平成 28 年 7 月期月次景況調査結果
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。

７月の業種別景況の前月比ＤＩ値は、好転が５業種、昨年同等が８業種、悪化が１業種の
結果で、猛暑と夏季需要が関連する業種で売上や収益状況が少し好転している状況である。
受注がままならない状態が続いている業種も多くあるが、輸送機器のように受注が好調な
業種もある。また、人員・人材不足についてあらゆる業種から報告されている。
中小企業の景況感は、今現在は前年度とほぼ同等とみているが、景気の先行きについて懸
念している。

山口県の主要指標 DI 値（平成 28 年 7 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。
( < 好転 > － < 悪化 > ＝ < DI 値> )

業界の景況

前年同月比は、好転：
(<

売上高

2.5％

悪化：33.8％

DI 値：▲31.3％ ポイント

増加 > － < 減少 > ＝ < DI 値> )

前年同月比は、増加： 18.8％

減少：38.8％

DI 値：▲20.0％ ポイント

( < 好転 > － < 悪化 > ＝ < DI 値> )

収益状況

前年同月比は、好転： 11.3％

悪化：31.3％

DI 値：▲20.0％ ポイント

山山口県の業種別 DI 値(業界の景況)（平成 28 年 7 月末現在）
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食料品

長雨と 猛暑 の影 響で 店 頭の客 足が 鈍か った 。 各店、

パン・菓子製造業

来店頻 度と 客単 価を 上 げるた めに 、あ んみ つ や桃ま
るごと ケー キな ど趣 向 を凝ら して いる 。防 府 市や萩
市では大河ドラマの効果は無くなった。
７月の売上は８/１の速報値で対前年同月比▲１０％

水産食料品製造業

である が、 対前 年同 月 比のマ イナ ス幅 が徐 々 に緩や

萩市

かにな って きて いる 。 空調設 備・ 冷蔵 設備 の 増強・
入替え など 、借 入を せ ず自己 資金 で整 備実 施 するた
め手元 資金 が減 少し て いるが 安全 圏内 であ る 。今後
の売上 増加 策と して 、 これま で消 極的 であ っ た通販
（ＷＥ Ｂ・ 産直 通販 ・ ギフト など ）へ の取 り 組みを
検証することとした。
商品の 動き が鈍 い。 全 体的に 景気 の悪 い雰 囲 気が広

水産食料品製造業

がっているように思う。

下関市

７月中旬の梅雨開け宣言以降全く雨が降らなくな

精穀・製粉業

り、今 度は 野菜 や大 豆 の生育 へ影 響が 懸念 さ れてい
る。近 年、 地球 温暖 化 に伴う 異常 気象 が企 業 経営に
影響を 及ぼ す状 況と な ってい る。 突然 の自 然 災害へ
対応で きる よう なイ ン フラの 整備 が必 要と な ってき
ている。
繊維工業

主力販 売取 引先 の７ 月 からの キャ ンペ ーン 分 の追加

下着類製造業

発注に より 受注 が増 加 し１月 末ま で受 注量 が ある。
外国人 実習 生は 現在 、 中国人 ２６ 名、 ベト ナ ム人２
８名の計５４名。８月２日にベトナム人が４名来日。
次回の 受入 は１ １月 に ベトナ ム人 ６名 を予 定 してい
る。今 年か ら中 途採 用 が困難 な状 況で 、高 卒 採用に
ついて も今 年だ けで な く来年 も同 様な 状況 で ある。
労働集 約型 の企 業に は 難しい のか 、学 校並 び にハロ
ーワー ク等 で求 人活 動 をして いる が、 レス ポ ンスも
皆無で ある ため 、人 材 派遣セ ンタ ーか らの 派 遣を検
討して いる が、 人件 費 がかな りＵ Ｐす るの で はと懸
念している。
秋物商 品を 製造 して い る企業 は仕 事も あり 売 上も上

外衣・シャツ製造業

がって いる が、 販売 企 業の店 頭で 商品 の動 き が悪く

山口市

売上も 低迷 し量 産製 品 が特に 売れ てい ない 状 況。熊
本地震 等の 影響 か消 費 者マイ ンド が冷 えて い ると思
う。
端境期でもあり盆明けの仕事が少ない。

外衣・シャツ製造業
下関市

店頭商 品の 動き が悪 い ため様 子見 の発 注ロ ッ トにな

外衣・シャツ製造業

ってお り生 産効 率が 非 常に悪 い。 しば らく こ の状態

萩市

が続きそうである。
木材・木製品

現在１ 社が 主に 木材 乾 燥設備 を利 用し てい る が、他

製材業・木製品製造業

の組合員の利用も増やしたい。

山口市

今年度 発注 予定 の公 共 工事に 使用 する 製材 を 行って

製材業・木製品製造業

おり徐 々に 操業 度も 上 がって くる 見込 みで あ るが、

下関市

離職者が多い組合員もあり人員確保に苦労してい
る。
印刷

昨年に 引き 続き 青年 部 主催の セミ ナー を秋 に 実施す

印刷

る予定。

下関市

昨年７ 月に 受注 した 大 きい物 件が 今年 は他 社 に取ら

印刷

れ、そ れに 代わ る物 件 も見当 たら ず、 売り 上 げが減

山口市

少した。
窯業・土石製品

公共工 事が ほと んど な くなり 民間 の工 事が 少 し入る

砕石製造業

程度で 、状 況は 変わ ら ない。 厳し い状 況が ま だまだ
続く模様である。
（平成２７年７月）骨材

６６％、路盤材１１７％、

再生材１５３％
↓
（平成２８年７月）骨材
再生材

９３％、路盤材１２４％、

７５％

出荷量 は、 前月 比１ ０ ９％、 前年 同月 比８ ２ ％。例

生コンクリート製造業

年、年度当初の出荷量は年度末に比較して減少する。
現時点 では 、セ メン ト ・骨材 等の 資材 調達 で 特に問
題はなく、生コン価格も安定している。
梅雨の わり に雨 降り と 晴れが 比較 的は っき り してい

石工品製造業

たので 仕事 はや り易 か ったが 、梅 雨明 けと 同 時に暑
くなり 暑さ 対策 が必 要 となっ てき た。 従業 員 の事を
考える と、 仕事 の効 率 は上が らな いが 、外 仕 事では
休憩を 頻繁 に取 り熱 中 症対策 を第 一に 考え ざ るをえ
ない。
萩市は ７月 に観 光客 の 増加が 見込 まれ たが 、 先月同

陶磁器・同関連製品製造業

様、観 光客 数・ 売上 と もに前 年と 比べ かな り 落ち込
んでいる。夏休みに入っても状況は変わっていない。
当組合 が商 品を 提供 し ている 浅草 のア ンテ ナ ショッ
プ「ま るご と日 本」 の 売上も ２ヶ 月連 続ダ ウ ンとな
った。
（平成２７年１２月オープンで昨年と比較は出
来ない。）萩市内の観光スポットで、観光客なのか近
隣者なのかわからないが、スマホで「ポケモンＧＯ」
をしな がら 歩く 姿が 多 く、こ の社 会現 象を 何 か売上
げに生かせる方法はないものかと考えている。
一般機器

夏期渇 水の ため 工業 用 水の取 水制 限が 始ま り 、有機

一般機械器具製造業

ＥＬ関 連の 企業 では 生 産調整 をし てお り一 時 的な売

周南市

上減少の企業もある。
７月の 景況 は、 前月 に 引き続 き芳 しく ない 。 海 外工

一般機械器具製造業

事関係 では 依然 とし て 受注が 無く 、自 動車 の 金型は

防府市

８月まで好調である等組合員間で温度差がある。

機械検 査、 機械 加工 関 係の下 請け 企業 の受 注 状況は

一般機械器具製造業

安定し てい る。 惣菜 、 自動車 、造 船関 係は 好 調で残

宇部市

業も多 く、 組合 とし て は３６ 協定 の遵 守を 指 導して
いる。食品加工、食肉加工業、溶接関係、惣菜等は、
引き続 き人 材の 確保 が 困難で あり 外国 人技 能 実習生
の増員 や新 規受 入の 相 談が続 いて いる 。特 に 惣菜関
係の人 手不 足は 深刻 と なって いる 。介 護関 係 の国 の
制度改 正が 継続 審議 に なった こと に伴 い、 介 護施設
からの問いあわせが増えている。
前年同月どおりで推移している。

一般機械器具製造業
宇部市

金型の 生産 設備 操業 度 は６月 に比 べ上 昇し て きた。

特殊産業用機械製造業

５～６ 月に 受注 が伸 び たため 、マ シニ ング ・ ワイヤ
ー・研 削加 工が やや オ ーバー フロ ー気 味と な った。
人員減 少に より ロー テ ーショ ンせ ざる をえ な く、旋
盤・研 削加 工の 教育 を 行って いる 状況 。現 在 の受注
分及び 受注 見込 み分 を 加味す ると １０ 月末 ま での仕
事量は 確保 出来 てい る 。かな りの 仕事 量が あ り外注
も含め 進め てい るが 、 最終工 程の ミガ キ等 は 手仕上
げとな り人 員を 投入 し 何とか 納期 に対 応し て いる。
見積り 案件 は特 殊な 金 型が多 く活 発に 推移 し ている
が、受 注に はな かな か 厳しい 状況 であ る。 成 形製品
の生産 設備 稼働 率は 前 年より 上昇 傾向 には あ るが、
民生部 品（ 家電 ・電 子 部品） など 製品 毎の 受 注量の
変動に 影響 を受 け、 先 が読み にく い状 況が 続 いてい
る。
輸送機器

上期前 半は 鉄道 、精 密 加工、 産業 プラ ント 部 門とも

鉄道車両・同部品製造業

に前年 に比 べ作 業高 が 増加し てい る。 上期 後 半も落
ち込む こと は無 く推 移 すると 見込 んで いる が 、精密
加工部 門に つい ては 秋 以降の 見通 しが 不明 で あるの
が気がかりである。

卸売業

人員・人材不足が続いている。

船舶製造・修理業

お盆に 向け て商 品の 保 管をし てい るこ の時 期 は出庫

乾物卸売業

が少な く、 少し ずつ 保 管数が 増加 して おり 、 前年同
月比で ６． ７％ の保 管 料の増 加と なっ てい る 。イリ
コは絶対数が少なく入札出来ない状況との事。
前月と 変わ りな く、 品 物が無 いの で荷 動き も 少ない

生鮮・魚介卸売業

状態。
“ふく”も鮮魚も同様。今年はサンマも不漁で、
昨年に続いてウナギも高値である。
依然と して 厳し い状 況 が続い てい る組 合 員 企 業がほ

各種商品卸売業

とんど だが 、僅 かに 少 しずつ 好転 して いる と いう企

防府市

業もある。

小売業

昨年よ りも 梅雨 明け が 早まり 、飲 料関 連商 品 の売上

各種商品卸売業

が増加している。

山口市

大手化 粧品 メー カー に よると 山口 県の 売上 は 前年同

化粧品小売業

月比９ ７％ 弱と のこ と 。本来 なら 夏物 商品 な どが売
れる月であるが、どの店も状況が厳しい模様である。
由宇通 津地 区の 小売 商 店はジ リ貧 の状 態で 、 よくな

各種商品小売業

る兆し は見 えず 現状 維 持が精 一杯 の状 態。 ポ イント

岩国市

発行機 械も 故障 が多 く 事業主 の高 齢化 とと も に今後
の課題 であ る。 地区 の 中小企 業者 の動 向は 、 梅雨が
明け本 格的 な夏 の到 来 となり 、夏 物衣 料・ 家 電・飲
み物な どの 売上 が順 調 である 。潮 風海 水浴 場 の来場
者も多 く、 レス トラ ン ・物販 の売 上が 好調 で ある。
小規模 事業 者へ の求 職 希望者 が少 なく 労務 管 理に苦
労して いる 。若 年層 の 転職が 多く 従業 員の 出 入りが
多い。特に介護関係が顕著である。
７月３ ０日 に夏 祭り を 開催し たが 、商 店街 青 年部も

各種商品小売業

商工会 議所 青友 会と 共 催し「 お化 け屋 敷」 を 復活さ

周南市

せた。
休日が 前年 より ２日 多 く後半 に好 天が 続い た ことも

各種商品小売業

あり売 上が 順調 に推 移 し、前 年同 月比 で８ ％ 売上の

山口市

増加となった。
先月同 様、 全店 ベー ス での売 上は 前年 を上 回 ってい

各種商品小売業

るが、 組合 員店 ベー ス では客 数、 売上 とも 前 年を下

長門市

回る状況である。
商店街

お中元 商戦 、衣 料品 関 係の夏 セー ルを 早々 と 実施し

山口市

たが、 消費 が低 迷し て おり、 売上 が減 少し た 状態が
続いている。
７月２３日、３０日、８月６日と「新天町土曜夜市」 宇部市
を開催 する 。７ 月２ ３ 日には 宇部 花火 大会 の １３万
人の客が商店街の周りに集まり、終日賑わう。
今年の 夏は 例年 より 暑 いのか 飲み 物を 取り 扱 ってい

萩市

る店の 売上 が多 少上 が ってい るが 、他 の業 種 は伸び
悩んで いる 。こ の夏 の 暑さで アー ケー ドの 人 通りも
減少し てい る。 商店 街 には無 いが 、他 地区 の スーパ
ーや量販店には涼を求めての人出が多い。
サービス業

天候の 回復 に伴 い客 足 の改善 が見 られ る。 店 頭商品

美容業

の売上の向上に努力する店も増えたようだ。
暑さも 伴い 消費 者の 来 店サイ クル が早 くな り 少し好

理容業

転となったと思う。
県内の 軽自 動車 の新 車 販売が 燃費 不正 問題 も あり、
販売台 数を 大き く落 と し厳し い状 況で ある 。 この販
売減少 が３ 年後 、５ 年 後には 車 検 台数 の減 少 となっ
て影響 して くる こと か ら、整 備事 業者 にと っ ては大
きな問題の種である。

自動車整備業

猛暑で 子供 の参 加者 が 少し多 い模 様だ が高 齢 者の休

スポーツ・

会が多い。

健康教授業

宿泊人 員は 対前 年同 月 比で１ ０９ ％と 大幅 な 伸びを

旅館業

示した が、 ７／ ２７ か らイン ター ハイ が開 催 された

山口市

ことが 一因 と考 察さ れ る。販 売額 （宿 泊売 上 ）にお
いては １０ ５％ で５ ％ 程度の 伸び に留 まっ た が、イ
ンター ハイ の料 金設 定 が一般 料金 に比 べ低 額 に抑え
られているためと思われる。
九州の 「宿 泊助 成金 」 が始ま った 影響 で、 隣 接し て

旅館業

いる下 関の 稼働 率が 下 降気味 であ る。 熊本 地 震の影

下関市

響で外国人の宿泊が未だに回復していない。
飲食部 門の テナ ント が 営業を 開始 した が、 今 月は直

旅館業

接的に 影響 は無 い。 中 国地方 は高 校総 体に よ り宿泊

長門市

客が増え、温泉施設利用者も増加の影響を受けた。
なんや かん や言 われ な がらも 参議 院選 挙は 自 民の圧

飲食業

勝とな り、 景気 も変 り 映えし ない 状況 であ る 。長雨
で野菜 が高 騰、 食材 費 の値上 げで 収益 が悪 化 した支
部もあったがおしなべて不変である。
梅雨明 け前 は雨 の日 も 多く客 足が 鈍り かな り の需要

普通洗濯業

減だっ たが 、梅 雨明 け 後、毛 布や コタ ツ布 団 などの
大物が 一気 に出 た。 し かしな がら 全体 的に は 年々減
少傾向にある。この時期は家庭洗濯に衣類をとられ、
夏の閑散期に突入の模様。
建設業

６月の 山口 支部 中電 へ の工事 申請 は１ ５６ 件 （前年

電気工事業

は１３０件）。太陽光発電への申請２１件、オール電
化申請 ７０ 件（ 前年 は 太陽光 ２１ 件、 オー ル 電化６
９件）、ＬＥＤ街路灯への切替・新設申請３５件（前
年は４０件）であった。
岩国地 区を 除き 民間 工 事・公 共工 事共 減少 し ている

左官業

ため、 １つ の物 件に 応 援の総 合工 事業 者の 数 が増え
ている 。隣 県に も営 業 基盤を 持つ 事業 所は 工 事の減
少幅が少ない。
一度に 大量 発注 があ っ たよう で、 組合 員は 忙 しくし

管工事業

ている 。又 、炎 天下 で の作業 であ るの で従 業 員の健

岩国市

康管理 には 、大 変気 を 使って いる 。過 去、 受 注額の
２０％ であ った 概算 払 額が４ ０％ に引 き上 げ られた
ので、資金繰りが好転している。
瓦工事業は屋外作業のため天候に大きく左右され

屋根工事業

る。梅 雨明 け後 は猛 暑 続きで 著し く作 業効 率 化が低
下している。
大型物 件の 工事 完了 に 伴い仕 事の 件数 は減 少 したが
小規模 物件 の数 が多 く 、相変 わら ず人 手不 足 のまま
推移し た。 職方 も不 足 で忙し い割 には 売上 が 上がら
ず減少 して いる 。原 因 は小規 模の 物件 の数 が 多い割
に、担 当者 も１ 日単 位 毎の段 取り とな った か らであ

内装工事業

ろう。 ８月 盆明 け頃 か ら少し ずつ 売上 も回 復 しそう
だが、 年度 末に かけ て の忙し さは あま り期 待 できな
いとみている。
大手建 設業 の決 算状 況 は好転 して いる 模様 だ が、柳

土木工事業

井地区 建設 業者 の決 算 は変り 映え しな い状 況 で、都

柳井市

市部と 地方 の地 域格 差 があま りに も大 きす ぎ ると思
う。
７月は ２件 の受 注が あ ったが 、２ 件と も現 場 が遠い

土木工事業

のでガ ソリ ン代 等が か かり採 算が 合わ ない が 贅沢は

周南市

言えない。

運輸業

７月の 受注 高は 対前 年 同月比 ５０ ％。 今年 度 の累計

土木工事業

は対前年比で９５％。

萩市

トレー ラー 車の 輸送 で 長・短 距離 の輸 送が 目 立った

一般貨物自動車運送業

が、月 後半 はや や輸 送 量が減 った 。輸 出は 横 ばい。

下松市

国内向 けの 輸送 はや や 上向き で単 発的 に車 両 不足が
あった が、 売上 は前 年 同月比 で約 １． ５％ の アップ
にとど まっ た。 ドラ イ バー不 足は 依然 とし て 解消さ
れない まま であ る。 燃 料費は ４． ７円 の値 上 げで価
格変動 が激 しく 、中 小 運送業 の経 営は 一喜 一 憂であ
る。軽油引取税の軽減を望む声が多い。
７月の 輸送 受注 実績 は ６月同 様の 前年 同月 比 １３％

一般貨物自動車運送業

程度の 減少 でな かな か 歯止め が効 かな い。 円 は高止

防府市

まりか ら幾 分安 値に 動 きつつ ある よう だが 先 は見通
せない 状況 で、 自動 車 関連に 携わ って いる 者 として
は気が かり なと ころ で ある。 燃料 費は ７月 に 入って
若干値下げの方向である。
運送部 門・ 倉庫 部門 共 に荷物 が増 えて きて い る。飲

一般貨物自動車運送業

料水等 の季 節物 の案 件 が増加 して いる ほか 、 大口で

宇部市

はない もの の小 口・ 中 口の輸 送・ 保管 案件 が 増えて
いる様 子。 人手 不足 は 若干解 消さ れた もの の まだ不
足であ る。 物流 業 の よ うなき つい イメ ージ の 仕事は
敬遠されがちのようである。
夏期休 暇に 入っ て人 が 移動し てい る模 様で あ るが、

一般旅客自動車運送業

売上増には繋がっていない。

下関市

タクシーチケットの取扱い金額は、前年同月比▲０.

一般旅客自動車運送業

４％（平成２８年７月１日～２０日分。）当組合の取

周南市

扱いは 、光 市、 下松 市 、周南 市、 防府 市の 地 域。６
月分が＋０.１％となったのは、特定の業種や地域だ
けでな く全 体と して 前 年同月 並み の需 要で あ った上
に、郡 部の 診療 所用 の 取扱が 多く 発生 した た めで、
好転と いう もの では 無 い。主 要燃 料で ある Ｌ ＰＧに
ついて は、 ＣＰ （通 告 価格） と為 替に 連動 し て変動
するが、ブタン、プロパンのＣＰが下がり（前月 373$/
トンが今月 338$/トン）、為替も円高になったので前
月より ▲５ ％と なり 、 前年７ 月分 に比 べる と １７％

安価で ある 。車 両代 や 整備費 用が 上昇 して い るなか
燃料費 が下 がる のは 大 いに助 かっ てい る。 ４ 、５月
と大幅 な取 扱金 額の 減 少が続 いた 後で 、下 げ 止まっ
た様に も思 えま すが 、 マイカ ー普 及に 伴い 日 曜日や
祝祭日 には 需要 が低 下 する傾 向に あり 、８ 月 は盆休
みに加 え「 山の 日」 の 祭日が 増え た事 もあ り 、需要
の減少が心配。

その他非製造業

相変らず取扱高は伸びていない。

港湾運送業

介護施 設に おけ る虐 待 等の課 題を 業界 全体 で 見直す

介護事業

べきだ と思 う。 職員 一 人一人 の意 識向 上が 必 須。報
道等に かか わり なく 業 界の景 況は 前年 と比 較 すると
悪化している。

