、４月になっ
て落ち着いてくると、また今までと同じように販売量が落ち着いて
くるのではないか。

□

その他専門店［貴金属］
（統括）

・一定量の売上が減少した状態は直近でも変化がみられず、今後数
か月で景気が良くなる要因も特段見受けられない（東京都）。

□

その他専門店［ガソリン
スタンド］（団体役員）

・Ｇｏ　Ｔｏ　Ｔｒａｖｅｌキャンペーンが再開されれば良くなる
かもしれないが、現状では良くなる材料が見当たらない（東京
都）。

□
高級レストラン（営業担
当）

・今年度中は新型コロナウイルス感染の拡大と縮小が繰り返される
と想定される（東京都）。

□

高級レストラン（仕入担
当）

・緊急事態宣言が解除されたとしても、新型コロナウイルス禍の現
状では、すぐに客足が戻ってくるとは思えない。しばらくは今の悪
い状態が続く（東京都）。

□

一般レストラン（経営
者）

・ケータリングがないので売上は余り変わらないが、店舗売上だけ
を見ると少し良くなっていて、総体的には余り変わらない。今後も
現状とほぼ変わらずにいく。

□

一般レストラン（経営
者）

・新型コロナウイルス感染が再拡大しそうな勢いがあるが、東京オ
リンピック開催を前にして、何としても封じ込めるというような政
策を打っているので、景気としては一進一退である。東京オリン
ピックの関連で若干盛り上がるものの、力強さはない（東京都）。

□
その他飲食［居酒屋］
（経営者）

・自粛要請の状況次第だが、今のままでは変わらない（東京都）。

□

都市型ホテル（スタッ
フ）

・変わらないというよりは、新型コロナウイルス感染第４波がどの
程度の山になるかによって大きく変わってくるので、分からない。

□

旅行代理店（経営者） ・新型コロナウイルスの影響で自粛が続いており、Ｇｏ　Ｔｏ　Ｔ
ｒａｖｅｌキャンペーンも客足がだんだん遠のいているので、この
先どうなっていくのか全く分からない。

□

旅行代理店（従業員） ・新型コロナウイルス禍において、緊急事態宣言などが発出された
場合は急激に悪化するが、Ｇｏ　Ｔｏ　Ｅｖｅｎｔキャンペーンな
どが再開すれば一気に跳ね上がる（東京都）。

家計
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(南関東)
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□

旅行代理店（従業員） ・例年どおり学校関係の見積依頼がきているが、ほとんどの案件が
９月以降の実施である。したがって、受注してもそれまで案件が実
施されないため、当面の間売上がない状況が続く。

□

旅行代理店（従業員） ・県内旅行に対する観光支援金が出ると言われているが、県をまた
いでの大きな移動を伴わないため、Ｇｏ　Ｔｏ　Ｔｒａｖｅｌキャ
ンペーンほどの効果はないと想像する。行楽には最適な季節を迎え
るが、新型コロナウイルス感染第４波も懸念されており、派手に宣
伝広告を打つことも難しい（東京都）。

□
旅行代理店（営業担当） ・申込み状況はしばらく変わらない（東京都）。

□
旅行代理店（営業担当） ・新型コロナウイルス感染が収束しないことには、旅行業界の景気

は戻らない。

□ タクシー（団体役員） ・これ以上の落ち込みは余り考えられない。

□

通信会社（経営者） ・緊急事態宣言の解除や新型コロナウイルスワクチン接種の拡大に
より、今後消費者の経済活動の活性化が期待できるが、感染者数の
リバウンドへの警戒感もあり、一定数のキャンセルや訪問拒否の発
生が継続しているため、Ｖ字回復には至らないとみている（東京
都）。

□
通信会社（経営者） ・緊急事態宣言は解除されたが、まだ社会生活では自粛が続くよう

なので、景気が良くなるとは思えない（東京都）。

□
通信会社（社員） ・ＭＮＯや総務省の取組次第で影響が出るため、先行きは不透明で

ある（東京都）。

□
通信会社（営業担当） ・新型コロナウイルス収束のめどが見通せない以上、現状のままで

推移する。

□ 通信会社（管理担当） ・まだまだ底打ちの状況が続いている。

□

通信会社（営業担当） ・新型コロナウイルスの感染者数推移に影響を受けるため、現時点
では不透明である。ある程度感染が収まり、通常の営業活動ができ
なければ、下降してくるものとみている。

□

通信会社（管理担当） ・携帯電話については、格安スマートフォンへの乗換えがある程度
進むとみているが、大手３社はオンライン申込みのみという乗換え
障壁がネックになっており、さほど盛り上がらない見込みである。
徹底的な囲い込みを狙う、サブブランドやＭＶＮＯ等、大手以外の
格安スマートフォン回線の方は、シンプルなキャンペーン設定でま
だ良い方だと思われる。

□ 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（経営企画担
当）

・新型コロナウイルスの影響により、先行きは不透明であるが、現
状がしばらく継続する兆しが感じられる（東京都）。

□

通信会社（管理担当） ・新型コロナウイルス感染第４派到来が危ぶまれているなか、先行
きは不透明である。特に、個人向けスマートフォンや周辺機器の販
売が落ち込んでおり、予防薬ワクチン及び治療薬が確立されない
と、本格的な景気回復は期待できない（東京都）。

□

通信会社（営業担当） ・今後も客は接触型営業を嫌うと思うので、景気は変わらない。非
接触型での契約獲得スタイルを確立していきたい（東京都）。

□

通信会社（経理担当） ・費用及び人員削減で収益を維持するにも、事業を継続するために
は限度があるため、新たな業態での新規の売上が必要である。なか
なか景気が良くなる材料が見当たらない。

□

通信会社（総務担当） ・緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染状況の鎮静化が鈍
く、以前の消費生活パターンに戻るにはまだ時間を要する（東京
都）。

□

パチンコ店（経営者） ・緊急事態宣言が解除された今も新型コロナウイルス感染者数は微
増しており、このまま第４波に突入する兆候を見せている。今後も
厳しい状況が続く。

□

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感染者数が微増している。ゴールデンウィー
クに向けた政府の発信次第である（東京都）。

□ 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）

・集客期なので期待したいが、まだ楽観はできないと感じる。

□

住宅販売会社（経営者） ・新型コロナウイルスが収束しない限り、現在の不況は続く。ワク
チンがいつ普及して、新型コロナウイルスがいつ収まるか、景気は
そこに掛かっている。また、東京オリンピックがどのような形で開
催されるかも大きく影響する。

家計
動向
関連

(南関東)



7/12

□

住宅販売会社（従業員） ・例年、年度末には来場者数、商談数、販売量いずれも増加するの
だが、今年は来場者数が減っており非常に厳しい。資料請求は増え
ているが、直接面談できないため商談に至らず、販売量の増大には
結び付いていない。そのため２～３か月後もやや悪い状況がこのま
ま続くのではないか。

□
住宅販売会社（従業員） ・来場者数や資料請求数などからみて、大きな落ち込みはないとみ

ている。

□

住宅販売会社（従業員） ・今後の課題である土地仕入れについて良くなる情報はなく、地価
が下がる予定もないので、まだまだ高値で推移していく。仕入れが
できないと販売する物件がなくなってしまうので、表に出ない物件
情報をより多く集め、営業を行っていく予定である。

□

住宅販売会社（従業員） ・新型コロナウイルス感染者数のリバウンドによる第４波が懸念さ
れるなか、更なる受注量の拡大は、とてもではないが期待できな
い。

□
その他住宅［住宅資材］
（営業）

・今後も一定の建材需要は見込めるが、新型コロナウイルスが収束
するまでは、大きな動きは期待できない（東京都）。

▲

一般小売店［家電］（経
理担当）

・新型コロナウイルスの感染者数が増えているように感じる。人の
動きから見ても、これから先良くなるとは思えない。問合せのあっ
た客の所へうかがうというパターンは変わらないのではないか。

▲

一般小売店［祭用品］
（経営者）

・年度が替わっても新型コロナウイルスの感染者数が更に減り、ワ
クチン接種が進み、行事が再開されないことには良くならない。

▲
一般小売店［米穀］（経
営者）

・新型コロナウイルス禍を解決できないことが第一の理由である
（東京都）。

▲

一般小売店［文房具］
（経営者）

・緊急事態宣言が解除されたので、個人消費は上向くと予想される
が、飲食店でいまだに時短営業が継続していること、法人のテレ
ワーク推進などにより、大幅な回復は見込めない。また、前年４～
６月についてはアルコール消毒液などの新型コロナウイルス感染対
策商材の特需があり、前年比10～20％売上が増加したが、今年はこ
れら商材の売上が見込めないため、景気はやや落ち込む（東京
都）。

▲

スーパー（経営者） ・前年の巣籠り需要の反動と、競合店が近くにどんどんできて、多
少その影響が出ているので、非常に厳しい状況になってきている。

▲

スーパー（経営者） ・前年は新型コロナウイルスの影響で３月から急激に販売量が増え
た。今年はその分前年比では厳しくなり、来客数減のまま、販売量
も増えていない。この先も同じ傾向が続くと予測している。

▲
スーパー（仕入担当） ・大きな集客の販促を打てないため、前年の異常値をクリアしてい

くことは厳しい状況が続く。

▲

スーパー（ネット宅配担
当）

・新型コロナウイルスの感染第４波次第になるが、高齢者のワクチ
ン接種が順調に進み、効果が表れた場合は、より旅行や外食などへ
の消費が増え、小売は影響を受ける。

▲ コンビニ（経営者） ・新型コロナウイルスの影響が出てくる（東京都）。

▲
コンビニ（経営者） ・客は、仕事がないと言っており、買う量や種類が減っている。

▲
衣料品専門店（経営者） ・依然として外出を制限されており、衣類を購入する気にならな

い。

▲

家電量販店（店長） ・2021年の需要予測は、2020年の特需の影響を受け、全商材で前年
比売上95％となっている。一方、各社共に販管費の改善が進み、利
益面では大きく貢献する年度になると見込んでいる（東京都）。

▲
乗用車販売店（店長） ・景気回復に対する策もないので、このまま減少傾向に歯止めが掛

からないように感じている。

▲
乗用車販売店（総務担
当）

・決算後の反動があり、サービス需要が厳しいため、損益悪化は否
めない。

▲

乗用車販売店（店長） ・車の販売量は３月決算時に比べて落ち込むが、新型コロナウイル
ス禍でマイカー使用率が高いことから、景気は変わらず良くなる。

▲ 住関連専門店（統括） ・来店客数及び販売量も急には戻らない。

▲
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感染状況が落ち着くとは思えず、不安定な
状況では、購買意欲が湧きにくい。

家計
動向
関連

(南関東)



8/12

▲

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感染第４波が懸念される。気候が良くなり、
ショッピングセンター内もにぎわいが出てきている。外出が増え
て、それに伴って感染者数が増えることを心配している。

▲

高級レストラン（経営
者）

・新型コロナウイルス感染者数が増加傾向にあるので、ワクチン接
種が具体化して改善の兆しが見えないと、好転しない。

▲
一般レストラン（スタッ
フ）

・新型コロナウイルスの影響があり、支援策は何もないのでやや悪
くなる。

▲
旅行代理店（従業員） ・東京オリンピックの海外客の受入れがなくなることで、更に状況

が悪化する（東京都）。

▲

タクシー運転手 ・何といっても新型コロナウイルスの感染拡大、これに尽きる。今
は全く先が読めないので、長引くことも覚悟しなければいけない。
心配である。

▲
競輪場（職員） ・建て替え中の施設が出来上がっても、競輪事業の開催には時間が

掛かるため、厳しい状況が続く。

▲

設計事務所（経営者） ・客先へ行っても、行政へ行っても、会って話ができない。窓口を
閉鎖するのではなく、質問ができるような方法をとってもらいた
い。そうでなければ、ますます閉ざされてしまう。

▲

設計事務所（経営者） ・契約は１年ごとになっているが、契約時に想定していたより仕事
量は格段に多く、新年度の契約締結の時に契約フィーの増額をお願
いしたが、全て新規事業がらみの案件のため、いまだ利益が出てい
ないことを理由に、据え置きになっている。

▲

設計事務所（経営者） ・４月は民間の改修設計の仕事が決まっているが、小規模である。
新型コロナウイルス禍のなか、官庁案件に頼らざるを得ないが、競
争の激化が懸念される。

▲
設計事務所（所長） ・新型コロナウイルスの影響から、いろいろな面で予算が付かなく

なってくる。

▲

設計事務所（職員） ・民間の動きの停滞により、官公庁の入札では低価格入札が頻発し
ている。プロポーザルには多くの参加者がいて、競争が激化してい
る。明らかに建築ニーズが縮小傾向にある（東京都）。

▲

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が収束しない限り、厳しくなることは間違い
ない。これからも今と変わらず厳しい状態が続く。

×

一般小売店［家電］（経
営者）

・仕事の話があっても途中で頓挫してしまうことが多々あるので、
どのようになっていくか分からない。とにかく本当に先が見えない
（東京都）。

×
一般小売店［食料雑貨］
（経営者）

・ゴールデンウィーク後、新型コロナウイルスの感染再拡大により
自粛させられるのではないか。

×

一般小売店［印章］（経
営者）

・新型コロナウイルスの感染者がゼロになることは不可能だと思う
が、リバウンドで感染者数が増えてきていることを考えると、経済
に対する影響は大きく、手厚い救済が必要となる。厳しい状況がま
だまだ続く。

×

百貨店（店長） ・今の状況が継続すればいいが、また新型コロナウイルスの感染第
４波が来て、人出が減少する可能性が考えられる（東京都）。

×
スーパー（販売促進担
当）

・店内改装工事中のため、食品売場のみの営業となっている。工事
期間中は集客力の減少が続く。

×

衣料品専門店（営業担
当）

・とにかく物が売れない時代になっている。国は、飲食店ばかりを
保障し、個人の物販店はなくなってもいいような政策をしており、
理不尽だと憤りを感じている。中小企業はなくなるばかりである。

×

その他小売［ショッピン
グセンター］（統括）

・明るいニュースがなく、将来不安だけが先行する。米国の「１名
15万円給付」等のニュースが流れるたびに、経済てこ入れの具体策
が見えない現状では冷え込む一方だと推測している（東京都）。

×

一般レストラン（経営
者）

・東京オリンピックが開催されても、客は世界中どころか日本中か
らも来ないと思うので、東京近県でそれを当てにしていたところ
は、ホテルも飲食業もかなり厳しくなるのではないか。その後も何
かきっかけがない限り、経済復興はまず無理ではないかと思うの
で、今後も飲食業は厳しい。

家計
動向
関連

(南関東)
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×

タクシー運転手 ・ここ数か月、昼と夜が逆転している。昼間の駅からの利用客はそ
こそこあり、病院の送り迎えも午前中に集中している。一般家庭か
ら駅までのオーダーはあるものの、会社からのオーダーはほとんど
ない。夜18時頃以降は１～２時間に１回無線オーダーがあれば良い
方で、駅待ちも30～40分に１回営業できれば良い方である。緊急事
態宣言が解除されたものの、新型コロナウイルスの感染者数は増え
ており、まだまだ先が見えない。

×

ゴルフ場（従業員） ・第４波となるのか、新型コロナウイルス感染拡大が続くなか、景
気が良くなることはない。２度目の緊急事態宣言解除の判断は、国
民に何を求めたのか疑問である。

×

ゴルフ場（経理担当） ・緊急事態宣言が解除され、病床数が増加傾向にあっても、油断で
きずに新型コロナウイルス感染と重症化を警戒する高齢層のゴルフ
プレー自重の動きは継続する。東京オリンピックを控え、ゴルフ競
技の盛り上がり次第では業界にとって追い風となり得るが、楽観で
きる状況にない。

×

その他サービス［学習
塾］（経営者）

・年度替わりで辞める生徒が増えている。新型コロナウイルスの影
響もあり、対面授業の問合せが非常に少なくなっているので、先行
きは良くない。

×
その他サービス［立体駐
車場］（経営者）

・数か月間ずっと悪いままなので、これ以上悪くなりようがない
が、気分的にはもっと悪くなると感じている。

◎
食料品製造業（経営者） ・緊急事態宣言が解除されたことで飲食店の来客数が増えているよ

うなので、期待している（東京都）。

◎
その他サービス業［ソフ
ト開発］（従業員）

・止まっていた案件が動き出し、忙しくなってきている。

○

出版・印刷・同関連産業
（所長）

・イベントの入場者数等、少しずつ集客できるイベントが活発にな
ると思うので、それに付随する広告宣伝物が増加する。

○

出版・印刷・同関連産業
（営業担当）

・新型コロナウイルスの影響があり、来客数が少ないのは変わらな
い。個人客に関しては余り変わらない見通しだが、法人客はメール
やＦＡＸでの注文があり、会社設立が少々増えているので、この
先、法人関係はやや明るい方向へ向かっていくという見通しを立て
ている（東京都）。

○

化学工業（総務担当） ・新学期シーズン、そして東京オリンピック、パラリンピックに向
かって生活関連や趣味雑貨関連商品の持ち直しを期待している。

○
電気機械器具製造業（経
営者）

・前年同時期に比べて引き合いや受注に勢いが感じられる（東京
都）。

○

金融業（従業員） ・宿泊関係や和菓子販売といったインバウンド関連事業者からは、
業況回復について「東京オリンピックに望みを掛けている」と期待
が寄せられていたが、海外からの観客受入れが見送られたことで、
改善が見通せない状況がもうしばらく続きそうである（東京都）。

○

金融業（従業員） ・新型コロナウイルスワクチンの接種について、ある程度具体的な
日程が示されたこと、また、緊急事態宣言が解除されたことの２つ
の相乗効果から、消費者のマインドがやや上向きになり、消費が活
発化されている。

○

金融業（役員） ・緊急事態宣言解除により、観光地では観光客増加に期待する一方
で、新型コロナウイルス感染防止対策の徹底に苦慮している。県内
観光地の宿泊業者は東京オリンピック景気を期待していたが、外国
人観光客の受入れがなくなったことに落胆している。オーシャンフ
ロントの不動産売買状況は依然として活況となっており、不動産、
建設関連は総じて順調に推移している。

○
広告代理店（従業員） ・５～６月頃のイベントについては、開催に向けて動き出してきて

いる。

○
その他サービス業［警
備］（経営者）

・東京オリンピック警備の受注で売上が見込める。

□
食料品製造業（経営者） ・今の人の動き次第で、もっと悪くなる可能性を感じる。

□
出版・印刷・同関連産業
（経営者）

・仕事量が少ないので、同じ案件の物が仲間内で回り回っている状
態である。

□

化学工業（従業員） ・２～３か月先の納期での見積りが少し増えているが、発注元は１
か所で、複数の商社に依頼しているとみられるので、受注できるか
どうかはかなり疑問である。

家計
動向
関連

(南関東)

企業
動向
関連

(南関東)
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□

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いと思うが、医療品
容器の新企画が軌道に乗れば、売上の増加が期待できる。

□

金属製品製造業（経営
者）

・産業用空気清浄機部品の受注量、期間が相当量見込めそうではあ
るが、業種間のばらつきが大きく、回復にはまだ時間が掛かりそう
である。

□

金属製品製造業（経営
者）

・現在の増産は海外向けであり、国内向けは伸びていない。今後の
新型コロナウイルスの影響次第で上下するため、現状では判断でき
ない。

□

精密機械器具製造業（経
営者）

・製造業は、生産調整等はあるもののおおむね新型コロナウイルス
以前の水準だが、原油や原材料の値上がりが新型コロナウイルス以
前から解消できていない。このところの値上げ交渉も難航している
ため、営業利益はマイナスとなり、厳しい状態である。

□

建設業（経営者） ・同業者からも仕事がないという話をよく聞くようになっている。
全般的に景気が後退しているようである。官公庁も予算がないとの
ことで、建設投資費を削減しており、案件が中止になっている。

□ 輸送業（経営者） ・毎年４～７月は閑散期に入る（東京都）。

□
輸送業（総務担当） ・荷主の国内出荷量が低迷し続けており、輸出は全くない状態であ

る。今後も現状が続くと予想している。

□ 通信業（広報担当） ・新型コロナウイルスがいつ収束するかによる（東京都）。

□

金融業（支店長） ・新型コロナウイルスとうまく付き合わなければいけない時代であ
る。世論では完全な収束には何年か掛かるだろうとのことである。
東京オリンピックの開催すら試行錯誤しているなかで、景気の見通
しは厳しく、当面は横ばいとみている。

□
不動産業（従業員） ・新型コロナウイルス禍以降の動きは手探り状態で、当面は変化が

ない（東京都）。

□

不動産業（総務担当） ・緊急事態宣言が解除されても、新型コロナウイルスの収束には程
遠く、テレワークが常態化しつつあり、オフィスの一部解約が現実
味を帯びてきている。商業店舗もいよいよ営業継続が厳しくなり、
閉店時期を見極め始める店舗が増えつつある（東京都）。

□

税理士 ・米国で新型コロナウイルス感染者数がまた増えているが、いろい
ろなことを再開したりしており、どういう状況かよく分からない。
ワクチンができても、すぐに接種できなければ、悪い状況のままい
くのではないか。日本国内でもそれは同じで、ワクチンができて
も、どれだけの解決力を持っているのか分からない（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 ・緊急事態宣言の解除などもあるが、新型コロナウイルスの感染状
況が改善されたわけではない。感染拡大の懸念は引き続き大きく、
消費動向が左右される可能性が高い。

□

経営コンサルタント ・悪いまま推移していく。当分の間、回復はあり得ない。中小企業
庁では医療分野などへの転換を事例として挙げ、事業転換を勧めて
いるが、医療分野への参入障壁は極めて高く、転換できるような分
野は既に他事業者が占拠している（東京都）。

□
その他サービス業［廃棄
物処理］（経営者）

・平均５～10％程度の低迷状態がしばらく続くと予想している。

□

その他サービス業［ビル
メンテナンス］（経営
者）

・元請業者に対して既存物件の値上げを要請しているが、回答はな
い。最低賃金で働く現場の従業員が辞めなければ現状と変わらない
が、何らかの事情で辞め、新規募集をする場合は募集単価がかなり
上がるので、収益を圧迫する（東京都）。

□

その他サービス業［映像
制作］（経営者）

・２～３か月では新型コロナウイルスワクチンも行き渡らない。変
異株も増加している状況では、現在の景気が回復するとは思えない
（東京都）。

□

その他サービス業［情報
サービス］（従業員）

・現状が大きく変わる要素が見当たらない。

▲

プラスチック製品製造業
（経営者）

・新型コロナウイルスのワクチン接種がある程度広がっていけば希
望が持てるが、現段階では３か月先ではまだ元の経済の動きには戻
らないと思うので、悪い状態が続く。

企業
動向
関連

(南関東)



11/12

▲

その他製造業［化粧品］
（営業担当）

・今はサロンのオープンが多いが、夏に向かって落ち着いていく。
また、新型コロナウイルスの感染再拡大を心配する声も多い（東京
都）。

▲

建設業（営業担当） ・同業他社、協力業者の動向等の情報を加味して考えると、現状の
業界の物件量は例年よりも少ないため、現状よりやや悪くなると感
じている。

▲
輸送業（経営者） ・４月以降、年間稼働日数が更に減少し、取扱量の増加も見込めな

い現況下、厳しさが増すものと思われる（東京都）。

▲

金融業（総務担当） ・新型コロナウイルス収束のめどが立たないと、飲食店を始めサー
ビス業の売上は戻らない。各企業も新型コロナウイルス融資で一息
ついているが、持ちこたえられなくなる。今後のワクチン接種率が
景気回復の鍵ではないか（東京都）。

▲
不動産業（経営者） ・いずれにせよ早急に新型コロナウイルスのワクチン接種が始ま

り、収束することを念じるのみである（東京都）。

▲

広告代理店（営業担当） ・通常、上期は売上が余り良くない。今年もまだ新型コロナウイル
スや東京オリンピック関連の動向など先行き不透明なところが多
く、各社夏以降の宣伝展開に対し消極的で、様子見なところがうか
がえる（東京都）。

▲

税理士 ・新型コロナウイルスワクチンの接種が遅れている分、景気の回復
も遅れる。東京オリンピックは、当然ではあるが外国人の受入れを
止め、インバウンドの見込みはなくなった。東京オリンピック需要
を見越して開業したホテルやレストランへの打撃は大きい。

×
出版・印刷・同関連産業
（経営者）

・今後、受注量が増え、景気が良くなる要素はない（東京都）。

×
金属製品製造業（経営
者）

・得意先の新年度の計画も見通しが良くないので、営業活動に力を
入れて、仕事を集めるしかない。

×

一般機械器具製造業（経
営者）

・自動車関係の取引先において、半導体の供給量減少による工場の
稼働停止や生産減少の通知が届いており、その影響を受けることは
確実である。

×
建設業（経営者） ・景気が悪いのは新型コロナウイルスの影響があるからである。収

束すればまた景気が戻ってくる。

× 建設業（経営者） ・消費マインドがまだまだ低い。

×
その他サービス業［ソフ
ト開発］（経営者）

・円安により、ガソリンやその他輸入品の単価が上がっているの
で、今後の経済への悪影響が心配である（東京都）。

◎

人材派遣会社（営業担
当）

・４月以降の継続契約については新型コロナウイルスの影響も少な
く、更新が取れている。来期は人員の減少も少ないとみている（東
京都）。

○

人材派遣会社（社員） ・製造業、金融を中心にオーダーが堅調である。行政コールセン
ター、ワクチン製造等、新型コロナウイルス関連の短期的な特需も
あり、10名以上のオーダーが増えている。東京オリンピック関連の
オーダーも入ってくると予想される。

○
人材派遣会社（営業担
当）

・ひとまず東京オリンピックまでは上昇傾向に向かうように感じ
る。

○

求人情報誌制作会社（営
業）

・今は街に人が多く出ている。新型コロナウイルスに対して慣れて
きているためである。しかし、そのおかげで経済が多少回ってきて
いるのではないか。緊急事態宣言が解除されたからには、営業時間
が延び、Ｇｏ　Ｔｏキャンペーンなども再開されると思うので、景
気も多少上向いてくる。

○

新聞社［求人広告］（担
当者）

・このようななかでも運送関係で新規事業を始めるところがある
し、計画的なものでいくつか予約をもらっているので、その分が少
し出てくる。

○ 職業安定所（職員） ・新型コロナウイルスワクチンの普及によりやや良くなる。

○

職業安定所（職員） ・暖かくなること、新型コロナウイルスのワクチン接種が本格化す
ることで人の動きが活発化し、結果として求人数も増えると予想す
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長期にわたって解消されないと思う
ので、景気は悪くなったり良くなったりを繰り返して、結果的に変
わらないことになる（東京都）。

□

人材派遣会社（社員） ・求人数の年計トレンドでは、2020年12月の前年同月比59％で底を
打ち、2021年３月時点では同67％まで回復してきている（東京
都）。

□

人材派遣会社（社員） ・受注状況が前年に比べて悪化したままの状態である。また、抜け
た穴に対して再受注ができないため、純粋に席が減ってしまってい
る（東京都）。

企業
動向
関連

(南関東)

雇用
関連

(南関東)
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□
人材派遣会社（支店長） ・３月決算企業の業績が懸念される。結果によっては採用意欲が抑

制される心配がある（東京都）。

□
人材派遣会社（営業担
当）

・当面、求人数が増えるとは考えておらず、今と同様のペースで推
移する。

□
求人情報製作会社（営
業）

・前月から求人数に大きな動きがないので、状況に変化はない（東
京都）。

□

求人情報誌製作会社（広
報担当）

・新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言は解除された
が、イベント開催などはまだまだ慎重な対応が必要であり、本格的
な景気の回復にはならないのではないか（東京都）。

□

職業安定所（職員） ・緊急事態宣言が解除されても、新型コロナウイルスのワクチン接
種の加速で感染者数縮小の流れが固定化しない限り、経済復活の見
通しは厳しい。

□

民間職業紹介機関（経営
者）

・早期に内々定を出している企業はあるものの、予測が立てにく
い。学生が落ち着いていることに驚いている。各社からのアプロー
チが始まったばかりで、対応に忙しいようである（東京都）。

□
民間職業紹介機関（経営
者）

・新規増員需要はみられない（東京都）。

□

民間職業紹介機関（経営
者）

・景気は回復基調になく、今しばらく様子見になる。企業の財務面
での体力が心配だが、預金を取り崩しながら、まだしばらくはしの
げるだろう（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（営業担
当）

・今の採用活動増加は年度末の一時的な動きと思われるため、数か
月先は現状よりは落ち込む。ただし、全体的に各企業の景気は上向
いてきているように見受けられるので、人材市場にも影響が出てく
る（東京都）。

▲
求人情報誌製作会社（所
長）

・経済が回らない限り傾向は変わらない。

▲

職業安定所（職員） ・新型コロナウイルス感染症の影響により、求人数は前年と比べ減
少している。今後、感染が再拡大するようなことになれば、景気は
更に悪化する。

× － －

雇用
関連

(南関東)


