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　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

◎

商店街（代表者） ・新型コロナウイルス感染症からのリカバリー傾向は引き続き強く
出るであろう空気を感じる。それは、イベント開催熱をみれば明ら
かである。この先、新型コロナウイルス感染再拡大や異常気象など
のマイナス要因が出れば別だが、順調に推移すれば回復基調は続く
（東京都）。

◎
一般小売店［生花］（店
員）

・９月はお彼岸があるので、もともと花がよく売れる時期である。
全国的にお彼岸なので、良くなる（東京都）。

◎

百貨店（売場主任） ・新型コロナウイルスの感染状況次第ではあるが、クリアランス、
お中元ギフトと、繁忙期を迎えて少しずつではあるが外国からの富
裕層の戻りがみられるなか、更なるインバウンドの上乗せが期待で
きる（東京都）。

◎

コンビニ（エリア担当） ・梅雨明けが例年より早く、猛暑傾向にあるので、飲料を中心とし
た売上の伸びが期待できそうである。全体的な値上げがあると、コ
ンビニだけ高いということもなくなるので、相対的に選ばれやすく
なるのではないか（東京都）。

◎

都市型ホテル（経営者） ・新型コロナウイルスの感染状況が収束に向かいつつあるなか、海
外からのインバウンド客の解禁、あるいは屋外でのマスク着用緩和
など、いろいろな面で緩和が進むにつれて回復していくと確信して
いる。あとは宴会が戻ってくれば、秋以降は新型コロナウイルス感
染症の収束という形で完全に戻ってくるものと期待している。

◎
旅行代理店（従業員） ・夏の旅行シーズンであり、かつ全国旅行支援が始まる（東京

都）。

◎
旅行代理店（従業員） ・国内線に限らず、国際線においても、海外への渡航緩和により、

外国籍の客の来航が増加している（東京都）。

○

一般小売店［家電］（経
理担当）

・家電製品でも、エアコンなどの設置工事が必要な物は、インター
ネットではなく実店舗で購入したいという客もいるので、これから
売れていくのではないか。

○
一般小売店［祭用品］
（経営者）

・夏本番を迎え、イベント等が復活している。

○

一般小売店［文房具］
（経営者）

・日本人、外国人を問わず、緩やかではあるものの観光客が増加傾
向にあり、やや単価の高い商材の購入やまとめ買いなどが増えてき
ている。近隣のイベントで３年ぶりに開催されるものもあり、来街
者及び当店への来客数増加に期待している（東京都）。

○
一般小売店［傘］（店
長）

・数年間自粛していたため必要としなかった日傘などの新規購入が
期待できる。

○

百貨店（広報担当） ・新型コロナウイルスの感染状況次第という条件付にはなるが、今
後しばらくは社会活動の正常化に向けた動きにブレーキが掛かる要
素が見当たらない（東京都）。

○
百貨店（営業担当） ・ゴールデンウィーク前後からの回復基調が依然として継続してお

り、夏場の実需も期待できる（東京都）。

○

百貨店（販売促進担当） ・インバウンド復活の兆しがみられる。新型コロナウイルスの感染
状況が気になるところだが、安定していれば、大きな伸びを期待で
きる。一部ラグジュアリーブランドで値上がり前の駆け込み需要も
みられたが、値上がり後の反動は少ないのではないか。また、外
出、帰省、旅行などでの購買が見込まれる（東京都）。

○

百貨店（販売促進担当） ・レストラン街の混雑などを見ても、来客数の水準は新型コロナウ
イルス発生前に戻りつつある。加えて、メーカーの生産回復に伴
い、購入価格帯の向上につながれば、更なる改善が見込める（東京
都）。

○
百貨店（企画宣伝担当） ・物価高が止まらないなか、それに対応する政策が不明確である。

○
コンビニ（経営者） ・梅雨明けが早く、気温も上昇しているため、ソフトドリンクや冷

たい物の販売が伸びる。

○
コンビニ（経営者） ・猛暑という予報も出ており、２年ぶりに近隣のプールも営業する

予定なので、期待したい。

○

コンビニ（経営者） ・前年よりも１か月くらい早く梅雨明けしたということだが、我々
小売業にとっては、天候はかなり影響する。加えて、新型コロナウ
イルスの感染状況が収まっている。これで客がかなり動いているの
で、これから良くなる。

○
コンビニ（商品開発担
当）

・梅雨明けが早くなりそうで、暑い期間が長い分だけ期待が持てる
が、一方で水不足が心配である（東京都）。
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○

コンビニ（従業員） ・今年の夏は、前年も開催されなかった祭りが行われる。多くの人
でにぎわう祭りは来客数の動きに大きく影響する。街中にあるコン
ビニでは、祭りの途中で飲物や食べ物を買うことも増える。大きな
イベントが売上に影響を及ぼすため、今年の夏は前年よりも来客数
の増加に期待できる。

○

衣料品専門店（経営者） ・新型コロナウイルスの感染状況も気にならなくなった。県民割等
で動きが活発になる。衣料品はまだまだデフレ傾向が続いている。

○

衣料品専門店（経営者） ・不確定要素は多いが、身の回りのイベントなどが広がり、今まで
買い控えしていた分、新たな買物につながることが考えられる。消
費者が解放感から財布のひもを緩めることに期待している（東京
都）。

○
衣料品専門店（店長） ・これからバーゲンセールが始まることで、買い控えをしていた消

費者の購入が見込まれる（東京都）。

○ 家電量販店（店長） ・インバウンドの回復を願っている（東京都）。

○

家電量販店（経営企画担
当）

・夏のボーナス支給額の上昇、ウィズコロナの定着、ロシアのウク
ライナ侵攻のこう着状態による消費者心理の改善、少しずつインバ
ウンド需要が回復することで、業界需要が好転することを期待して
いる（東京都）。

○
家電量販店（従業員） ・マスクはまだ完全に外せないが、出かける人は増えているので、

今後に期待したい。

○
乗用車販売店（経営者） ・ある程度状況把握ができてきているので、生活ペースの基準等が

定まっている。

○

その他専門店［ガソリン
スタンド］（団体役員）

・全国旅行支援などもあり、８～９月と更に景気好転を予測してい
る（東京都）。

○

高級レストラン（営業担
当）

・新型コロナウイルス禍を踏まえ、これまで「会食なし」、「会合
のみ」であった個人利用が、徐々にではあるが「会食あり」に変
わっている。今後、ある程度は法人需要の回復も見込める（東京
都）。

○

高級レストラン（仕入担
当）

・新型コロナウイルス感染者数の減少による消費マインドの向上、
全国旅行支援等の後押しもあり、改善する半面、物価の高騰で余暇
関連の伸び率が鈍いことも考えられるため、総合的には若干の回復
にとどまるのではないか（東京都）。

○

一般レストラン（経営
者）

・２～３か月先は、今の売上に加えて、少しずつケータリングも
入ってくると思うので、今よりは少し良くなる。大きいパーティー
が何件か入ってきているので、１～２割程度は伸びるのではない
か。

○

一般レストラン（経営
者）

・新型コロナウイルスの感染拡大状況にもよるが、夏に向けて徐々
に客がお金を使えるようになってきているので、今より新規感染者
数が増えなければ、やや良くなる可能性が高い（東京都）。

○

一般レストラン（経営
者）

・今のペースでいけば良くなることを期待したいが、円安により不
景気になる可能性を考えると、必ずしも良くなるとは言い切れな
い。

○

一般レストラン（経営
者）

・物価高騰の要因が単純にロシアのウクライナ侵攻の影響であれ
ば、どこかのタイミングで不景気に転落しないか不安である（東京
都）。

○

その他飲食［カフェ］
（経営者）

・新型コロナウイルスの感染状況により大きく変動することは間違
いない。このままの状態が続けば良くなるが、円安による輸入品、
ガソリン価格の高騰に伴う流通の価格上昇も気になり、どのように
変化していくのか不安材料はある。当社はコーヒー豆製造もしてい
るため、価格の高止まりが分からない。値上げもしたばかりで、原
料の高騰はかなり厳しい状況ではある。少し良くなると回答したも
のの、正直分からない（東京都）。

○

都市型ホテル（スタッ
フ）

・今後の新型コロナウイルス感染状況と政府の対応、感染症法上の
分類の変更、あとはマスク着用についての政府からの指示、そう
いったものがもう少し明確に出てくれば、必ず良くなっていく。

○

都市型ホテル（スタッ
フ）

・世間がウィズコロナの傾向にあるため、新型コロナウイルス感染
者数が大幅に増えなければ、例年並みとはいかないまでも、売上は
良くなる。今までが悪過ぎたので、景気が良くならなければ、業界
全体の厳しい状況は改善されない。

○
都市型ホテル（スタッ
フ）

・新型コロナウイルス感染者数が収束することは考えにくいが、こ
のままいけば夏季の客足は現状より増加する。
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○

旅行代理店（従業員） ・新型コロナウイルス禍以降は新規受注、新型コロナウイルス感染
症のまん延、旅行中止、というサイクルから抜け出せなかった。し
かし、徐々に実施案件も発生し、安定してきている。新型コロナウ
イルスの感染状況が現状のままで推移していけばという条件付だ
が、秋に向けて景気が良くなっていくことを期待する。

○

旅行代理店（販売促進担
当）

・国内の個人旅行は、全国旅行支援が始まるので、８月以降は伸び
ると予想している。９月は教育旅行の予約も順調に入っている。イ
ンバウンドも本格的にツアーが入ってくるので、加味しての判断で
ある（東京都）。

○

旅行代理店（営業担当） ・９月頃にはＧｏ　Ｔｏ　Ｔｒａｖｅｌキャンペーンが再開される
ということなので、前年同時期と比較すれば、急激に売上が伸びる
だろうと期待している。

○
タクシー運転手 ・年末までには、海外からの入国者数、インバウンド需要の回復が

見込まれるので、多少良くなる（東京都）。

○

タクシー運転手 ・降雨がやや少ないようで、本来の梅雨の忙しさではないが、それ
なりに仕事はできている。週末は非常に忙しく、ロングの客もあ
り、やっと本来の仕事に戻ってきている。

○

タクシー運転手 ・飽くまで、物価の上昇がどこまで影響するかによるが、少なくと
も新型コロナウイルス感染症の影響はなくなってきて、人の動き、
流れが大きくみられるので、期待したい（東京都）。

○

タクシー運転手 ・新型コロナウイルス禍からやや元に戻りつつある。この仕事は景
気によって客が増減するが、今は急激な気温上昇により客がかなり
増えている。涼しくなる秋口から、本当の景気が分かる（東京
都）。

○
タクシー（団体役員） ・ウクライナ情勢の影響で、今後の燃料費高騰などの不安要素もあ

るが、多少持ち直している。

○

通信会社（経営者） ・新型コロナウイルスの感染状況も収束に向かい、自粛生活から解
放され、商店街、街中に繰り出す機会が増えて、消費を押し上げる
（東京都）。

○
通信会社（社員） ・他事業者の要因により、申込件数が若干良くなる（東京都）。

○
通信会社（経営企画担
当）

・案件の動きが活性化することを期待している（東京都）。

○

通信会社（管理担当） ・新型コロナウイルス感染者数が落ち着いていることと、それに伴
う経済の活性化などにより、新たなビジネスも生まれてきているこ
とから、徐々に良くなる方向へ推移する（東京都）。

○ 観光名所（職員） ・来客数の増加率から判断している（東京都）。

○

パチンコ店（経営者） ・新型コロナウイルス感染者数の下げ止まりやウクライナ情勢、円
安の影響を受け諸物価が上がってきており、まだ先行きに対する不
透明感が拭えないが、参議院議員選挙後の政府の景気対策に期待す
る意味も込め、良くなっていく。

○

その他レジャー施設［ボ
ウリング場］（支配人）

・予約の入り方、学生の動向、街中の様子、近辺の渋滞など全てを
見て総合的に判断している（東京都）。

○

その他レジャー施設［総
合］（広報担当）

・新型コロナウイルスの感染者数がなかなか減らないのが心配だ
が、今の傾向から見て、来場者数は増えていくと予測している（東
京都）。

○

その他レジャー施設［複
合文化施設］（財務担
当）

・ロシアのウクライナ侵攻が終結すれば、やや良くなる（東京
都）。

○

その他サービス［福祉輸
送］（経営者）

・いまだに自動車のサプライチェーンの問題は改善されていない
が、これから徐々に行われる各メーカーの新車発表次第である（東
京都）。

○

その他サービス［フィッ
トネスクラブ］（エリア
統括）

・マスク着用の緩和や、政府の景気対策から、徐々に上向きに転じ
ると予想している（東京都）。

○

設計事務所（経営者） ・民間の設計業務は、様子見で、余り増えないような感じがする。
客への訪問回数を増やしたり、連絡を取ったりなどしているが、早
晩良くなる雰囲気はない。行政の指名入札などは多少プラスになっ
ているので、社員共々頑張っていきたい。
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○

住宅販売会社（従業員） ・今月から、ウッドショック、アイアンショックに伴う販売価格の
値上げを行ったが、価格を抑えた新商品を発売することが決まっ
た。その新商品による販売量の増加と、販売量が悪過ぎた今月より
は回復するだろうと見込んでいる。

○
住宅販売会社（従業員） ・商談数が少し増えている。

○

その他住宅［住宅資材］
（営業）

・建築関係では、今年に入って資材価格の高騰が続いているが、物
件を延期や中止にはできないことから、エンドユーザーに価格転嫁
する形が常態化して受注していく予定で、仕事量を確保できる見込
みである（東京都）。

□

商店街（代表者） ・商店街を歩いている客は、前よりは少し増えている。ただし、店
の前を歩く人のうち、店内に入って買物をする客の数が少なく、少
しは良くなっているとはいえ、まだまだである。新型コロナウイル
スの感染者数がまた若干増えてきているが、今後落ち着いた段階
で、人の動きがもっと良くなれば、売上も少し改善してくるのでは
ないかと期待している。

□

商店街（代表者） ・商店街ににぎわいが戻りつつある。８月の祭りは規模を縮小し、
各種の規制をクリアして開催するので、苦労が報われると良い。

□
一般小売店［家電］（経
理担当）

・以前から決まっていた工事があるが、その他は、商材の手配が間
に合うかどうかが問題である。

□

一般小売店［家具］（経
営者）

・景気は悪い状況のまま変わらない。ボーナスなどがやや多くなる
というニュースもあるが、景気に結び付くことはない。この状況が
続くのではないか（東京都）。

□

一般小売店［印章］（経
営者）

・７月１日から、プレミアム付商品券が再度発売される。期待はし
ているものの、いつも肩透かしで終わっているのが残念である。７
月１日から応募受付、12月１日から使用可能ということなので、多
少なりとも期待を持って進んでいきたい。

□

一般小売店［米穀］（経
営者）

・ウクライナ情勢の影響で燃料価格が高騰しており、食料品等の値
上げも見えているので、消費購買が慎重になる（東京都）。

□
一般小売店［眼鏡］（経
営者）

・良くなってほしいと願っているが、なかなか厳しい。

□

一般小売店［文具］（販
売企画担当）

・これから文具だけでなく、スチール家具、その他の商材について
も値上げの予告が多くある。そのため、売上は一時的には上がる。
ただし、客によっては、値上げをしたことによる買い控えも起きる
のではないかと予想される。そうしたことから、最終的には変わら
ないのではないか。

□
一般小売店［茶］（営業
担当）

・販売量が伸びていないので、今年のボーナスは期待できない（東
京都）。

□
一般小売店［書店］（営
業担当）

・しばらくは円安の影響が続き、輸入商材の販売量が抑えられる
（東京都）。

□
百貨店（総務担当） ・厳しい暑さが予想され、消費に対する慎重な姿勢が継続すること

が予想される。

□

百貨店（総務担当） ・景気に悪影響を与えると考えられる様々な要因について、はっき
りとした明るい方向性が見えないなかでは、何となく良くなってい
る程度で、明らかな上昇傾向は感じられない。今後の成り行き次第
では、良くも悪くも、どちらにでも転じてしまうことはあり得る
（東京都）。

□

百貨店（総務担当） ・新型コロナウイルスの感染状況は収束しておらず、また、海外情
勢により物価高が進んでいる。この先、消費に対して慎重な行動を
とることが予想される（東京都）。

□

百貨店（営業担当） ・値上げ品目が増え続ける状況で、生活者も購買には慎重であり、
継続して売上が伸長するかについては不安である（東京都）。

□

百貨店（営業担当） ・テナントとの家賃などの契約内容で業績が決まる。出店している
小規模のテナントは、新型コロナウイルス禍で相当傷んでおり、契
約終了時にもなかなか条件交渉をすることが難しい状況にあるた
め、結果としてメジャーではない小～中型の店舗は厳しい状況にあ
る（東京都）。

□

百貨店（販売促進担当） ・中国はゼロコロナ政策を継続しており、インバウンド需要が新型
コロナウイルス発生前まで回復するには、まだ時間が掛かる（東京
都）。
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□

百貨店（経営企画担当） ・ウクライナ情勢に伴う輸出入制限等による円安、原油高の影響に
より、一般消費者の財布のひもは固くなりそうである。食料品の値
上げについても、購入回数を控えるなど、食料品に対する支出は限
られていることから、大きく伸びることはないと推測しており、し
ばらくは厳しい状況が続く（東京都）。

□

百貨店（店長） ・県民割などの効果で更に人流が増加する一方で、お金の使い方と
して、海外旅行など一部に違う需要が出てくると思われる。全体と
しては、世界情勢や円安、インフレなど様々な影響から、購買自体
を控える動向も懸念される（東京都）。

□

百貨店（管理担当） ・物価の上昇や先行き不安などがあり、一旦は回復がみられた消費
行動も、再び縮小し始めているようである（東京都）。

□

百貨店（店長） ・各種値上げの動きは継続しており、消費者は引き締めるところと
使うところにメリハリをつけている。夏の需要が落ち着いた後は、
秋の行楽シーズンを踏まえても、現状から更に大きく改善すること
は難しいとみている。

□
スーパー（経営者） ・ロシアのウクライナ侵攻や円安が落ち着くまでは変わらない。も

う企業の努力うんぬんではない気がする。

□

スーパー（経営者） ・１品単価は上がっているが、その分買上点数が落ちているため、
じりじりと悪くなっているような感じがしている。いろいろな物の
値上がりが続いていることで、どうしても客が買い控え、節約志向
になっていて、非常に難しい状況である。粗利を上げて経費やロス
の削減をしっかりやっていくしかない。

□

スーパー（店長） ・客の買い方を見ていると、疲れてしまうのではないかと感じる。
客の購買動機が価格の安い店となると、３か月後は今よりも悪くな
ると予想されるが、今の段階では近所のスーパーを見て安い物を買
い回るという様子なので、３か月後も恐らく今と変わらない形で推
移するのではないか（東京都）。

□
スーパー（店長） ・商材の値上げがまだ続くため、売行きへの影響が懸念される。

□

スーパー（営業担当） ・内食化傾向も落ち着いてきており、周囲の社会情勢から、単価の
上昇が更に続いていくとみている。それに合わせて販売量並びに来
客数の落ち込みも続く予想である（東京都）。

□

スーパー（販売担当） ・価格上昇は今後も続く見通しであり、メディアでは物価上昇は収
まる気配がないと連日報道されている。また、将来の年金受給額も
物価変動で下がっているため、危機感を持っている。

□
コンビニ（経営者） ・コンビニにとって大切な夜間、深夜の売上増加は全く見込めない

ため、現状維持が精一杯である。

□

家電量販店（店長） ・現状を踏まえると、今後も生活必需品を中心に消費は落ちない。
ただし、し好性の高い商材に関しては景気に影響されやすいので、
景気次第である（東京都）。

□

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。客
の購買意欲はあるものの、半導体不足で生産が間に合わず、新車を
注文しても納期が半年くらい掛かるため、購買意欲がなくなってい
るような気がする。

□
乗用車販売店（経営者） ・新車の売上の減少分をサービス部門で補う状態が続く。

□
乗用車販売店（営業担
当）

・客の反応が悪く、購買意欲が感じられない。

□

乗用車販売店（販売担
当）

・ロシアのウクライナ侵攻が終結し、食料、燃料などの価格が下
がってこないと、やはり企業やユーザーはお金に対してシビアに
なってきて、なかなか物を買ってくれない、若しくは単価に対して
注文を付けて少しでも安く買おうと交渉する様子が見受けられる。
したがって、ここ２～３か月については、今のやや悪い状態のまま
で変わらない（東京都）。

□ 乗用車販売店（店長） ・納期遅延が解消しないとうまくいかない。

□
乗用車販売店（総務担
当）

・現状が続くことが予想される。また、サービス需要も悪化する。

□
乗用車販売店（渉外担
当）

・自動車の生産体制正常化のめどが立たない。

□
乗用車販売店（営業担
当）

・これといって影響があるような出来事がない（東京都）。
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□
乗用車販売店（営業担
当）

・半導体不足と新型コロナウイルス感染症の影響がある（東京
都）。

□
その他専門店［ドラッグ
ストア］（経営者）

・猛暑でかつ電力不足なので、夏物商材が例年以上に動く可能性が
ある。

□
その他専門店［ドラッグ
ストア］（経営者）

・当店では、大体一定して同じ商材を１年中売っているため、販売
量は年中ほぼ変わらず、普通に出ている。

□

その他専門店［雑貨］
（営業担当）

・全国旅行支援などにより、国内の人流は更に大きく回復し、旅行
やサービス業などは復調の兆しだが、雑貨や食品を取り扱う業界に
おいては、値上げの影響から実質的には横ばいが続く（東京都）。

□

その他小売［ショッピン
グセンター］（統括）

・夏のボーナス支給も景気の良い話も聞こえているが、恩恵は一部
の方なのか、期待はできない（東京都）。

□
その他小売［生鮮魚介卸
売］（営業）

・この先、天候不順の影響などが懸念され、良くなる要素は見いだ
せない（東京都）。

□
高級レストラン（経営
者）

・予約数が増えない。

□

高級レストラン（役員） ・現状としては回復基調にあるが、直近の新型コロナウイルス感染
者数の増加傾向と、円安、ウクライナ情勢、エネルギー関連などに
よる物価上昇もあり、この夏で消費者の消費傾向がどうなるかは不
透明である。相殺すると、現状維持程度になる可能性もある（東京
都）。

□

一般レストラン（経営
者）

・テイクアウト部門の数は少し伸びているが、イートインに関して
は、新型コロナウイルス発生前の来客数にはいまだ及ばない（東京
都）。

□

一般レストラン（経営
者）

・新型コロナウイルス感染対策の規制がほとんど解除されても、客
の戻りはまだまだ厳しい。また、円安やロシアのウクライナ侵攻に
よる仕入コストや経費全般の高騰で、より一層厳しくなっている。
新型コロナウイルス感染者数の減少、インバウンドの規制緩和がよ
り進み、早く営業利益が出るようにならないと、会社が持たない
（東京都）。

□

一般レストラン（経営
者）

・同業者の都内の飲食店でも、きちんとした客を取っている店は、
やはり夜の客が戻ってきていないところがまだ多いようである。一
見さんや単価の安い客を取っている地域や店などには、それなりに
客が戻ってきているだろうが、そういう少々怪しい店だけでは、飲
食業界は成り立っていかない。

□
一般レストラン（スタッ
フ）

・特に国からの対策があるわけではないので変わらない。

□

その他飲食［居酒屋］
（経営者）

・新型コロナウイルス感染防止の規制が解除されたことにより、来
客数は増えてきているが、インフレによる値上げの影響が心配され
るため、プラスマイナスゼロで変わらない（東京都）。

□

その他飲食［給食・レス
トラン］（役員）

・外食部門に限ると、新型コロナウイルス発生前に戻るためには感
染状況がもう少し落ち着く必要がある。したがって、これから３か
月程度は急激な変化はないものとみている（東京都）。

□

旅行代理店（従業員） ・円安でホテル等の地上費の原価に影響が出ており、旅行代金も高
めに設定せざるを得ない。せっかく２年ぶりの海外旅行再開なのに
円安となり、タイミングが悪い（東京都）。

□
旅行代理店（営業担当） ・全国旅行支援が充実すれば、需要が増える（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少しきっていないことから、
やはりまだ不安が大きい。これからお盆休みに入り、行動が自由に
なってくると、再び感染者数が増えてくるかもしれないので、慎重
に動いて、様子を見ながらの生活になりそうである。

□
通信会社（経営者） ・通信機器の枯渇状態が解消されない限り、当面現状が続く（東京

都）。

□

通信会社（営業担当） ・転居に伴う人の動きが新型コロナウイルス発生前まで急激に回復
する見込みは薄く、現状がニューノーマルとなる可能性がある。

□

通信会社（局長） ・新電力会社の倒産、サービス停止が相次ぐなか、当社のメリット
はあるが、若年層を中心としたテレビ離れの傾向は顕著であり、
トータルグロスは余り変わらない（東京都）。

□ 通信会社（営業担当） ・良くなると思える材料が全くない。

□
通信会社（経理担当） ・売れないわけではないが、利益率が低下しているので、景気は何

ともいえない。
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□
その他サービス［立体駐
車場］（経営者）

・新型コロナウイルス感染症が終息するまでは悪いままが続く。こ
れ以上悪くなりようがない。

□
設計事務所（経営者） ・来月辺りで終わる案件があるが、その代わりに入ってくる案件は

今のところない。

□
設計事務所（経営者） ・民間、官庁共に新規受注は厳しい状況が続くと思うので、しばら

くはこのまま推移する。

□

住宅販売会社（経営者） ・新型コロナウイルスの感染状況が収束し、ロシアのウクライナ侵
攻が終結しない限りは、景気は良くならない。早く落ち着くことを
願っている。円安もかなり続いている。政府には景気対策を期待し
ている。

□

住宅販売会社（従業員） ・このまま地価及び資材価格の高騰が続くと厳しくなりそうであ
る。そのなかで、工夫をして賃料を上げられる物件を検討していく
予定である。今後も景気は大きく変化しない。

□

その他住宅［住宅管理・
リフォーム］（経営者）

・仕事の性質上、決定するまでに時間が掛かるため、すぐには回復
しない。

▲

一般小売店［和菓子］
（経営者）

・この先まだまだ値上げが続きそうなことと、新型コロナウイルス
の感染者数が再び増加に転じていることがやや懸念される。

▲
一般小売店［酒類］（経
営者）

・状況が変わらないため、好転への期待が持てない。

▲

百貨店（販売促進担当） ・ウクライナ情勢に端を発した燃料費、食品等の値上げが拡大して
おり、さらに、電力不足等、今後に対して不安を感じる事柄が多く
なっていることから、消費には消極的になるとみられ、景気はやや
悪くなる。新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いてきたことに
より、外出機会の増加に伴う消費の回復に期待したいが、猛暑予想
の夏に向けて不安も感じる。

▲
百貨店（財務担当） ・物価上昇等が徐々に消費にマイナス影響となる懸念がある（東京

都）。

▲

スーパー（販売担当） ・ガソリン価格の高止まりや、電気代、ガス代の値上げなどに加
え、売場に出ている商材の多くがこれから値上げされていく。客は
値上げに対してシビアな買い方や買い控えをすると予想されるの
で、やや悪くなっていくのではないか（東京都）。

▲

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、円安や原油高に
よる商材の値上げの影響がかなり大きく家計にのし掛かるので、よ
り一層節約志向にシフトしていく（東京都）。

▲

スーパー（総務担当） ・新型コロナウイルス感染者数は下げ止まり、インフルエンザの流
行も見込まれている。また、大多数の商材が値上げになるが、実質
賃金が上がっているという感覚がないなかでの値上げとなり、客の
買い控えがあるのではないか。新型コロナウイルスの感染状況が収
束していないとはいえ、県民割等を含めたコト消費が増えているの
で、モノ消費はなかなか大きく伸びない。小売業としては厳しい。

▲ スーパー（総務担当） ・物価も電気料金も上がっている。

▲

スーパー（仕入担当） ・ウクライナ情勢、新型コロナウイルス感染症の問題、円安と懸念
材料が多く、生活不安から消費はますます冷え込んでいく。

▲ コンビニ（経営者） ・物価の高騰で経費が増加する（東京都）。

▲
コンビニ（経営者） ・来客数に加えて売上も、いろいろな商品群、特に食品系でかなり

落ちている。

▲

コンビニ（経営者） ・商材の値上げにより、売上が減少傾向にある。売上は夏季が一番
伸びるため、猛暑が続けば持ち直すのではないかと期待している。

▲

衣料品専門店（経営者） ・原材料の値上げが厳しい。繊維関連の仕事だが、輸入糸の価格が
上がっており、当然販売価格も上がるので、そういう意味で今後ど
うなるか不安がある。イベントが増えてきて、人の流れが出てきて
いるが、まだ安心というわけにはいかないので、その辺りを総合的
に判断すると、やや悪くなる。

▲ 衣料品専門店（統括） ・夏物需要が終わり、衣料品業界としては閑散期に入る。

▲
衣料品専門店（役員） ・物価高の影響を一番受けるのは衣料品関係である。ロシアのウク

ライナ侵攻が終わるまでは厳しそうである。

▲

家電量販店（店長） ・物価高の影響が日を追うごとに出てくる。消費者は今までより優
先順位を考えてお金を使うようになり、景気が良くなる環境ではな
い。

家計
動向
関連

(南関東)



8/12

▲
住関連専門店（統括） ・新型コロナウイルス禍でまだまだ客を動員できないので、今しば

らくこの状態が続くのではないだろうか。

▲
その他専門店［貴金属］
（統括）

・このまま物価上昇だけが続くと、消費全体が落ち込み、景気は
徐々に悪くなる（東京都）。

▲

一般レストラン（経営
者）

・３か月後もウクライナ情勢等や円安等、社会情勢の影響で、まだ
まだ値上げは続く。所得を上げないといけないのだが、アルバイト
等の扶養の限度額130万円などを撤廃するか、200万円、300万円に
上げないと、一向に良くなる気がしない。その辺は政府の考え方次
第である。

▲

一般レストラン（経営
者）

・今月はかなり予約が入ったので良かったが、７～８月の予約表を
見ると、暑さもあり、今月よりも数が少なくなると見込んでいる
（東京都）。

▲

旅行代理店（経営者） ・遠くへ出かける客からぽつぽつ声が掛かっている。家族でそろっ
てどこかへ出掛けて、日帰り温泉でも入ってこようかなという話に
なっているので、多少は良くなってきているが、まだまだ企画のみ
や、日帰り旅行等のみである。

▲
旅行代理店（従業員） ・物価上昇に伴い、旅行を控えるような動きになるのではないか

（東京都）。

▲
タクシー（経営者） ・原油高に端を発する値上げラッシュが続き、その影響が出る。

▲
通信会社（社員） ・前年度はイベント事業の復活もあり、明るい兆しがあった。今年

度はそれを上回る様子がない（東京都）。

▲
通信会社（営業担当） ・物価高騰や円安に対して効果的な対応策を見つけられないままで

は、景気は大きく失速していく可能性が高い。

▲

通信会社（営業担当） ・当面、物価の高騰が続くと予想されるので、娯楽要素の多いもの
が削減対象となり、当社の景気も厳しくなっていく（東京都）。

▲
通信会社（経営企画担
当）

・物価高傾向により、客の支出が減る傾向になるのではないかと危
惧している（東京都）。

▲

通信会社（管理担当） ・インフラの稼働に必要な電気料金など維持費用の高騰、半導体供
給の乱れに伴う宅内設置機器の調達への影響が懸念される。加え
て、これまで減少してきた新型コロナウイルス感染者数が増加に転
じていることも、客との接点の減少につながると考えられ、景気は
悪化基調と判断する（東京都）。

▲

ゴルフ場（経営者） ・通常どおりの生活に戻り始めているので、ゴルフ以外のレジャー
に人が分散することもあり、来場者数、売上共にやや減少する。ま
た、今年の夏は猛暑が予想されていることから、屋外のレジャーは
足が遠のくのではないか。

▲
その他レジャー施設［映
画］（営業担当）

・景気が良くなる要素が出てきそうにない（東京都）。

▲ 美容室（経営者） ・新型コロナウイルス感染症が早く収束してほしい。

▲
その他サービス［学習
塾］（経営者）

・夏期講習も外部生の入りが非常に少なく、料金を重ねて聞く親は
とても多いので、これから悪くなる。

▲
その他サービス［保険代
理店］（経営者）

・いまだに新型コロナウイルス禍にあり、購買意欲に乏しい。世の
中に不安感や疑念がある。

▲

設計事務所（所長） ・ここにきて、また建設資材価格の値上がりがみられるため、全く
先の単価が読めず、また資材調達の不安もあり、先が見通せない。
景気が上がる気配は感じられない（東京都）。

▲

設計事務所（所長） ・新型コロナウイルス感染症に続き、ロシアのウクライナ侵攻によ
り、先行きが非常に不透明な状況が続いていることから、物価高騰
と同時に仕事量も激減するのではないかという懸念でいっぱいであ
る。

▲
設計事務所（職員） ・景気が上向く傾向や動きが出てくる可能性は小さい（東京都）。

▲
住宅販売会社（総務担
当）

・資材価格高騰の影響が顕著に表れる。

× 商店街（代表者） ・原因が分からない。

×

一般小売店［家電］（経
営者）

・新型コロナウイルス感染症の影響がまだ続いているせいもある
が、客の購買意欲というか、設備投資などの話も今は止まっている
状態である。品物が入ってこないことにはということもあるのかも
しれない（東京都）。

×

一般小売店［食料雑貨］
（経営者）

・人件費、原材料費、水道光熱費等の高騰に対し、価格競争がある
ために相応分の値上げができない小売店の業績は悪くなり、携わっ
ている従業員の給料も上がらなくなる。

家計
動向
関連

(南関東)
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×

スーパー（経営者） ・加工食品だけでなく、生鮮食品の仕入価格も上がっている。当社
の製造商品はまだ値上げしていないが、売行きは良くない。この先
値上げしたら、どうなるか分からない。

×

スーパー（ネット宅配担
当）

・円安の影響で仕入原価の高騰が更に進んでいる。また、電気やガ
スなどのコスト上昇もあり、経費が大幅に増えている。価格への転
嫁を急ぎ対応するが、今後かなり消費が冷え込むのではないかと懸
念している。

×

衣料品専門店（店長） ・ロシアのウクライナ侵攻による素材不足、中国上海のロックダウ
ンの影響で物資の手配が難しくなっており、必然的に物価上昇によ
る買い控えが顕著に起きている。

×

衣料品専門店（従業員） ・世界情勢の悪化や円安等による材料価格の高騰に伴い、製品価格
が上がり、それがますます転嫁できなくなるため、非常に困難な状
態になる。

× 通信会社（管理担当） ・物価上昇により買い控えが増加する。

×
ゴルフ場（経営者） ・海外との金利差から円安が進み、今後も物価が高騰し続ける。

×

ゴルフ場（従業員） ・賃上げと最低賃金の引上げは全体的には正比例ではない。企業全
体として人件費は増やせず、最低賃金が上がるとしたら、企業内の
賃金バランスが崩れ、景気回復にはつながらない。新型コロナウイ
ルス感染症、物価の上昇、電力不足、地球温暖化など、景気回復の
兆しが見えない。

×

ゴルフ場（経理担当） ・円安下での原材料や資源エネルギー価格の高騰により、固定費が
膨張している。特に、メンテナンス上必要な肥料薬剤の多くは輸入
品である上、素材価格高により調達価格が高騰し、納期に遅れもみ
られる。今後も物価上昇圧力が一段と加速する可能性が高く、景気
改善に重大な痛手となることは不可避と考えられる。近年の猛暑に
より散布肥料薬剤や光熱費負担が増加する上に、夏期の来場者数減
少期を迎え、収益性は極めて厳しい状況に置かれることが予想され
る。設備の維持管理上で必要な設備投資にも着工遅れがみられ、既
に2022年内の着工が困難な案件も見受けられ、ＢＣＰに影響を及ぼ
している。

×
競輪場（職員） ・事業自体の検討が必要になっている。10月からの下期に向けて運

用を検討中である。

◎
その他サービス業［ソフ
ト開発］（従業員）

・受注量が増えている。６月にボーナスが支給され、７月の昇給も
決定している。

○
電気機械器具製造業（経
営者）

・現在、手持ちの受注残が若干増えてきている。したがって、２～
３か月先は今よりもやや良くなる（東京都）。

○
建設業（従業員） ・取引先の様子で、物件が決まりつつあるという感じがする。

○

輸送業（経営者） ・荷主の新たな配送網が７月から始動し、現状の改善が見込まれる
ため、少しではあるが、状況が好転する可能性がある（東京都）。

○
輸送業（経営者） ・新型コロナウイルスの感染状況が収束に向かう（東京都）。

○

金融業（従業員） ・今後は夏季休暇があり、遠方への外出機会から消費が増える。し
かし、電力供給量の低下等により規制が厳しくなると、景気が停滞
することもあり得る。

○

不動産業（総務担当） ・新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いていることにより、人
流も増えているので、今後は店舗の売上が増えていきそうな手ごた
えを感じている（東京都）。

○
広告代理店（営業担当） ・外国人観光客の受入れで、少し物が動くのではないか（東京

都）。

□
化学工業（従業員） ・８～10月にかけて輸送費の値上げ要請が来ており、良くなる要因

が見つからない。

□

プラスチック製品製造業
（経営者）

・新型コロナウイルス感染症や諸物価の上昇の影響が出てくると思
うが、基本的には今後それほど大きく変わることはない。

□

金属製品製造業（経営
者）

・仕事が動き出したようなので、大口狙いの営業に力を入れるよう
努力する。大企業は新規事業が動き出したとのことなので、期待し
ている。

□

一般機械器具製造業（経
営者）

・国際的な物の流れ、資材の供給状況を含む世界情勢を見ると、楽
観視できない要素が多いので、取引量の改善は一時的なものとみて
いる。

家計
動向
関連

(南関東)

企業
動向
関連

(南関東)
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□

輸送用機械器具製造業
（総務担当）

・日本国内の新型コロナウイルス感染症の影響はかなり落ち着きつ
つあるものの、海外ではいまだに余波が残っている。自動車メー
カーは海外での部品調達が安定しないと、年度当初の計画まで生産
を伸ばすことは困難である。まだ景気回復には程遠い。

□
輸送業（総務担当） ・荷主の国内出荷は低迷し続けている。また、輸出量は全くない。

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禍や半導体不足の影響も徐々に薄れ、当面は

回復の動きが続くと見込んでいる（東京都）。

□

金融業（従業員） ・長引く原材料価格高騰への対策として、一部の事業者では、仕入
先と価格交渉を行うことで収益への影響を抑えようと努力をしてい
るようである。一方、最近の急速な円安進行については、どこまで
影響が出るのか見通しが立たず、不安に感じるという声が多く聞か
れる（東京都）。

□
不動産業（経営者） ・在宅ワークの定着が進み、新築、賃貸に限らず間取りの広い物件

への要望はしばらく続く。

□
不動産業（従業員） ・引き続き不動産価格は高値をキープすると予想している（東京

都）。

□

広告代理店（従業員） ・良いか悪いかでいえば、良いとはいえない。新型コロナウイルス
禍からの回復基調に陰りが見えるのは、ウクライナ情勢、値上げ
ラッシュ、円安などが影響している（東京都）。

□

税理士 ・米中の景気に日本は大きく左右される。現在の国内は、やはりウ
クライナ情勢、食糧危機、エネルギー危機、円安の影響から物価高
になっており、先行きも変わらない。ウクライナ情勢の影響による
エネルギー危機等が解消されないと、状況は変わらないのではない
か。景気は余り良くない方向にいっている（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）。

□

その他サービス業［廃棄
物処理］（経営者）

・工場稼働率が回復しつつある取引先もある一方で、廃業等に踏み
切るところもあり、変わらない状態が続くものと予想される。

□
その他サービス業［警
備］（経営者）

・このまま数か月は変わらない。

□
その他サービス業［映像
制作］（経営者）

・簡易な撮影などが普及したため、ビジネス形態が変化し、今の状
況は変わりそうにない（東京都）。

▲
食料品製造業（経営者） ・原材料、包装資材の値上げが止まらず、悪影響しかない。

▲

出版・印刷・同関連産業
（所長）

・資材の値上げが段階的に行われそうで、終わりが見えない。理解
してくれるクライアントとそうでないところがあり、対応に苦慮し
ている。

▲

出版・印刷・同関連産業
（営業担当）

・外売りといっても、ＦＡＸなりメールで注文をもらって、そのま
ま郵便で送るという形であるが、やや落ちてきているような感覚で
ある。梅雨であったこと、新型コロナウイルス禍ということ、ここ
にきての気温上昇で客が外出を控えていることから、店頭での現金
取引は激減している。これからも暑さは続くので、店売りが非常に
厳しくなるとの見通しを立てており、やや悪くなると予想している
（東京都）。

▲
化学工業（総務担当） ・原材料費の高騰が続き、販売価格に転嫁したいが、値上げにより

需要家が安価な材料へと動くことが心配である。

▲

プラスチック製品製造業
（経営者）

・医療品容器の受注は落ち着いてきているが、化粧品容器の受注は
上昇機運が見られない。さらに、材料の値上げが続き、経営環境は
厳しい。

▲
金属製品製造業（経営
者）

・ロシアのウクライナ侵攻などの不安要因があるなかで、世界的に
景気が下がっていく。

▲

その他製造業［鞄］（経
営者）

・周囲に話を聞いても、また、社会的にも、景気が良くなるような
話は飛び込んでこない。良くなる理由が今のところ見つからない。

▲
その他製造業［化粧品］
（営業担当）

・物価上昇により消費者の購買意欲が低下している（東京都）。

▲
建設業（経営者） ・いろいろな段階においての景気対策がうまく連携されておらず、

余りすぐに景気が良くなることは考えられない。

▲

金融業（従業員） ・ウクライナ情勢を発端とするエネルギー環境の変化や円安の影響
により、物価が上昇している。物価の上昇は想像以上に国民生活に
大きな影響を与え、実生活に重くのし掛かっており、景気の後退が
懸念される。

企業
動向
関連

(南関東)
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▲

金融業（総務担当） ・食品等の値上げや、ガソリン価格の高騰が徐々に消費者に影響し
てきており、小売業やサービス業の売上にも影響が出てくると思わ
れる。新型コロナウイルス感染者数が増加傾向にあるので、今後、
飲食業等にも影響が出てくるのではないか。不動産業では、資材の
高騰や設備機器の品不足により販売価格が上がり、販売に影響が出
てくる。全体的にはやや景気は悪くなる（東京都）。

▲

不動産業（経営者） ・月末になって、新型コロナウイルスの感染者数が、若干ではある
ものの増えてきているようである。インフルエンザも発生し、学級
閉鎖のところも出てきている。会合等も少しずつ増えてきている
が、感染者数が増えないことを祈っている（東京都）。

▲ 広告代理店（経営者） ・円安の影響がある（東京都）。

▲

広告代理店（従業員） ・主要取引先では、半導体等の納期遅れにより商材自体の納入が遅
れており、その影響で宣伝ＰＲ等の自粛傾向が見受けられる。

▲ 経営コンサルタント ・円安による物価高などが見込まれる。

▲

税理士 ・参議院議員選挙での野党の言い分である最低賃金の全国一律など
あり得ないし、地方の企業が倒れてしまう。与党の政策も今までと
変わりがなく、これで景気が回復するとは思えない。

▲

その他サービス業［ビル
メンテナンス］（経営
者）

・人件費が上がっているので、既存契約の値上げができないと厳し
くなる（東京都）。

▲
その他サービス業［ソフ
ト開発］（経営者）

・諸物価の高騰が問題である（東京都）。

▲

その他サービス業［情報
サービス］（従業員）

・円安や半導体不足からの脱却のめどが立たない。

×
出版・印刷・同関連産業
（経営者）

・７月以降はより受注量の減少が見込まれる（東京都）。

×

精密機械器具製造業（経
営者）

・金属部品加工製造業は受注量、営業利益率共にマイナス方向で非
常に厳しくなってきているなかで、最終取引先でもある大手自動車
メーカーの原価低減が始まるので、最悪である。

×
建設業（経営者） ・せめて新型コロナウイルスの感染症法上の取扱を早く５類に下げ

てほしい。

×
建設業（経営者） ・材料の高騰や納期不明で発注者側も困惑している。見積案件も激

減している。

×
建設業（営業担当） ・９月以降の資材値上げ連絡が相次いでおり、ますます新築着工件

数が減ることが予想される。

×

経営コンサルタント ・国は補助金配付ばかりで、火事場に水を掛けているだけである。
類焼しないような近隣への水掛けや、さらには燃えない建物造りな
どへの大きな投資などはしていない（東京都）。

◎
人材派遣会社（営業担
当）

・引き続き求職者数の増加を見込んでいる（東京都）。

○

人材派遣会社（経理担
当）

・新型コロナウイルス感染症の影響は大分落ち着いてきている。各
企業共に派遣求人数が増加傾向にあり、求人数、求職者数共に増加
するとみている（東京都）。

○

人材派遣会社（営業担
当）

・県内の国際空港を例にとると、観光、エアライン系の求人が徐々
に戻りつつある。夏以降来春にかけて、少しずつ減便していた路線
も戻る傾向にあるとのことである。それゆえ消費意欲も高まり、景
気回復傾向にシフトしていくのではないか。

○

求人情報誌制作会社（営
業）

・現在の人出の多さ、消費の多さが２～３か月先の景気を表してい
ることもある。今は人出が大分戻ってきて、以前よりも経済が回っ
てきている。このまま求人数が多くなることは、景気の上向きを表
す。少し先の景気が良くなることを願いながら、今を頑張るという
気持ちが大切ではないか。

○
求人情報誌製作会社（広
報担当）

・企業の採用者数が増え、賃金が上がっていけば、消費が増えて景
気も良くなっていくのではないか（東京都）。

□
人材派遣会社（社員） ・円安の状況が気にはなるが、企業の求人はこれまでと変わらず採

用を控えることはないとみている。

□

人材派遣会社（社員） ・緩やかになってきてはいるものの、求人数や派遣社員の長期就業
者数は依然として堅調であるため、今後もこのトレンドは継続する
（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（社員） ・需給のひっ迫に耐えきれず、なし崩し的な採用が年末に向けて加

速する（東京都）。

□
人材派遣会社（社員） ・求人の動向に変化がなく、３か月先においても大きな案件が入る

見込みがない。

□
人材派遣会社（支店長） ・急激な円安、原油高などにより企業業績に悪影響が出始めてお

り、人材需要も低下する懸念が強い（東京都）。

□
人材派遣会社（営業担
当）

・自動車産業においては、まだＥＶ化やＤＸ推進は道半ばであり、
今後も継続すると予測している（東京都）。

□

新聞社［求人広告］（担
当者）

・お盆明けの計画や予約は結構もらっているが、倒産、廃業が止ま
らないので、プラスマイナスゼロでほとんど変わらない。

□

職業安定所（職員） ・求人数が若干増加傾向にあり、景気は上向きかと思いつつ、ここ
最近は、新型コロナウイルス感染者数が前週に比べて増え続けてき
ているため、先が読めない状態となっている。

□
職業安定所（職員） ・ウクライナ情勢等の影響で物価上昇が続けば景気が減退する可能

性があり、予断を許さない。

□

職業安定所（職員） ・有効求人数は前月と比べて1.2％減少しているが、前年比では
11.4％増加しており、６か月連続して前年同月を上回っている。
前々年同月と比べると6.4％の減少であり、下げ幅は２か月前と比
べて約10ポイント改善している。

□

民間職業紹介機関（経営
者）

・企業には採用予定数に達しなくても良いといった楽観論がある。
新型コロナウイルス禍、ウクライナ情勢に加え、円安の加速によ
り、採用枠は縮小するかもしれない（東京都）。

□
民間職業紹介機関（経営
者）

・企業の業績拡大が期待できるような顕著な改善は期待できそうも
ない（東京都）。

▲

求人情報製作会社（経営
者）

・円安や株価の影響が徐々に出始めている。中小零細企業は、原価
の高騰を販売価格になかなか上乗せできない現状がある。そのた
め、賃金アップが進まず、消費も減退し、事業者の販管費コストも
絞り気味になるのではないか（東京都）。

▲
求人情報誌製作会社（所
長）

・物価が上がり、政治がどのような対策を採るかによって、変わっ
てくる。

▲

職業安定所（職員） ・新型コロナウイルス感染症の影響はやや改善されたものの、円
安、原材料高が企業の経済活動に負の影響を強めている。一部では
採用活動を見合わせる動きも始まっている（東京都）。

× ＊ ＊

雇用
関連

(南関東)


