平成 26 年 10 月度県内産業景気動向調査結果
この調査結果は、中小企業庁の指定事業に基づいて設置された山口県内の情報連絡員 60 人
に、本会が新たに選んだ 20 人を加えた 80 人の連絡員より業界動向を把握した結果です。

１０月においては、景況感が改善し受注や売上が増加しているという報告が、一般機器、
輸送機器、サービス業及び運輸業の一部から寄せられている。一方で、繊維、木材・木製品、
印刷、窯業・土石製品、卸売業、小売業、商店街からは、端境期や消費税増税後の消費の落
込み等による受注や売上げが減少するなど一進一退の状況にある。
景気の回復感がある一方で、消費の低迷による収益の悪化を懸念する声があり、依然とし
て先行きが不透明な状況である。

山口県の主要指標 DI 値（平成 26 年 10 月末現在）
※ DI 値とは、前年同期に比べ「増加」・「好転」したとする企業割合から「減少」・「悪化」した
とする企業割合を差し引いた値です。
業界の景況

( < 好転 > － < 悪化 > ＝ < DI 値> )

前年同月比は、好転：11.3％
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売上高

悪化：28.8％

DI 値：▲17.5％ ポイント

増加 > － < 減少 > ＝ < DI 値> )

前年同月比は、増加：17.5％

減少：35.0％

DI 値：▲17.5％ ポイント

( < 好転 > － < 悪化 > ＝ < DI 値> )

収益状況

前年同月比は、好転：12.5％

悪化：35.0％

DI 値：▲22.5％ ポイント

山口県の業種別 DI 値(業界の景況)（平成 26 年 10 月末現在）
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特記事項 (景況の変化とその原因・現状等、企業経営・業界での問題点)

食料品

最低賃 金が 上昇 し、 パ ートに 頼る こと が多 い 組合員

パン・菓子製造業

は負 担 増。 １ ４円 （ 一 人当 た りの １ 時間 上 昇 分） ×
８ ０ 時 間 (一 人 当 た り の 平 均 月 パ ー ト 勤 務 時 間 ） ＝
１，１２０円（一人当たりの１か月上昇分）。
９月の 売上 は＋ １９ ． ７％で 大幅 アッ プ。 上 半期４

水産食料品製造業

～９月 累計 も前 年同 期 比＋１ ３％ と好 調に 推 移。１

萩市

０月は１０/２３時点で前年同月比＋１０％と依然高
水準の 売上 が継 続し て いる。 もろ もろ の要 因 が複合
しての 好成 績で ある が 、全国 ＴＶ 放送 など メ ディア
露出の 効果 が最 も大 き いと分 析し てい る。 日 経ビジ
ネス１１／２４発売号、
「日本のイノベーター」特集
に大きく登場予定。
夏から の動 きが 少な い 。円安 が進 み、 さま ざ まな物

水産食料品製造業

が値上 がり をす るの で 全体的 に消 費が 落ち 込 んでい

下関市

る雰囲 気が ある 。今 後 の動向 が不 安で ある 。 また、
近年原 料の 入手 が難 し く、事 業を 継続 して い くのを
考えるまでに至っている。
山口県 の作 況指 数は 、 ９６と 発表 があ り通 年 より下

精穀・製粉業

落し、 収穫 量の 減少 が 見込ま れる 。ま た、 昨 今の米
余り基 調に 伴い 、本 年 度の米 の取 引価 格に つ いて、
大幅な 下落 とな るこ と が、Ｊ Ａか ら公 表さ れ た。平
成２４ 年産 と比 較す る と、１ 俵単 価で ５ ， ０ ００円
程度、約４０％の価格の下落となるとのことなので、
大幅な業績悪化となる。
繊維工業

納入先 の販 売状 況は 相 変わら ず良 くな い。 組 合員企

下着類製造業

業も以 前に も増 して 経 営が厳 しい 。当 面明 る い材料
がない 。繊 維関 係の 製 造は国 内か ら海 外移 転 が定着
し、国 内企 業は 今後 も 縮小の 傾向 が一 層進 み そうで
ある。
景況感は良くない。

外衣・シャツ製造業
山口市

９月ま での 受注 の状 況 は良か った が、 １０ 月 に入り

外衣・シャツ製造業

端境期 とな り、 店舗 の 商品の 動き も鈍 い模 様 で、仕

下関市

事が減少気味である。
木材・木製品

依然として低調に推移。

製材業・木製品製造業
山口市

例年で あれ ば、 秋の 需 要で売 上高 も増 える 時 期であ

製材業・木製品製造業

るが、 消費 税増 税前 の 駈込み 需要 の 反 動が ま だ続い

下関市

ているのか、売上高も全体的に減少している。
印刷

消費税 増税 直後 の４ 月 ～６月 は何 とか 持ち こ たえた

印刷

が、７月以降は引き合いが減っているように感じる。 下関市

９月に 若干 持ち 直し た ように 見え たが 、１ ０ 月は 前

印刷

月、前 年同 月に 比べ 最 低の数 字な った 。１ １ 月も今

山口市

のところ良い情報は入ってこない。
窯業・土石製品

昨年と 比べ ると 全体 的 に出荷 数量 は減 って い る。岩

砕石製造業

国支部 の砕 石業 者が 倒 産して 、事 実上 、岩 国 支部が
なくな り、 今は 中部 支 部が仕 事を 一部 請け 負 ってい
るが、 運搬 距離 があ る ため、 利益 はあ まり 期 待でき
ない様子。こういった中でも仕事のある組合員では、
積極的に雇用をしている模様。
出荷量は、前月比１２６%、前年同月比９０％。現時

生コンクリート製造業

点では、セメント・骨材等の調達に特に問題ないが、
砂・砂 利・ セメ ント な ど原材 料価 格の 値上 げ の圧力
は高まりつつある。
一般機器

１０月は、９月と同じ景況である。自動車関連では、 一般機械器具製造業
来年の 新規 車種 開発 計 画を受 けて 既に 受注 活 動を始

防府市

めてい る模 様。 構造 物 製造関 連は 引き 続き 、 学校の
耐震化 や大 型ド ラッ グ ストア の新 店舗 建設 な どで活
気を持 続し てい る。 雇 用は、 相変 らず 求人 難 。組合
全体で は、 年内 はプ ラ ス面が 多い よう に見 受 けられ
る。
先月と 同様 に、 機械 製 造関係 、食 品加 工、 ス ーパー

一般機械器具製造業

等の人 手不 足か ら、 外 国人技 能実 習生 の早 期 受け入

宇部市

れの相 談が あっ た。 し かし、 実習 生の 場合 は 、入国
まで６ ケ月 位必 要と な るので 、つ なぎ のた め の臨時
職員の 紹介 を依 頼さ れ ること も多 い。 ハロ ー ワーク
に登録 して も臨 時職 員 の確保 も難 しく 、一 部 、派遣
頼みの企業もある。
金属素材関係の製造業の売上高が増加傾向。

一般機械器具製造業
宇部市

金型の 生産 状況 は、 １ ０月の 設備 操業 度は ９ 月に 比

特殊産業用機械製造業

べ上昇 。マ シニ ング セ ンター が主 流だ が、 放 電加工
機・ワ イヤ ー加 工機 も 稼動が 上が って 来て い る。１
１月は １０ 月と 同様 に 上がる 見込 みで ある 。 １２月
生産分 の受 注は 何と か 確保出 来つ つあ る。 来 年に向
けて、 まだ 不安 要素 は 多々有 るが 、受 注活 動 を進め
る予定 であ る。 成形 製 品の生 産状 況は 、新 規 案件の
製品売 上が 少し ずつ 上 昇傾向 にあ り貢 献し 始 めてい
るが、 既存 の民 生部 品 （家電 部品 、電 子部 品 ）の売
上が伸 び悩 み、 全体 で は前年 同月 並み の売 上 となっ
ている。
輸送機器

人材不足が継続中。

船舶製造・修理業

鉄道車 両部 門は 先月 の 積み残 しも あり 作業 量 が増加

鉄道車両・同部品製造業

してい る。 精密 加工 部 門はま だ上 昇の 気配 は なく様
子見で ある が、 見通 し は明る くな って きて い る。産

業プラ ント 部門 は生 産 が軌道 に乗 り数 ケ月 間 繁忙が
続く見込み。
卸売業

ガソリ ン価 格が 約５ 円 程度（ １６ １円 →１ ５ ６円）

各種商品卸売業

値下が りし 経費 削減 と なって いる 。建 築関 係 の卸で
は、消 費税 駈込 み需 要 等の建 築工 事が ほと ん ど終わ
り工事 が減 少し て、 出 荷減と なり 、今 後の 見 通しが
立たない状況で苦慮している。
消費税 増税 後、 前年 と 比べ６ か月 間連 続し て 売上高

乾物卸売業

が減少 して いる 。こ れ は偏に 販売 不振 によ る もので
あるが 、加 えて 台風 ・ 雨・日 照不 足等 の天 候 不順も
影響しており、来年の収穫量も心配される。
本格的 なふ ぐシ ーズ ン に入り 、取 扱量 は少 し ずつだ

生鮮・魚介卸売業

が上向 いて いる 。天 然 ふぐは 少な く、 養殖 ふ ぐが多
い。最 近は 天候 が安 定 してい るの で量 は順 調 だが、
水温が高いので魚種類に変化がある。
小売業

化粧品 業界 は秋 の新 製 品やメ ーキ ャッ プ品 の 新色等

化粧品小売業

が発売 され 、少 しず つ ではあ るが 商品 が動 き 出して
いる。 これ から は、 冬 季限定 商品 の予 約活 動 で忙し
くなりそう。
組合員 事業 所に つい て は９月 と同 じで 厳し い 状況。

各種商品小売業

消費税 １０ パー セン ト への移 行は 不可 能と の 意見が

岩国市

強い。 ここ にき て円 安 の影響 で輸 入品 も高 騰 し経営
に悪影 響が 出て きて い る。地 方経 済は 回復 感 を味わ
えない まま 低迷 状態 に ある。 アベ ノミ クス 第 ３の矢
の成長 戦略 に期 待し た い。組 合員 はポ イン ト ５倍セ
ールを １２ 月８ 日か ら １３日 に実 施す るの で 年末商
戦に期 待し てい る。 域 内の人 口が 減少 し消 費 者が減
り、売 上減 少の 要因 と なって いる 。求 人倍 率 が上昇
してい るが 雇用 のミ ス マッチ あり 域内 の中 小 企業者
（特に 建設 ・警 備・ 介 護・飲 食業 ）で は引 き 続き人
手不足が続いている。
パーク タウ ン周 南の 形 成に向 けて 、銀 座通 り では歩

各種商品小売業

行者優先道路化の社会実験を実施、ファイナルで「の

周南市

んた祭 り」 を徳 山港 付 近で開 催な ど、 新し い 街づく
りが始動した。
新聞等 で報 道さ れて い るよう に、 個人 消費 は 当地方

各種商品小売業

でもか なり 低迷 の度 合 いを増 して きて いる 。 ９月は

山口市

休日が 前年 より １日 少 なかっ たこ とと 天候 に 恵まれ
なかっ たこ とで 、前 年 同月比 で１ ．９ ％の み のプラ
スであったが、１０月はマイナスとなる見込み。
先月同 様、 既存 店ベ ー スでは 、ほ ぼ前 年並 み だが、

各種商品小売業

全体売上、来店客数にすると、かなり下回る状況。

長門市

商店街

平日の 客数 は少 ない が 、休日 には 家族 連れ な ども多

山口市

くみら れ、 ９月 より は 客数と 売上 が少 しば か り良か
った。１１月はイベントもあり期待できそう。
生鮮食 品の 仕入 単価 は 多少上 がっ てい るが 、 販売価

萩市

格に反 映で きな いの が 実情。 生産 者と の直 接 取引も
多少あ り、 中間 マー ジ ンのこ とを 考え ると こ の方が
収益が でる 取引 先の は ずが、 生産 者の 厳し い 状況を
聞くと 市場 （い ちば ） 等より 高い 仕入 単価 で の取引
となっ てし まう 。呉 服 は、少 子化 の影 響で 売 上につ
いては 、わ ずか なが ら 減少。 消費 税の 増税 、 １０％
への移 行は 、絶 対反 対 。価格 に転 嫁も でき ず 、消費
もさらに落込む。
サービス業

例年、 ９・ １０ 月は 売 上の少 ない 時期 だが 、 それ以

美容業

上に少 しず つ縮 小傾 向 で、真 綿で 首を 絞め ら れてい
る状況 。こ れか らも 消 費税増 税等 の不 安要 素 が沢山
あるた め、 なる べく 現 金を残 すよ うに して い るよう
に思え る。 今回 の電 力 会社に よる 電気 買い 取 り中断
の例の よう に、 状況 が 覆ると いう 不安 要素 も 加わっ
て、そ の傾 向が 顕著 に 現れ、 必要 不可 欠以 外 の出費
が引き 締め られ てい る 。年末 に向 け対 策を 練 る必要
がある。
組織強 化に 取り 組ん で いるが 効果 がな い。 組 合にし

理容業

かできない事業はないものかと、模索中。
消費税 増税 前の 駈込 み 需要で 新車 販売 が増 加 した影

自動車整備業

響によ り、 上半 期（ ４ 月～９ 月） の車 検台 数 が対前
年比で ５％ 減少 した 。 整備 専 門業 者に とっ て 売上の
約５割を占める車検台数の減少は影響が大きい。
売上高 は前 月と 比べ 横 ばいで 、前 年度 ほど 好 転して
いない 。来 月以 降も あ まり上 昇は 見込 めず 、 横ばい
で推移 する と思 われ る 。徳山 、岩 国地 区で 新 卒及び
中途採 用を 考え てい る 企業が ある が、 なか な か応募
がない。
フィッ トネ スジ ムで は 、６５ 歳以 上の 男性 会 員が増

スポーツ・

加傾向 にあ る。 キャ ン ペーン の出 足が 鈍く 、 前年比

健康教授業

で若干 少な め。 スイ ミ ングで は、 ８月 の天 候 の影響
で短期 水泳 教室 の集 客 が良く なく 、そ のリ カ バリー
が出来ていない。
地元宴 会等 の利 用が 少 なく、 週末 の台 風の 影 響で観

旅館業

光客が 減少 し売 上等 は 減少傾 向で あっ たが 、 前年同

下関市

月を大 きく 落と した 施 設はあ まり ない 。ビ ジ ネスホ
テルな ども 客室 稼働 率 ・室単 価な ど概 ね、 前 年同様
で、施設間の差はあった。１１月に期待をしている。
１０月 の売 上高 は減 少 。人件 費及 び修 繕費 等 の削減

旅館業

により 経費 削減 は若 干 改善し てい る。 社債 の 解約等

長門市

があり 資金 繰り が厳 し くなっ た。 飲食 部門 の 売上高

の減少が著しい。
売上の 安定 には 、ひ と 工夫が 必要 な様 子。 周 南地区

飲食業

では、一膳３，９００円の懐石が好調という話だが、
客単価 のア ップ はな か なか思 い通 りに はい か ない。
夜の宴 会も 多少 の回 復 がみら れる もの の一 段 落して
いる状 況。 山陽 側の 方 が回復 基調 であ るが 、 底上げ
にはもう少し時間がかかる。山陰側は厳しい状況で、
来年度 は大 河ド ラマ 「 花燃ゆ 」の “文 ちゃ ん ”頼り
である。寒い時期を迎え、
「ノロウイルス」の食中毒
が大変心配である。
先月に 引き 続き 好調 を 維持。 前年 同月 比で も この時

普通洗濯業

期とし ては 、か なり い い収益 を見 込め そう 。 この時
期にはあまり出ないクリーニング（布団や冬物衣料）
も集ま り、 夏場 の天 候 不順や 、消 費税 増税 の 影響で
出すこ とを 控え たも の や、出 しそ びれ たも の ではな
いかと 考え られ る。 ま た夏物 衣料 品の クリ ー ニング
加工と して 浸透し つつ ある「 汗抜 き」、「ダ ブ ルクリ
ーニン グ」 など をこ の 時期に 上手 に売 り込 ん でいる
お店は収益状況も客数もよい傾向。
建設業

中電へ の工 事申 請は ９ 月３０ ４件 （当 支部 分 １７７

電気工事業

件）、前 年同月 ２３ ７件 （同１ ９８ 件）。太 陽光 発電
への申 請３ ６件 、オ ー ル電化 申請 ５０ 件（ 前 年は太
陽光４５件、オール電化６０件）。ＬＥＤ街路灯への
切替・新設申請は２１件（前年５５件）であった。
技能者 不足 の中 で建 設 業専門 工事 業者 の受 注 単価は

左官業

改善さ れつ つあ る。 さ らには 躯体 業者 （型 枠 大工／
鉄筋） の受 注単 価は 大 幅に回 復し てい るが 仕 上業者
の回復 は鈍 い。 多く の 工事現 場で 工程 の遅 れ が目立
ち、仕上工事業者の負担が大きくなっている。
組合員 の業 況は 好転 し ていな い。 講習 会や 安 全大会

土木工事業

の参加 協力 がな かな か 得られ ない 状況 。土 木 技術者

柳井市

のＣＰ ＤＳ （継 続的 専 門能力 啓発 シス テム ） は、入
札時の 加点 対象 であ る ので参 加が ある が、 国 ・県の
施策に は反 応が 鈍い 。 財政上 の余 裕も ない 状 態であ
るのも一因であろう。
１０月 の受 注高 は、 対 前年同 月比 ６５ ９％ 。 今年度

土木工事業

の累計では、対前年比４８６％。

萩市

仕事は ある が、 人材 不 足で賄 えな い状 況が 続 いてい

管工事業

る。今 年の 発注 は８ 月 頃に集 中し て今 はと て も忙し
い。１ １月 中旬 から は ２月末 工期 が多 いた め 、発注
量が激減する。

運輸業

国内輸 送、 輸出 とも 横 ばいの 傾向 で、 鉄鋼 素 材の輸

一般貨物自動車運送業

送も一 段落 の感 があ る 。長距 離ド ライ バー は 依然と

下松市

して不 足し てお り、 ハ ローワ ーク に募 集依 頼 をして
も志望 者は 少な く敬 遠 されて おり 輸送 業者 に とって
は悩み の種 とな って い る。対 前年 同月 比で 売 上高は
約２１ ％の 減少 とな っ ている 。油 価格 は１ ０ 月に入
り２．２円の値下げがあったが、高止まりのままで、
運賃も 据え 置き のま ま となっ てお り、 輸送 業 者の運
営上の最大の悩みとなっている。
９月に続いて１０月の売上も昨年の水準を下回っ

一般貨物自動車運送業

た。９ 、１ ０月 と原 油 価格の 下落 に伴 い１ リ ットル

防府市

当たり ４～ ５円 程燃 料 価格が 値を 下げ たが 依 然高い
水準に ある 。円 も再 び 安値方 向に あり 、原 油 も地政
学的な 問題 でど う転 ぶ か分か らず 、燃 料サ ー チャー
ジもなかなか思うようには進まない。
物流部 門は 好況 で９ 、 １０月 でか なり の利 益 がでて

一般貨物自動車運送業

いる。 内容 は、 運送 業 務も安 定し て受 注し て いるな

宇部市

かで、 倉庫 業は 鉄鋼 関 連原材 料の 保管 案件 が 非常に
増えて きて おり 、自 社 倉庫が 溢れ て外 部倉 庫 を賃借
して対 応し てい る程 で ある。 近辺 の倉 庫会 社 も同じ
ような 状況 の模 様で 、 空き倉 庫が 出て もす ぐ に借り
手がつく状態である。
業界の 景気 は最 悪の 状 況であ る。 消費 税増 税 や気候

一般貨物自動車運送業

の条件 によ る災 害等 も あり良 い事 が無 く、 円 の値下

下関市

がりや 株価 の値 下が り 等が後 に影 響す ると 予 想して
いる。 仕事 量は 減っ て きてお り組 合員 の事 業 も下り
気味だが、組合のＥＴＣ事業は順調に推移している。
タクシーチケットの取扱い金額は、前年比＋３.１％
（平成２６年９月１日 ～平成２６年１０月２０日
分）。９月１日～３０日分は＋３.２％、１０月１日～
２０日分は＋２.８％となった。 消費税込みの金額な
ので、 税抜 きの 金額 で は、ほ ぼ前 年同 額 の 売 上であ
る。前年同期が△７.１％と大幅な減少だったので、
今後増 加に 転ず るか ど うかは 、ま だま だ予 断 を許さ
ない。 当組 合の 取扱 い の防府 地区 は前 年よ り 増加、
光市地 区は 若干 の増 加 、周南 はぼ ぼ前 年並 み 、下松
地区は 減少 して いる 。 主要燃 料で ある ＬＰ Ｇ につい
ては、 ＣＰ （通 告価 格 ）と為 替に 連動 して 変 動。ブ
タン， プロ パン のＣ Ｐ は前月 分よ りも さら に 下降し
たが円 安が 進ん だた め 、購入 単価 は先 月よ り も１％
上昇。 前年 １０ 月分 に 比べ＋ ２％ 高値 。今 回 はほぼ
前年並 みの 収入 にな り ました が、 長く 続い た 売上減
少によ り、 タク シー 事 業者も 乗務 員も 疲弊 し ている
状況で 、乗 務員 の収 入 も減少 して おり 、高 齢 者の退
職もあ って 、ど のタ ク シー事 業者 も、 乗務 員 確保が

一般旅客自動車運送業

たいへ ん難 しい 様子 。 今後の 売上 が安 定す る かどう
かは疑わしい点が多く、
（新規得意先による一時的な
利用増加が多い事）年末の繁忙期が大いに気がかり。
小野田 港の 荷動 きは 若 干良く なっ てき てお り 、今後
に期待したい。

港湾運送業

