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第11回「ふくしま景気ウォッチャー調査」
―2019年４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11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。
　今回の調査における判断指数を前回調査と比べると、現状判断ではやや良化したものの、先行き判断で
は悪化しており、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102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43.2（前回調査比＋2.7㌽）とやや上昇したものの、横ばいを示す50を
８回連続で下回った。

　・�業種別では、すべての業種で50を下回り下降局面であると判断されたが、いずれの業種も小幅
ながら前回調査に比べ上昇した。

◇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34.8（同△5.5㌽）と下降、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、すべての業種で判断指数が30台以下と低い水準となった。
◇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43.6（同＋2.4㌽）とやや良化したものの、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を下回っているものの、前回調査にあった30台の業種が無くなり、
すべての業種の判断指数が40台となった。

◇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34.3（同△5.3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
　・�コンビニの消費動向の現状判断DI が44.6（同△9.5㌽）と下降し、前回調査まで２回続いていた
上昇局面から一転して、今回は下降局面と判断された。

　・�タクシーの消費動向の現状判断DI は32.5（同＋1.3㌽）と、前回調査に比べ判断指数はやや良化
したものの、プラス判断したウォッチャーがいなかった。

（※）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� 102名� 回答者の業種・地域内訳は６・７のとおり
　　　回収率� 76.1％
　３．調査時期
　　　2019年４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など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（40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（18名） 料理店　酒場　など
サービス関連（32名） 旅館・ホテル　タクシー　娯楽　理美容　など
住 宅 関 連（12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（28名） 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡
県　　　　中（25名） 郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡
県　　　　南（11名） 白河市、西白河郡、東白川郡
会津・南会津（13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（８名） 南相馬市、相馬市、双葉郡、相馬郡
い　わ　き（17名） いわき市

※�相双地域は東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、移転や休業を余儀なくされた企業もあるな
ど、回答ウォッチャー数が少ない点に留意願います。
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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 17 82.4� 52.9� 5.9� 17.6� 0.0� 0.0� 11.8� 0.0� 0.0� 5.9�
小売関連 7 85.7� 71.4� 14.3� 28.6� 0.0� 0.0� 14.3� 0.0� 0.0� 14.3�
飲食関連 5 100.0� 40.0� 0.0� 20.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0�
サービス関連 5 60.0� 40.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 20.0� 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 38 60.5� 34.2� 18.4� 39.5� 7.9� 7.9� 13.2� 21.1� 5.3� 10.5�
小売関連 14 64.3� 28.6� 35.7� 35.7� 7.1� 7.1� 14.3� 28.6� 0.0� 21.4�
飲食関連 6 83.3� 16.7� 0.0� 33.3� 16.7� 0.0� 16.7� 0.0� 0.0� 16.7�
サービス関連 11 54.5� 36.4� 9.1� 36.4� 0.0� 18.2� 18.2� 18.2� 9.1� 0.0�
住宅関連 7 42.9� 57.1� 14.3� 57.1� 14.3� 0.0� 0.0� 28.6� 14.3� 0.0�

１．消費動向の現状判断

　～判断指数はやや上昇したものの、

　　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などから判断す

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43.2（前回調査比＋2.7㌽）とやや上昇し

たものの、横ばいを示す50を８回連続で下回った

（図表１）。

　前回調査に比べ、「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△7.8㌽（45.0％→37.7％）と減少したの

に対し、「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＋3.2㌽

（13.5％→16.7％）となった。プラス判断した

ウォッチャーの割合が若干増加した一方、マイナ

ス判断したウォッチャーが４割近くを占め、現状

の消費動向を厳しく判断しているウォッチャーが

依然として多い（図表２）。

図表１　消費動向の現状判断指数（DI）　業種別
前回調査（2018年10月）前々回調査（2018年4月） 今回調査（2019年4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
良くなった やや良くなった 変わらない

やや悪くなった 悪くなった

前回調査
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前々回調査
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（2019年4月）
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⑴　業種別
　今回調査では、すべての業種で50を下回り下降

局面であると判断されたが、いずれの業種も小幅

ながら前回調査に比べ上昇した。中でも飲食関連

が45.9（前回調査比＋5.9㌽）となり、前回の大幅

下降から40台半ばまで回復した（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、全体で17名と少ないながら

も２名増えたが、前回同様、住宅関連のウォッ

チャーにはいなかった。プラス判断の理由として

は、「来店客数の増加」82.4％が８割を超え最も

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」60.5％を最も多くあげており、

住宅関連を除く３業種で最も割合が高かった。住

宅関連で最も割合が高かったのは、「顧客単価の

減少」と「消費意欲の悪化」のともに57.1％で

あった。消費者の節約志向が続く中にあって、来

店客数の増減がプラス・マイナス両方の判断材料

となっており、消費動向に大きく影響しているも

のとみられる（図表４）。

⑵　地域別
　相双が56.3（前回調査比＋6.2㌽）と50を上回り

上昇局面、県南が50.0（同＋6.3㌽）で横ばい局面

と判断された。いわきは38.2（同＋6.6㌽）と前回

調査比で上昇したものの、判断指数が30台と低い

水準にとどまった（図表５）。ただし、「良くなっ

た」「やや良くなった」とプラス判断したウォッ

チャーは最も多い県北でも４名となっており、全

体的に少なかった。相双は回答のあった８名中３

名が「やや良くなる」と回答し、判断指数が良化

した。

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 8 50.0� 25.0� 12.5� 37.5� 0.0� 0.0� 25.0� 0.0� 50.0� 25.0�
小売関連 5 40.0� 20.0� 20.0� 40.0� 0.0� 0.0� 20.0� 0.0� 60.0� 40.0�
飲食関連 1 100.0� 100.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0�
サービス関連 2 50.0� 0.0� 0.0� 50.0� 0.0� 0.0� 50.0� 0.0� 50.0� 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 53 49.1� 30.2� 5.7� 47.2� 7.5� 9.4� 5.7� 9.4� 69.8� 3.8�
小売関連 23 56.5� 21.7� 8.7� 30.4� 8.7� 4.3� 4.3� 13.0� 65.2� 8.7�
飲食関連 11 36.4� 27.3� 0.0� 54.5� 9.1� 0.0� 0.0� 0.0� 54.5� 0.0�
サービス関連 10 40.0� 30.0� 0.0� 50.0� 10.0� 20.0� 20.0� 10.0� 70.0� 0.0�
住宅関連 9 55.6� 55.6� 11.1� 77.8� 0.0� 22.2� 0.0� 11.1� 100.0� 0.0�

２．消費動向の先行き判断

　～現状よりも厳しく判断している

　　ウォッチャーが多い～

　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34.8（前回調査比△5.5㌽）と下降、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7.8％（同△2.1㌽）と減少したことに

加え、「やや悪くなる」「悪くなる」とマイナス判

断した割合が合わせて53.0％（同＋9.8㌽）と大き

く増加したことがその理由である（図表７）。消

費動向の現状判断指数43.2と比べると8.4㌽も低く

なっており、先行き判断は更に厳しくみている

ウォッチャーが多かった。

⑴　業種別
　今回調査では、８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

高いサービス関連でも39.9（前回調査比△2.5㌽）

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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0.0%0.0%0.0%0.0%
15.7%15.7%15.7%15.7%

9.0% 46.8% 36.9%
0.9%0.9%0.9%0.9% 6.3%

13.1% 53.3% 29.9%
2.8%0.9%

図表６　消費動向の先行き判断指数（DI）　業種別

全体 小売関連 飲食関連 サービス関連 住宅関連
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で、すべての業種が30台以下と判断指数が低い水

準となった。特に住宅関連は22.9（同△11.7㌽）で、

プラス判断したウォッチャーはおらず、大多数が

マイナス判断となっており、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

ウォッチャーは全体でも８名と少なかったが、そ

の判断理由では、「来店客数の増加」と「消費税

等の税制変更影響」がともに50.0％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

60.0％と最も多く、一部のウォッチャーは消費税

増税前の駆け込み需要などプラス効果があると判

断しているものとみられる（図表８）。

　一方、「悪くなる」「やや悪くなる」とマイナス

判断したウォッチャーは全体で53名と多く、その

判断理由は、「消費税等の税制変更影響」が

69.8％と最も多い。次いで「来店客数の減少」が

49.1％となった。「消費税等の税制変更影響」は

いずれの業種でも最も割合が高く、特に住宅関連

では100％を占めた。消費税率等変更影響をプラ

スに捉えるウォッチャーが少数にとどまるのに対

し、マイナスに捉え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46.9（前回調査比＋0.5㌽）に

とどまるなど、すべての地域が50を下回っており、

下降局面にあると判断されている（図表５）。各

地域の判断指数は県北、県中、いわきの３地域が

30台、県南、会津・南会津の２地域が20台と低い

水準となった。プラス判断したウォッチャーは最

も多い県北でも３名であり、いわき地域にはいな

かった。

３．景気動向の現状判断

　～引き続き「下降局面」と判断されたもの

　　の、前回調査比で判断指数がやや良化～

　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43.6（前回調査比＋2.4㌽）とやや良化し

たものの、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前回同

様なかったものの、「やや良くなった」と回答し

た割合が12.7％（同＋2.8㌽）とやや増加した。

「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32.4％（同△8.1㌽）と減少し

たことで判断指数がやや良化した（図表11）。

図表10　景気動向の現状判断指数（DI）　業種別

全体 小売関連 飲食関連 サービス関連 住宅関連
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図表11　半年前と比較した現在の景気動向　回答構成比
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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、

最も高い住宅関連でも45.8（前回調査比＋3.5㌽）

であった一方、飲食関連が43.1（同＋6.8㌽）、サー

ビス関連が44.6（同＋5.7㌽）と、前回調査には

あった30台が無くなり、すべての業種の判断指数

が40台となった（図表10）。飲食店のウォッ

チャーを中心に「やや良くなった」との回答があ

り、消費者の節約志向が続く中、改元などの祝賀

ムードもあって身の回りの景気が良くなっている

とウォッチャーが捉えたものと思われる。

⑵　地域別
　相双が50.0（前回調査比＋7.1㌽）と横ばい判断

となったが、他の地域は50を下回り下降局面にあ

ると判断された（図表５）。プラス判断した

ウォッチャーは最も多い県北地域でも４名と少な

く、県南と会津・南会津の両地域は１名のみにと

どまった。

４．景気動向の先行き判断

　～すべての業種と地域の判断指数が30台と、

　　低い水準となり、先行きを厳しくみてい

　　るウォッチャーが多かった～

　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34.3（前回調査比△5.3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8.8％（同△2.0

㌽）と減少する一方、「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57.8％（同＋9.2㌽）と、前回調査に比べ大

きく増加したことで、判断指数が悪化した。特に

「悪くなる」との回答が13.7％（同＋9.2％）と１

割を超えた（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36.3（前回調査比△4.8㌽）にとどまった。す

べての業種が前回比で下降するとともに判断指数

が30台と、低い水準となった（図表12）。住宅関

連と飲食関連ではプラス判断したウォッチャーが

ともに１名のみと、今年10月の消費税増税を控え

て消費の落ち込みが危惧されることなどから、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

断された。また、最も高い県中でも36.0（前回調

査比△0.5㌽）にとどまっており、すべての地域

の判断指数が30台と低い水準となった（図表５）。

プラス判断したウォッチャーは最も多い県北と県

図表12　景気動向の先行き判断指数（DI）　業種別

全体 小売関連 飲食関連 サービス関連 住宅関連
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図表13　現在と比較した半年後の景気動向　回答構成比

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

良くなる やや良くなる 変わらない
やや悪くなる 悪くなる

前回調査
（2018年10月）

前々回調査
（2018年4月）

今回調査
（2019年4月） 8.8% 33.3% 44.1%

0.0%0.0%

0.0%0.0%

17.8% 45.8% 31.8%
4.7%

9.9% 40.5% 44.1%
4.5%0.9%0.9%

13.7%13.7%



福島の進路　2019.616

調　査

中でも３名と少なく、県南、会津・南会津、いわ

きの各地域は１名のみであり、相双では０名で

あった。これまで県内景気に好影響を及ぼしてき

た復興需要にかげりが見え、また、消費者の節約

志向に加え、消費税引き上げ予定などもあって、

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

　～コンビニの消費動向現状は前回調査の

　　上昇局面から下降局面へと悪化～

　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、

消費動向の現状判断指数が44.6（前回調査比△9.5

㌽）と下降し、前回調査まで２回続いていた上昇

局面から一転して、今回は下降局面と判断された。

マイナス判断した理由としては、「来店客数の減

少」が多くあげられており、復興関係者の減少も

含め、人口減少の影響を受けているという意見も

あった（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、相双地域、マイナス判断が

あるのは、県北、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・南会津の

各地域であった。先行き判断では、プラス判断が

相双地域、マイナス判断が県北、県南、会津・南

会津、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

44.2（前回調査比△2.2㌽）とやや下降した。マイ

ナス判断した理由としては、「来店客数の減少」

や「顧客単価の減少」などがあげられた。消費動

向先行き判断指数は38.5（同△2.5㌽）と前回調査

に比べ下降するとともに、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県北地域、マイナス判断があ

るのは、県中、会津・南会津、相双の各地域、プ

ラス判断とマイナス判断両方あるのはいわき地域

であった。先行き判断でのマイナス判断があるの

図表14　主な業種の判断指数（DI）
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は県中、県南、会津・南会津、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北地域

であった。

⑶　タクシー
　「タクシー」は、消費動向現状判断指数が32.5

（前回調査比＋1.3㌽）となっており、前回調査に

比べ判断指数がやや良化したものの、プラス判断

したウォッチャーはいなかった（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42.5

（同＋5.0㌽）と、前回調査に比べ判断指数が良化

したが、プラス判断したウォッチャーは１名だけ

であった。

　地域別に消費動向判断をみると、現状判断でマ

イナス判断したのは県北、県南、会津・南会津の

各地域のウォッチャーであった。先行き判断でプ

ラス判断したのは県南地域、マイナス判断したの

は県北、会津・南会津の各地域のウォッチャーで

あった。

６．おわりに

　内閣府の景気ウォッチャー調査（2019年４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44.7（前月比＋0.5㌽）、景気

の先行き判断 DI が48.8（同＋0.2㌽）としている。

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43.2（前回

調査比＋2.7㌽）、先行き判断 DI が34.8（同△5.5

㌽）と、本県においては現状判断が全国水準に近

い一方、先行き判断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と判断さ

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、復興関係者

の減少や消費者の節約志向など、消費動向を取り

巻く環境にマイナス要因がある中、「来店客数の

増加」などを理由に、プラス判断したウォッ

チャーが増加した。ただし、消費動向の先行き判

断指数については、前回調査に比べ下降するとと

もに、現状判断指数を下回っている。今年10月に

消費税率が10％に引き上げられることが予定され

ているが、マイナス判断した理由として「消費税

等の税制変更影響」が約７割あげられたように、

増税による消費落ち込みを危惧するウォッチャー

が多いものとみられる。

　ウォッチャーから寄せられた「街の声」からは、

消費税増税に伴う影響ばかりではなく、復興関係

者等を含めた人口減少や世界経済の不透明感など

による消費活動への悪影響を懸念していることが

感じられた。

　今年４月に東北中央道の山形県内区間（南陽高

畠 IC～山形上山 IC）が開通し、福島・山形・宮

城３県をトライアングルの形につなぐ高速道路網

が完成したこと、６月に福島市で「東北絆まつり

2019福島」が開催されることなど、本県観光を盛

り上げる絶好の機会が訪れている。インバウンド

も含め、国内外に向けた誘客活動を行い、本県の

地域活性化と消費活動の盛り上げにつながること

に期待したい。

　ウォッチャーの皆さま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（コメントの趣旨が変

わらない範囲で一部編集しております）。

� （担当：高橋宏幸）
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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

すべての商品、サービスの価格が上がっている。その中で、消費者に購入していただくには更に厳しい
ものがある。

消費税増税が消費悪化の大きな要因となると判断する。

小中学生の買い物の仕方が変わった。また、小中学生が少ないような気がする。

アパートの空室が非常に目立つようになった。

県 中

４月以降値上がりしている商品があること、また10月に消費税増税があるので一時的に個人消費は落ち
込むと思います。

消費税等の税制変更への漠然とした不安や、先行き不透明な国際情勢により、個人は消費意欲が、法人
は積極的な投資意欲が湧かない状況に置かれていると思います。

お金を使うのに考えて買物をすることが多い。できるだけお金のかからない方法を取る。年末から春に
かけてお金がかかる事が多い。

新元号発表や新天皇陛下即位など、お祝いムードで景気が良くなると思います。

避難者の動向や復興事業の減少によって、客数の減少はこれからも止まらないと考えている。県内の人
口減少と同時進行しているのも響いていると考えられる。

県 南
消費税等の税制変更の影響で、消費意欲が悪化するのではないかと思います。

以前よりお客さまが消費税アップや商品価格の値上げに敏感になっているように感じる。

会津・南会津

新しい元号に変わるので、それに伴う事務用品やレジ回りの物など出費が増えそうです。それからGW
の消費予想が全く読めない。

人口の減少にともない老齢化が進み、お年寄りが多いようです。それでもお年寄りの方へ週２回ほど訪
問販売を行い、とても喜んでいただいております。お客さまに選んでいただける店作りに努力し、また、
接客にも注意し、より頑張ります。

地域の人口減少や高齢化が進み、購買者数がどんどん少なくなっているのが現状である。消費税増税前
から（特に食品の）価格上昇が起きており、賃金上昇といっても、実感としては可処分所得の減少に
なっている。これに増税が重なった等の影響は大きいと思う。

相 双

復興事業の進捗状況によって、各業種の景気動向にバラツキが出てきたようです。同業者の中でも立地
状況などによってバラツキがあります。

消費税増税で景気が悪くなるような気がする。

い わ き

消費税増税の影響がどうなるのか、１年後くらいが気になります。いわきのショッピングセンターの役
割分担が上手い具合に棲み分けられていくのか、どこも悪くなっていくのか今のところ見えません。

人手不足の状態が続いており、将来への不安を感じる。

復興景気が終わった感がある。来店する作業員の数が減少している。また、人手不足が続いている。

飲
　
　
食
　
　
業

県 北

当店は会社関連の予約のお客さまが多いので年齢層も高く、若い方の動向はあまりわかりませんが、お
客さまのご紹介が多くリピーターが多くいらっしゃいます。口コミはありがたい事です。私はお客さま
の予算以上に合う料理、サービス、空間が大事なのではと思うこの頃です。

今年はGWが長く続くため、その後の消費がどうなるか心配している。

消費税変更に関して、価格を一緒に上げづらい。また、来店客数が減るのではないか不安を感じる。

県 中
例えばコストコのような今までにない大型商業施設の新たな進出があると、大きな起爆剤になり得るが、
そのような真新しさが無いままなので、前年度割れが発生してしまう気がします。
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調　査

業種 地　域 自　　　　　由　　　　　意　　　　　見

飲
　
　
　
食
　
　
　
業

県 中

年代別、所得別で大きな差が出来ている。今までより細かいマーケティング（お客さま目線）が必要で�
ある。

消費税率が10％に決まったとたん仕入価格が上り、円安になると、仕入商品が高くなります。消費税増
税の話が出たとたん物価が上がりました。大手企業は良いが、小さな個人の企業や店の景気が悪いです。
だからシャッターを閉じた店が多くなります。バラマキはやめて頂きたい。

人が少なくなったのか、駅前・駅前大通りに夜歩いている人が本当に減少したように見えます。

消費者の消費動向が堅実になった。

県 南

競合店が増えているのでお客さまの獲得が大変である。この景気動向はすべてにおいて少子化が影響し
ているのではないかと思う。

収入は同じか、もしくは下がる可能性もあるので、食料品などの値上がりで厳しくなりそう。

い わ き
来客は多少良くなったが、観光客の来店が無くなってしまいました。また、客の料理単価が今までの�
１人5,000円が現在は4,000円位になりました。

サ
　
　
ー
　
　
ビ
　
　
ス
　
　
業

県 北

これから先は仕事が少なくなってきます。

飲食店の景気が悪いようで、夜の街中に人が出ていないため、タクシー利用客が少ない。

一部の建築業、解体業に携わる方々の仕事が徐々に減少している傾向がみられる。

消費者は車などの贅沢品や住宅にお金をかけているようだ。

タクシー会社にとって、地域公共交通（路線バスなど）の75歳無料化にともなう影響が大きい。

県 中
新年度から食料品を中心に値上げが相次いでいる。原料、人件費高騰のおり、しかたないが、消費税増
税を控え、どのタイミングで価格の見直しを行うか、そもそも増税されるのか、迷える新年度スタート
となった。

県 南
経済情勢等を聞くと少しは良くなるのかなと思っています。

特に近親者の動向をみると高級品、嗜好品などは購買欲が低下している様に感じられる。

会津・南会津

日本国内から福島への旅行客が頭打ちのため、海外、特にアジア諸国からのインバウンドに力を入れて
いかねばならない状況です。

昨年の農家減収の影響が消費活動に出ている。また、暖冬による除雪作業の減少に伴う減収の影響も消
費に出て来ると思われる。人口減少や人手不足による事業縮小や閉店等が増加している。

い わ き ゴールデンウィークにより景気がやや良くなった。

住
宅
・
不
動
産
販
売

県 中

お客さまの売却までのスピードが、物件価格の低下の影響などから遅くなってきている。

消費税増税後の状況がどうなるかまだ読めないので、今年末から来年どうなるか不安の声を耳にする事
が多い。

県 南
消費税増税前の駆け込み契約はほぼ無かった。お客さまのほうが冷静に動向をみているように感じる。
業者としては、この先の不透明感をどのように乗り越えるか、ある意味正念場である。

い わ き
お客さまの可処分所得が増えていない状況下で、不動産市況の土地価格は横ばいとなっています。総額
を下げて検討されたい方が多いのに、消費税増税や資材コスト増加により、手が届きやすい住宅価格で
はない現状では上向きにはなりにくいと考えています。


