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第10回「ふくしま景気ウォッチャー調査」
―2018年10月調査 ―

　当研究所では毎年４月・10月の年２回、街角の景況感調査として「ふくしま景気ウォッチャー調査」を
実施しており、今般、通算10回目となる調査を実施しました。
　内閣府が全国規模で毎月実施している「景気ウォッチャー調査」は、小売や飲食などの「家計動向関連」、
製造や運輸などの「企業動向関連」、人材派遣などの「雇用関連」の３分野に分けて集計しています。
　一方、当研究所の調査は、「家計動向関連」に焦点をしぼり、一般消費者と身近に接し、県内経済の最
前線で従事される方々に、身の回りの消費動向や景気の現状・先行きについて判断していただいています。
　今回の調査では、前回調査で判断指数が良化したものが再び悪化しており、業種や地域を問わず全般的
に指数の水準が低いことが特徴です。
　なお、今回は111名の方々にご回答をいただきました。厚く御礼申し上げます。

＜調査結果の要約＞

◇消費動向の現状判断（半年前と比較した現在）
　・�現状判断 DI（※）は全体で40.5（前回調査比△2.7㌽）と、横ばいを示す50を７回連続で下回った。
　・�業種別では、いずれの業種も50を下回り下降局面と判断されており、前回調査で横ばい（50.0）

近くまで上昇した小売関連と飲食関連も再び下降した。
◇消費動向の先行き判断（現在と比較した半年後）
　・�先行き判断 DI は全体で40.3（同△4.6㌽）と下降し、横ばいを示す50を下回り現状判断と同様に

下降局面と判断された。
　・�業種別では、最も指数が高い小売関連でも43.4（同△4.2㌽）にとどまった。
◇景気動向の現状判断（半年前と比較した現在）
　・�現状判断 DI は全体で41.2（同△2.0㌽）と、横ばいを示す50を下回り下降局面と判断された。
　・�業種別ではいずれの業種も50を下回っており、飲食関連36.3（同△6.8㌽）とサービス関連38.9

（同＋0.9㌽）が、ともに判断指数が30台と低い水準となった。
◇景気動向の先行き判断（現在と比較した半年後）
　・�先行き判断 DI は全体で39.6（同△4.6㌽）と、横ばいを示す50を下回り下降局面であると判断された。
◇主な業種の指数判断（コンビニ、旅館・ホテル、タクシー）
　・�コンビニの消費動向の現状判断 DI が54.1（同＋2.1㌽）と前回調査に引き続き50を上回り上昇局

面と判断された。
　・�タクシーの消費動向の現状判断 DI は31.2（同＋6.2㌽）となっており、前回調査に比べ判断指数

は良化したものの、マイナス判断したウォッチャーが多くを占めた。

（※）DI 値（判断指数）については、次ページ「調査要領５」を参照。
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○調査要領
　１．調査対象者
　　　県内の景気の動きを実態面から敏感に観察できる立場の方134名
　２．回収状況
　　　有効回答数� 111名� 回答者の業種・地域内訳は６・７のとおり
　　　回収率� 82.8％
　３．調査時期
　　　2018年10月
　　　（年２回、４月と10月に実施）
　４．調査内容
　　⑴　半年前と比較した現在の消費動向
　　⑵　⑴の判断理由
　　⑶　現在と比較した半年後の消費動向
　　⑷　⑶の判断理由
　　⑸　半年前と比較した現在の景気動向
　　⑹　現在と比較した半年後の景気動向
　　　※⑴⑶⑸⑹は５段階評価による回答とする。
　　　※�本稿では、消費動向は日々の仕事を通じて接する顧客の様子から把握できる購買状況、景気

動向は回答者の身の回りの経済情勢のことを指す。
　５．判断指数（DI 値）の算出方法
　　�　５段階の回答区分に、それぞれ下図のとおり点数を与え、それらに各回答区分の構成比（％）

を乗じて DI 値（Diffusion�Index）を算出する。
　　�　DI 値は50を判断の目安としており、50を上回っていれば上昇局面、50を下回っていれば下降

局面と判断する。

回答区分 良くなった
良 く な る

やや良くなった
やや良くなる 変わらない やや悪くなった

やや悪くなる
悪くなった
悪 く な る

点　数 ＋１ ＋0.75 ＋0.5 ＋0.25 ０

　６．調査回答者の所属分野・業種
分　　　野 調査対象者の代表的な業種

小 売 関 連（42名） 一般小売店　スーパーマーケット　コンビニエンスストア　など
飲 食 関 連（20名） 料理店　酒場　など
サービス関連（36名） 旅館・ホテル　タクシー　娯楽　理美容　など
住 宅 関 連（13名） 住宅・不動産販売

　７．対象地域の区分
地　　　　　域

（調査回答者数） 市　　　　　郡　　　　　名

県　　　　北（30名） 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡
県　　　　中（24名） 郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡
県　　　　南（12名） 白河市、西白河郡、東白川郡
会津・南会津（19名） 会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡、南会津郡
相　　　　双（７名） 南相馬市、相馬市、双葉郡、相馬郡
い 　 わ 　 き（19名） いわき市
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図表３　業種別の「良くなった」「やや良くなった」とプラス判断した理由（複数回答）� （単位：％）

業種名 回答者数�
（人）

来店客数
の 増 加

顧客単価
の 増 加

自社また
は他社の
出店・撤退

消費意欲
の 改 善

高価格商
品の増加

低価格商
品の増加

観光客の
増　　加

避難者の
動　　向

消費税等
の 税 制�
変更影響

その他

全 体 15 66.7� 60.0� 6.7� 0.0� 6.7� 0.0� 6.7� 0.0� 0.0� 13.3�
小売関連 5 40.0� 80.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 20.0�
飲食関連 4 75.0� 25.0� 0.0� 0.0� 25.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0�
サービス関連 6 83.3� 66.7� 16.7� 0.0� 0.0� 0.0� 16.7� 0.0� 0.0� 16.7�
住宅関連 0 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0�

図表４　業種別の「悪くなった」「やや悪くなった」とマイナス判断した理由（複数回答）� （単位：％）

業種名 回答者数�
（人）

来店客数
の 減 少

顧客単価
の 減 少

自社また
は他社の
出店・撤退

消費意欲
の 悪 化

高価格商
品の増加

低価格商
品の増加

観光客の
減　　少

避難者の
動　　向

消費税等
の 税 制�
変更影響

その他

全 体 50 80.0� 30.0� 14.0� 38.0� 8.0� 12.0� 14.0� 24.0� 8.0� 8.0�
小売関連 16 68.8� 31.3� 25.0� 43.8� 18.8� 0.0� 6.3� 18.8� 0.0� 18.8�
飲食関連 11 90.9� 18.2� 18.2� 45.5� 0.0� 18.2� 18.2� 27.3� 18.2� 0.0�
サービス関連 16 87.5� 37.5� 0.0� 12.5� 6.3� 18.8� 25.0� 12.5� 6.3� 6.3�
住宅関連 7 71.4� 28.6� 14.3� 71.4� 0.0� 14.3� 0.0� 57.1� 14.3� 0.0�

１．消費動向の現状判断
　～すべての業種で下降局面と判断された～

　ウォッチャー（アンケート調査回答者）が日々
の仕事を通じて接する顧客の様子から判断する消
費動向（購買状況）について尋ねた。
　半年前と比較した現在の消費動向を示す現状判
断指数は40.5（前回調査比△2.7㌽）とやや低下し、
横ばいを示す50を７回連続で下回った（図表１）。
　前回調査に比べ、「良くなった」または「やや
良くなった」と、プラス判断したウォッチャーの
割合が△0.5㌽とやや減少したのに対し、「やや悪
くなった」または「悪くなった」と、マイナス判
断したウォッチャーの割合が＋6.7㌽となり、マ

イナス判断したウォッチャーの割合が増加した。
プラス判断したウォッチャーが１割強である一方、
マイナス判断したウォッチャーが５割近くと、現
状の消費動向を厳しく判断しているウォッチャー
が多い（図表２）。
⑴　業種別
　今回調査ではいずれの業種も50を下回り、下降
局面であると判断された。前回調査で横ばい

（50.0）近くまで上昇した小売関連が42.9（前回調
査比△5.5㌽）、飲食関連が40.0（同△8.6㌽）と再
び下降した（図表１）。
　「良くなった」「やや良くなった」とプラス判断
したウォッチャーは、住宅関連で０人であるなど
いずれの業種においても少なく、全体でも15名で

図表１　消費動向の現状判断指数（DI）　業種別
前回調査（2018年4月）前々回調査（2017年10月） 今回調査（2018年10月）
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図表２　半年前と比較した現在の消費動向　回答構成比
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あった。プラス判断の理由としては、「来店客数
の増加」66.7％が最も多かった（図表３）。
　一方「悪くなった」「やや悪くなった」とマイ
ナス判断したウォッチャーは、その理由として、

「来店客数の減少」80.0％を最も多くあげた。中
でも「飲食関連」と「サービス関連」では９割前
後を占めた。次に多いのは「消費意欲の悪化」で
あり、「住宅関連」で７割超、「小売関連」と「飲

食関連」で４割超となった。消費者の節約志向が
続いており、来店回数の減少や買い控えなどが消
費動向に影響しているものとみられる（図表４）。

⑵　地域別
　相双50.1（前回調査比＋15.7㌽）を除き50を下
回っており、特にいわきは31.6（同△11.7㌽）と
大きく下降した（図表５）。相双では料理店とタ

図表５　地域別の消費動向・景気動向判断指数（DI）
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図表７　現在と比較した半年後の消費動向　回答構成比
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図表６　消費動向の先行き判断指数（DI）　業種別
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図表８　業種別の「良くなる」「やや良くなる」とプラス判断した理由（複数回答）� （単位：％）

業種名 回答者数�
（人）

来店客数
の 増 加

顧客単価
の 増 加

自社また
は他社の
出店・撤退

消費意欲
の 改 善

高価格商
品の増加

低価格商
品の増加

観光客の
増　　加

避難者の
動　　向

消費税等
の 税 制
変更影響

その他

全 体 11 45.5� 36.4� 9.1� 9.1� 9.1� 9.1� 0.0� 0.0� 45.5� 0.0�
小売関連 8 37.5� 37.5� 12.5� 12.5� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 62.5� 0.0�
飲食関連 1 100.0� 0.0� 0.0� 0.0� 100.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0�
サービス関連 2 50.0� 50.0� 0.0� 0.0� 0.0� 50.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0�
住宅関連 0 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0�

図表９　業種別の「悪くなる」「やや悪くなる」とマイナス判断した理由（複数回答）� （単位：％）

業種名 回答者数�
（人）

来店客数
の 減 少

顧客単価
の 減 少

自社また
は他社の
出店・撤退

消費意欲
の 悪 化

高価格商
品の増加

低価格商
品の増加

観光客の
減　　少

避難者の
動　　向

消費税等
の 税 制
変更影響

その他

全 体 48 64.6� 37.5� 4.2� 56.3� 10.4� 8.3� 10.4� 18.8� 29.2� 4.2�
小売関連 19 63.2� 36.8� 10.5� 52.6� 21.1� 5.3� 5.3� 15.8� 26.3� 5.3�
飲食関連 11 81.8� 36.4� 0.0� 81.8� 0.0� 9.1� 18.2� 18.2� 36.4� 0.0�
サービス関連 13 46.2� 30.8� 0.0� 23.1� 7.7� 7.7� 15.4� 15.4� 23.1� 7.7�
住宅関連 5 80.0� 60.0� 0.0� 100.0� 0.0� 20.0� 0.0� 40.0� 40.0� 0.0�

クシーのウォッチャーが「やや良くなる」と回答
し、判断指数が良化した。「良くなった」「やや良
くなった」とプラス判断したウォッチャーは県北
３名、県中２名、いわき１名など、全体的に少な
かった。

２．消費動向の先行き判断
　～現状判断と同様に「下降局面」と
　　判断された～

　現在と比較した半年後の消費動向を示す先行き
判断指数は40.3（前回調査比△4.6㌽）と下降し、
横ばいを示す50を下回り現状判断と同様に「下降�
局面」と判断された（図表６）。「良くなる」「やや�
良くなる」とプラス判断したウォッチャーの割合
が合わせて9.9％（同△4.1㌽）と減少したのに対�
し、「やや悪くなる」「悪くなる」とマイナス判断し�
た割合は合わせて43.2％（同＋10.5㌽）と大きく
増加したことで、判断指数が悪化した（図表７）。
⑴　業種別
　今回調査では、７回連続で全業種が下降局面と
判断される50を下回ることとなった。最も指数が
高い小売関連でも43.4（前回調査比△4.2㌽）にと
どまる一方、飲食関連が33.8（同△14.9㌽）と大

きく下降するなど、すべての業種において先行き
が厳しく判断されている（図表６）。
　「良くなる」「やや良くなる」とプラス判断した
理由は、「来店客数の増加」と「消費税等の税制
変更影響」がともに45.5％で最も多かった。小売
関連では「消費税等の税制変更影響」が62.5％を
占めており、来年10月に実施予定されている消費
税10％への引上げ影響が「駆け込み需要」のプラ
ス効果として先行き生じるものと判断されている

（図表８）。
　一方、「悪くなる」「やや悪くなる」とマイナス判�
断した理由は、全体で「来店客数の減少」が64.6％�
と最も多く、次いで「消費意欲の悪化」が56.3％
となった。小売関連、サービス関連では「来店客
数の減少」、住宅関連では「消費意欲の悪化」、飲
食関連では「来店客数の減少」と「消費意欲の悪
化」が並んで最も多かった。住宅関連はプラス判
断したウォッチャーがおらず、消費税引き上げが
迫るなか、慎重な判断をするウォッチャーが多
かった（図表９）。
⑵　地域別
　最も高い相双でも46.4（前回調査比△6.7㌽）に
とどまるなど、すべての地域が50を下回っており、
どの地域でも下降局面にあると判断されている
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（図表５）。県中、会津・南会津、いわきの３地域
は判断指数が30台で、プラス判断したウォッ
チャーが２名と少なかった。

３．景気動向の現状判断
　～前回調査比で判断指数が悪化し、
　　引き続き「下降局面」と判断された～

　ウォッチャー自身の回りの景気（経済情勢）に
ついて尋ねた。
　半年前と比較した現在の景気動向を示す現状判
断指数は41.2（前回調査比△2.0㌽）と、「横ばい」
を示す50を下回り、下降局面と判断された（図表
10）。プラス判断については「良くなった」と回
答したウォッチャーはおらず、「やや良くなった」
と回答した割合は9.9％（同△0.3㌽）とやや減少
した。「やや悪くなった」「悪くなった」とマイナ
ス判断した割合が合わせて40.5％（同＋7.8㌽）と
増加したことで判断指数が悪化した（図表11）。
⑴　業種別
　今回調査ではいずれの業種も50を下回っており、
最も高い小売関連でも45.2（前回調査比△1.3㌽）
であった。飲食関連36.3（同△6.8㌽）とサービス
関連38.9（同＋0.9㌽）はマイナス判断したウォッ
チャーが半数に達しており、ともに判断指数が30
台と低い水準となった（図表10）。酒場や旅館・
ホテルなどのウォッチャーから「悪くなった」と
の回答があり、消費者の節約志向の影響を受けや
すいと思われる業種を中心にマイナス判断した

ウォッチャーが多かった。
⑵　地域別
　最も高い県南でも45.9（前回調査比＋11.2㌽）
と、すべての地域が横ばいを示す50を下回ってお
り、下降局面にあると判断された（図表５）。プ
ラス判断したウォッチャーは各地域とも３名以下
と少なく、特にいわきは１名のみにとどまり、復
興需要のピークアウトによる復興関係者の減少な
どから、消費活動が停滞していると判断したもの
と思われる。

４．景気動向の先行き判断
　～前回調査より悪化しており、先行きを
　　厳しく判断するウォッチャーが多い～

　現在と比較した半年後の景気動向を示す先行き
判断指数は39.6（前回調査比△4.6㌽）と、横ばい
を示す50を下回り、下降局面であると判断された�

（図表12）。「良くなる」または「やや良くなる」と�
プラス判断した割合が合わせて10.8％（同△7.0㌽）�
と減少するとともに、「悪くなる」または「やや
悪くなる」とマイナス判断したウォッチャーが合
わせて48.6％（同＋12.1㌽）と、前回調査に比べ
増加したことで、判断指数が悪化した。ただし、
今回は過去５回連続してなかった「良くなる」と
の回答があった（図表13）。
⑴　業種別
　すべての業種が50を下回り、最も高い小売関連
でも41.1（前回調査比△3.7㌽）にとどまり、その

図表10　景気動向の現状判断指数（DI）　業種別
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他は判断指数が30台となった。いずれの業種もプ
ラス判断をしたウォッチャーが少なく、前回調査
よりも判断指数が悪化した（図表12）。特に住宅
関連ではプラス判断したウォッチャーが１名のみ
と、被災者の住宅需要のピークアウトなど住宅市
場を取り巻く環境の変化もあり、景気判断が慎重
になっているものと思われる。
⑵　地域別
　すべての地域で50を下回り下降局面になると判�
断され、最も高い県南でも43.8（前回調査比＋13.0�
㌽）にとどまった（図表５）。プラス判断した
ウォッチャーは最も多い県北でも４名と少なく、
県中、会津・南会津、相双の各地域は１名のみで
あった。復興関係者の減少、消費者の節約志向な
ど、消費活動への懸念材料があることによって、
県内全般的に景気動向の先行きが厳しく判断され
ている。

５．主な業種の指数判断
　～コンビニは消費動向現状が上昇局面と
　　判断されるが、先行きは下降局面へ～

　一定のウォッチャー数があり、また、景気
ウォッチャー調査の代表的な業種といわれている

「コンビニエンスストア」「旅館・ホテル」「タク
シー」について判断指数をまとめた。
⑴　コンビニエンスストア
　「コンビニエンスストア」（以下、コンビニ）は、
消費動向現状判断指数が54.1（前回調査比＋2.1

㌽）と上昇し、前回調査に引き続き50を超え上昇
局面と判断された。プラス判断した理由としては、

「顧客単価の増加」が多くあげられた。消費動向
先行き判断指数は39.6（同△10.4㌽）と前回調査
に比べ大きく下降し、現状判断とは逆の結果と
なった（図表14）。
　地域別に消費動向判断をみると、現状判断でプ
ラス判断があるのは、県南地域、マイナス判断が
あるのは、相双、いわきの各地域、プラス判断と
マイナス判断両方あるのは県中、会津の各地域で
あった。先行き判断では、プラス判断が県南地域、
マイナス判断が県北、会津・南会津、相双、いわ
きの各地域、プラス判断とマイナス判断両方ある
のは県中地域であった。
⑵　旅館・ホテル
　「旅館・ホテル」は、消費動向現状判断指数が
46.4（前回調査比＋11.7㌽）と大きく上昇した。
プラス判断した理由としては、「来店客数の増加」
や「顧客単価の増加」が多くあげられた。消費動
向先行き判断指数は41.0（同△5.2㌽）と前回調査
に比べ下降し、現状判断に比べて慎重な判断と
なった（図表14）。
　地域別に消費動向判断をみると、現状判断でプ
ラス判断があるのはいわき地域、マイナス判断が
あるのは、県中、相双の各地域、プラス判断とマ
イナス判断両方あるのは県北、会津・南会津の各
地域であった。先行き判断でのプラス判断はいわ
き地域、マイナス判断は県北、県中、県南、会津・
南会津の各地域であった。

図表12　景気動向の先行き判断指数（DI）　業種別
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⑶　タクシー
　「タクシー」は、消費動向現状判断指数が31.2

（前回調査比＋6.2㌽）となっており、前回調査に
比べ判断指数が良化したものの、マイナス判断し
たウォッチャーが多くを占めた（図表14）。マイ
ナス判断の理由として、「利用客数の減少」が多
くあげられた。消費動向先行き判断指数は37.5

（同＋5.0㌽）となり、前回調査に比べ判断指数が
良化したものの、プラス判断したウォッチャーは
いなかった。
　地域別に消費動向判断をみると、現状判断でプ
ラス判断したのは相双地域、マイナス判断したの
は県北、県南、会津・南会津、いわきの各地域で
あった。先行き判断でマイナス判断したのは、県
北、会津・南会津、いわきの各地域であった。

６．おわりに

　内閣府の景気ウォッチャー調査（2018年10月調
査、毎月実施）の家計動向関連についてみると、
景気の現状判断 DI は48.9（前月比＋1.8㌽）、景気
の先行き判断 DI が50.9（同＋0.1㌽）と発表され
た。調査時期が内閣府と当研究所で異なっている
ものの、当研究所調査では現状判断 DI が40.5

（前回調査比△2.7㌽）、先行き判断 DI が40.3（同
△4.6㌽）と、本県においては復興需要のピーク
アウトなどの影響から、全国に比べ厳しく判断さ
れており、横ばいを示す50を下回り下降局面にあ

るものとみられる。
　今回の調査では、本県の消費動向と景気動向に
対するウォッチャーの判断について、復興需要が
ピークアウトしたことや消費マインドの減退など
から、前回調査に比べて判断指数が悪化したもの
と考えられる。「悪くなった」または「やや悪く
なった」とマイナス判断したウォッチャーの理由
としては「来店（利用）客数の減少」が多くあげ
られ、消費動向の先行きに関しては「消費意欲の
悪化」の回答が現状判断に比べ増えている。いわ
き市の大型商業施設オープンの影響、猛暑など自
社を取り巻く様々な環境の変化が消費動向に影響
を及ぼしたことをあげる意見もみられた。
　ウォッチャーから寄せられた「街の声」からは、
人口減少に加えて復興事業関係者が減っているこ
と、消費者が慎重になり欲しいものだけを買って
いることなど、消費動向を取り巻く環境が厳しく
なってきていることが感じられた。定住人口が
減っている分は地域外からの観光客など交流人口
を増やすことで補うことも可能であるが、まずは
地域住民の自発的な消費につながる先行きの不安
感を解消させる施策が求められる。
　ウォッチャーに身の回りの景気について自由意
見をご記入いただいたところ、数多くのご意見を
お寄せいただきました。誌面の関係上、一部抜粋
してご紹介します（コメントの主旨が変わらない
範囲で一部編集しております）。
� （担当：高橋宏幸）

図表14　主な業種の判断指数（DI）
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身の回りの景気に関する自由意見　－街の声－

業種 地　域 自　　　　　由　　　　　意　　　　　見

小
　
　
　
　
　
　
　
売
　
　
　
　
　
　
　
業

県 北

小売業としての立場からは、人口が減少する中で、売り場面積（スーパーマーケット、コンビニ）が増
えていくため、経済状況とは別の小売業を取り巻く環境変化が存在している。

全体的な買い控えがある。自由に使えるお金が少ない。

2020年のオリンピックを迎えての景気動向が気になります。消費税増税に伴って客層の変化が気になり
ます。

当店顧客の高年齢化、タバコの値上げや喫煙者の減少の影響があります。

県 中

給与は少しずつ増えているのかもしれませんが、値上げされる物も多いので、消費者は値段をよく見な
がら買い物をしている様子である。

燃料、原材料の値上げ等、また、気候等、様々な要因が重なり、消費者の負担増が目に見えて明らか。
好転の材料がないまま消費税増税が実施されるのかと大変不安に感じている。

このところコンビニでは客数減少に歯止めがかかりません。これで消費税が増税され、人件費も毎年
アップするので利益の減少は目に見えています。

県 南
企業の株価は好調だが、個人は積極的な消費を抑え気味に感じる。

最近では、日本中での自然災害による景気の変動が心配です。

会津・南会津

小売業の限界が見えてきている。団体や企業に対して１つの商品を多量に納めるにはいいが、一個人の
趣向に沿った商品をピンポイントで売るような商売はネットに任せて、違う道を歩んでいかなければな
らない。問屋業も10年後には今のままではいられないと感じており、実店舗型の強みを生かしつつ小売
の形を見つめ直す時期だと思う。

原油価格やタバコなどの嗜好品の価格上昇など、一般消費者に直接かかわる負担が増え、購買意欲が減
りそうです。

人口減少や増税で消費マインドが冷える状況が続くと思われます。

相 双

浜通り地方では、復興関係の仕事の方々の減少、原発避難者の方々の移動があり、少しづつ来店客数が
減ってきています。

災害の補助金も終わりつつあり、来年からの景気が悪くなるのではないかと心配です。

景気は緩やかに悪化していると思います。

い わ き

イオンモール小名浜出店の影響が大きくあります。私が聞いたところによると、イオンモールも良くな
いとの事なので、「誰のため、何のために補助金まで出して開業したのか ?」政治家の長期的視点が正
しかったのかわかりません。次の選挙の事までの視点しかないのではないか。

タバコの値上げ、ガソリン・灯油価格の上昇に伴い、消費が悪い方向へ向かわなければ良いのですが。

人手不足が続いています。労働環境が変化していると思う。

飲
　
　
　
　
食
　
　
　
　
業

県 北

単価的に下がっており、消費者は考えてお金を使っているようだ。

自然災害が多く、経済にも影響があるのではないか。来年は消費税が10％に引き上げとなり、飲食店と
しても値上げをするべきか考え中です。来年は更に厳しくなるのでは。

今年の夏は大変暑く、昼のランチ、夜の宴会の来店状況が悪かったです。９月と10月も３連休が影響し
ています。

県 中

レジャー・旅行客の「安・近・短」の様相がまだまだ続くかと思われます。

当社は飲食業ですが、人事異動における宴会が減っています。

経済情勢は本当に活気がなく不安しかない状況のように感じられます。人口の減少など良くなる要素は
見込めないような感じがします。

県 南
昼間の時間帯はお客が動いているようだが、夕方・夜の時間帯は以前と比べて早くひけてしまうような
気がする。

質の良いものを作っている方々は景気が良いと感じます。

会津・南会津 夜の来店客が少なく、（会津若松）中央通りの人の動きが無い。

い わ き
観光客が減り来客状況が悪化しつつある。景気は悪くなる傾向だと思う。

いわきの街はいよいよ静かになってきました。これは原発関連労働者の宿泊地が北に移動したことや、
ある程度落ち着いてきたことも原因として考えられる。今後は更に静かになるだろう。
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業種 地　域 自　　　　　由　　　　　意　　　　　見

サ
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
ビ
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
業

県 北

天候が不安定で台風等のため外出を控えることが多かった。買物も買いだめしておき、余計な動きはし
ない人が多く感じられ、景気が良くなるとは思えません。

景気が悪いので食料品も考えて買わなければならない。一部の人だけが良いのではないか。

当社は旅館・ホテル業ですが、燃料費の高騰が続けば値上げを考えざるを得ない。また、消費税の値上
げも心配です。

本県は浜通り、中通り、会津と分離された独特の経済環境であると考えています。特に大震災後の県内
では未だ本県に対する偏見を持っている方がおられ、輸送客数の減少につながっていると感じています。

物価が上昇する局面に入りつつあることが考えられます。緩やかであればと期待します。震災以来９割
まで来客数が回復していますが、そこから伸び悩んでおり、様々な手を試しているところです。

吾妻山の噴火警戒レベル引上げのため宿泊客のキャンセルが多くあり、これがいつまで続くのか、先の
見通しがよくわかりません。

県内の景気は震災前に戻った感がある。

ガソリンも高くなり、テレビでもあまり景気に対して良さそうな話題を聞かなくなった。

県 中
建設関連会社の景気が低下傾向にある。

2014年から求人倍率の1.4倍超えが続き、今年は1.5倍以上が当たり前となっている。今後も人手不足が
解消することはないと思われ、省力化投資とその効果に対する葛藤の日々です。

県 南
消費税アップが決定事項となったので、今後は消費者の一時的な買い急ぎと買い控えになっていくと思
われる。

当社はタクシー業ですが、町内に代行業者が凄く多くなってきて、しかも低価格なのでとても大変です。

会津・南会津

安倍政権が続き何も変わりようがない。良くも悪くもならない、このまましばらく続くと思う。

国内の様々な自然災害及び国際情勢等から価格上昇する商品が増え、加えて燃料費の高騰もあり厳しい
状況が続くのでは。

割安商品と感じたら衝動買いをするようです。正規プライスの品物にディスカウントプライスを併せて
表示すると衝動買いするお客様が増える傾向にあります。

天候不順により農業所得の低下が見込まれ、消費に影響が出そうに感じます。実質賃金が上がっていな
いうえ、地元では必要最小限の物しか買わない傾向があります。

相 双 南相馬市のタクシー料金に対する助成制度「みなタク」が2018年３月からスタートし、新規利用の顧客
が増えて売上は増加傾向である。

い わ き 人手不足が深刻な状況となってきている。

住
宅
・
不
動
産
販
売

県 北 消費税増税になった場合の駆け込みで若干の上向きが出るかとみております。

県 中
住宅産業としては、消費税増税の影響が気になります。

住設メーカー、カーテンメーカーの大手が揃って定価の５～15％値上げを10月から実行するとの通達が
あり、コスト的に厳しくなると思われる。

県 南

長期的に人口減少、世帯数の減少が続き、経済活動は悪くなっていくのではないか。

消費税増税に向かって消費者の方がどんな動きをするのかとても不安です。住宅業界として大手メー
カー再編など同じ業界の動きも気になるところです。しかし前回の増税の際と同じく、消費者が一番冷
静に状況を判断するのかもしれません。

会津・南会津 確実に消費税が上がるにもかかわらず、お客様が焦らない。住宅取得に対する意欲というか、勢いがな
い様に感じます。

い わ き
業界としては消費税増税の駆け込み需要はあると期待しています。事実、首都圏の戸建、マンションの
動きはグループ内の情報では良い動きと聞いています。エリア的に金利動向は余り気にされている方が
少ないとも感じており、活性化の兆しはまだです。


