平成 28 年 9 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。
９月の業種別景況の前月比ＤＩ値は、１４業種の内で５業種が好転、前月同等が８業種、
悪化が１業種で、全体の景況の前年比ＤＩ値でも好転している。
製造業では概ね前年よりも受注量、売上が増加しているが、卸売業、小売業、商店街、サ
ービス業では天候不順も影響し売上が減少している模様である。引き続きまた、繊維工業、
サービス業や建設業からは人員・人材不足の報告もある。
県内中小企業は、製造業の一部で景気回復感がある中で、非製造業ではこの景気回復感が
個人消費を押し上げるのを待っている状況である。

山口県の主要指標 DI 値（平成 28 年 9 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：

3.8％

悪化：26.3％

DI 値：▲22.5％ ポイント

( < 増加 > － < 減少 > ＝ < DI 値> )

売上高

前年同月比は、増加： 12.5％

減少：37.5％

DI 値：▲25.0％ ポイント

( < 好転 > － < 悪化 > ＝ < DI 値> )

収益状況

前年同月比は、好転： 10.0％

悪化：23.8％

DI 値：▲13.8％ ポイント

山山口県の業種別 DI 値(業界の景況)（平成 28 年 9 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

飛び石 のシ ルバ ーウ イ ークで 売上 が減 少。 ２ 度の台

パン・菓子製造業

風のニュースが客足に影響。

山陽小野田市

引き続いて雇用情勢は厳しい。

パン・菓子製造業
下関市

８月は 対前 年同 月比 ▲ １１． ４％ 。９ 月は ９ ／２９

水産食料品製造業

時点で 対前 年同 月比 ▲ ２５％ 程度 の大 幅ダ ウ ン。大

萩市

河ドラ マ効 果が ほぼ 無 くなり 前々 年の 水準 に 戻り、
昨年は シル バー ウイ ー ク（５ ～９ 連休 ）で あ ったこ
とも大 きく 影響 して い る。今 後も 前年 比ダ ウ ンの傾
向が続 くと 予測 され る が、パ ブリ シテ ィ露 出 強化な
ど対策 を講 じる 。１ ０ 月はＴ Ｖ朝 日系 の全 国 放送番
組「食彩の王国」に登場の予定。
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

がっているようだ。

下関市

関東方 面よ りの 注文 は 昨年並 です が、 西日 本 ・九州
で販売が不振。
長雨が 続き 作物 の生 育 の遅れ が懸 念さ れて い る。地

精穀・製粉業

球温暖 化に 伴う 大型 台 風の多 数発 生で 企業 経 営への
天候リ スク が更 に高 ま ってき てい る。 大雨 な どの自
然災害 へ対 応で きる よ うなイ ンフ ラの 整備 を 進める
ことが、特に重要になってきている。
繊維工業

主力販 売取 引先 の受 注 増によ り来 年２ 月末 ま で受注

下着類製造業

がある が、 １２ 月か ら の新製 品販 売に １月 の キャン
ペーン用の備蓄生産である。技能実習生受入は現在、
中国人２８名、ベトナム人３７名の計６５名である。
求人については、相変わらず最悪の状態である。
店頭の 販売 状況 は不 振 が続い てい るが 、国 内 の生産

外衣・シャツ製造業

量に影響は無く、量的にも安定している。

山口市

メーカ ーは 展示 会が 終 了しこ れか ら発 注を す る時期

外衣・シャツ製造業

である 。端 境期 であ る が、手 が遊 ばな い程 度 に受注

下関市

ができている。
継続発 注の ある 製品 も 在庫過 多と なっ てお り 、発注

外衣・シャツ製造業

を見合 わせ てい る。 メ ーカー も様 子見 の発 注 が続い

萩市

ており、不安定な受注状況が続いている。
木材・木製品

シルバーウイークと台風で売上が減少した。

製材業・木製品製造業
山口市

先月か ら引 き続 いて 公 共工事 関連 の仕 事が あ り操業

製材業・木製品製造業

度は上昇した。

下関市

印刷

今年で ６回 目の 取組 と なるが 、青 年部 が山 口 県盲人

印刷

協会へ ユニ バー サル デ ザイン の点 字カ レン ダ ーの贈

下関市

呈を行った。

窯業・土石製品

前月の 売上 が少 なか っ たため 、資 金繰 りが 苦 しい状

印刷

況が相変わらず続く。

山口市

９月の出荷量は、

砕石製造業

（平成２７年９月）骨材
再生材

８６％、路盤材

９１％、

６０％、路盤材

９３％、

６５％
↓

（平成２８年９月）骨材
再生材１２１％

出荷量 は、 前月 比１ ０ ３％、 前年 同月 比１ ０ １％。

生コンクリート製造業

４月～ ８月 まで の出 荷 量は、 前年 同期 比８ ８ ％（前
年度は ９６ ％） 現時 点 では、 セメ ント ・骨 材 等の資
材調達 で特 に問 題は 生 じてお らず 、生 コン 価 格は安
定している。
景気低 迷、 うる う年 、 加工を しな い業 者の 参 入等に

石工品製造業

より、 昔か らあ る石 材 店の経 営が 圧迫 され て いる。
従来は お盆 ・お 彼岸 等 のお墓 参り の際 に、 気 になる
所があ ると の問 い合 わ せがあ った が、 今は 営 業がい
る業者 が各 家を 回り 見 積書を ばら まい て営 業 してい
る。修 理に せよ 新規 で もお墓 は数 年で 建て 替 える消
耗品で は無 く、 今仕 事 を取り 尽く した ら将 来 の自分
達を圧迫するという事を肝に銘じなければいけな
い。従 業員 が多 い事 業 所は、 人員 整理 とい う 最悪の
ことも 頭の 片隅 にで も 置いて おく 必要 があ る のでは
なかろうか。
９月に 入り ８月 より 若 干の萩 市内 観光 客が 増 加し、

陶磁器・同関連

団体旅 行客 も多 く見 ら れるよ うに なっ た。 売 上も前

製品製造業

年同月 比で 同等 レベ ル まで持 ち直 した 。組 合 が商品
を提供 して いる 浅草 の アンテ ナシ ョッ プの ９ 月の売
上は、 ８月 と比 較し て 大きく 売上 が落 ちて い る。秋
の観光 シー ズン で萩 焼 の売上 が伸 びる 時期 に 数字が
落ちた 原因 は、 テナ ン トビル のお 客の 減少 が 理由で
はない かと 考え られ る 。関東 方面 の百 貨店 や 陶器店
からの 受注 も、 昨年 と 比較し て動 きが 鈍く 、 取引額
も減少している。
一般機器

９月の 景況 は８ 月と 同 じ状況 であ る。 自動 車 関連で

一般機械器具製造業

は、新 車開 発の 先行 投 資と み られ る受 注が 順 調であ

防府市

るが、 海外 工事 関係 は 依然と して 受注 が無 く 、組合
全体では動きが鈍い状態である。

機械検 査、 機械 加工 関 係の下 請企 業の 受注 状 況は安

一般機械器具製造業

定して いる 。惣 菜、 自 動車、 造船 関係 は好 調 で残業

宇部市

も多く 、組 合で は３ ６ 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、外 国人 技能 実習 生 受入の
増員や 新規 相談 があ っ た。特 に惣 菜関 係の 人 手不足
は深刻 であ る。 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。
各業界 とも 日本 人が 短 期で退 職す るこ とに 苦 慮して
いる。最低賃金のアップも実習生には朗報であるが、
一部企業には負担となっている。
金型製 造の 生産 設備 操 業度は マシ ニン グセ ン ター、

特殊産業用機械製造業

ワイヤ ー加 工機 につ い ては先 月同 様に 推移 し ている
が、人 員減 の影 響も あ りミガ キ、 手仕 上げ に 人員を
取られ てい る状 態で 遅 れが発 生し てい る。 ９ 月にな
りやや 受注 が滞 り年 末 に向け 受注 の確 保が 必 須であ
る。試 作金 型を 先行 し て製作 しそ の結 果に よ り量産
型に移 行す る案 件が 多 く有り 、こ れに 期待 を してい
る。見 積り 案件 は相 変 わらず ある が、 低価 格 、 短納
期の要 望が 強く 、厳 し い面も ある 。成 形製 品 の生産
設備稼 働率 は上 昇傾 向 にある が、 民生 部品 （ 家電部
品、電 子部 品） の受 注 量の変 動が 激し く、 先 が読み
にくい状況が続いている。
輸送機器

鉄道車 両部 門は 順調 に 生産が 続い てい る。 長 期的に

鉄道車両・同部品製造業

も受注 が決 まっ てお り 、今後 は仕 事を どの よ うに熟
してい くか が課 題と な る模様 。精 密各 部門 も まずま
すの生産を継続している。
卸売業

例年この時期は特に「イリコ」の入庫が減少するが、 乾物卸売業
その他 も物 も大 幅に 減 少し在 庫も ▲１ ６． ７ ％の減
少している。１２月まではこの状態がつづく見込み。
今年は 猛暑 で雨 が降 ら ないこ とか ら海 水温 が 下がら

生鮮・魚介卸売業

ないた め魚 が獲 れな い が、台 風の 影響 で雨 が 降り１
０月頃 から 魚の 入荷 も 多くな ると 考え てい る 。中国
のフグが入荷したが、価格も安く品質も良い。
小売業

９月は 各化 粧品 メー カ ーが新 商品 を発 売し た にもか
かわら ずメ ーカ ーの 売 上等が 前年 同か 、微 減 とのこ
とで、 景気 は良 くな い と感じ てい る。 組合 員 のお店
も集客 力の ある イン シ ョップ では 売上 が伸 び ている
が、路面店等は売上が上がらない模様である。

化粧品小売業

組合員 企業 はジ リ貧 の 状態で 、よ くな る兆 し は見え

各種商品小売業

ず、売 上の 増加 は諦 め ている 事業 所も あり 、 現状維

岩国市

持が精一杯の状態。事業主も顧客も高齢化しており、
顧客が 老人 施設 等に 入 り来店 者が いな くな る という
お客の 自然 減少 が続 き 、少子 高齢 化が 進む 限 り改善
の見込 みは ない 。特 に 年金受 給者 の多 い地 域 でもあ
り将来不安のため節約ムードが定着している。また、
若年層 にお いて も所 得 格差が 広が って おり 貧 困家庭
の消費 が低 迷し てい る 。地方 の時 代と はい え 政府が
人口減 少・ 高齢 化・ 格 差社会 など 抱え てい る 問題を
解決し て行 かな いと 小 規模事 業者 の未 来は 無 い様に
思える 。こ うし た中 で も飲食 店は 善戦 して お り、小
売店は 厳し い状 況で あ る。地 区内 の中 小企 業 者の動
向は、 土日 の天 候が 不 順であ った ため 客足 が にぶく
売上が 減少 傾向 。秋 冬 物の売 上も まだ まだ 半 袖の状
態で出 足は 鈍い 。人 手 不足が 深刻 。看 護師 や ヘルパ
ーなど 職員 の確 保に 苦 労して いる 施設 が多 く なって
いる。 また 、サ ービ ス 業や土 木建 設業 にお い て若年
就労者 が長 続き せず 労 働保険 の脱 退と 加入 の 更新手
続きが 頻繁 に行 われ て いる。 賃上 げの 出来 な い業者
は深刻 であ る。 外国 人 労働者 を採 用し てい る 企業が
多くな り実 績を 上げ て いるも よう だが 、外 国 人労働
者に頼る時代がきたのかも知れない。
前年よ り休 日が １日 少 ない分 、売 上が 約２ ％ 減少す

各種商品小売業

る見込み。中心商店街への人出は鈍い。

山口市

台風の 影響 もあ り客 数 、売上 とも 前年 を下 回 る売上

各種商品小売業

状況。 尚、 １０ 月に は カラオ ケ喫 茶の 店舗 が 別館に

長門市

オープンする。
商店街

県内の 地価 も商 業地 で はマイ ナス とな った よ うに、

山口市

商店街 の集 客数 も減 少 傾向が 続い てお り改 善 点が見
つから ない 。イ ベン ト を実施 して もい つも の ように
その時 だけ の賑 わい で ある。 現在 の消 費者 ニ ーズは
何かと らえ 直し 待ち の 姿勢を 改め 、ネ ット 通 販等時
流に合った商売もテストすることも必要と考える。
衣類関 係が 季節 の影 響 で多少 売上 が上 向い て いる。

萩市

野菜を扱う店は値上がりで収益確保に苦慮してい
る。他 の業 種は あま り 変わり なく 経営 は厳 し いもよ
う。
サービス業

移動中 央会 会議 の折 に 、他業 種の 方か ら若 者 の就労

美容業

者の減 少と 、技 術の 教 育問題 が話 され てい た が、美
容業も 学校 の入 学者 の 減少等 、美 容師 育成 の 不安材
料が多々ある。
高齢者 等に よる 組合 脱 退者も 多く 今後 の組 合 運営が
厳しくなる。

理容業

今年も ９～ １０ 月の ２ ヶ月間 、国 と 整 備業 界 では自

自動車整備業

動車の 「定 期点 検整 備 促進運 動」 を全 国一 斉 に展開
してい る。 自動 車ユ ー ザーの 自主 的な 保守 管 理意識
の高揚 を図 るこ とを 目 的とし 、去 る、 ９月 ３ 日第一
土曜日を「マイカー点検日」と定め、
「おのだサンパ
ーク」 にお いて イベ ン トやマ イカ ー無 料点 検 などを
行い、 女性 ドラ イバ ー をはじ め多 くの 来場 者 があっ
た。ま た、 期間 中は 、 県内各 地で マイ カー 点 検教室
を開催し、平成２８年度スローガンである「 変わる
世に

変わらぬ安心

マイカー点検」を合い言葉に、

点検・整備の啓発と推進のＰＲ活動を行う予定。
人手不足が続いている。

スポーツ・
健康教授業

公共事業関係の長期滞在が多い模様。

旅館業

例年９ 月は 閑散 期で 夏 物衣類 の出 待ち とい っ た感じ

普通洗濯業

だが、 今年 は度 重な る 台風の 影響 や雨 が多 か ったの
で客足 がか なり 鈍っ て いる。 また 、今 年は 気 温が早
く下降 する もよ うな の で、１ ０月 は早 めに 衣 替えが
スタートするよう期待している。
建設業

８月の 山口 支部 中電 へ の工事 申請 は１ ２９ 件 。太陽

電気工事業

光発電 への 申請 ２４ 件 、オー ル電 化申 請７ ２ 件、Ｌ
ＥＤ街路灯への切替・新設申請１９件であった。
２～３ 年前 から 決算 好 調の事 業所 が増 えて い るが、

左官業

今春か らは 工事 量が 減 少し、 現在 も忙 しく な い状態
が続い てい る。 事業 者 が雇用 して いる 技能 者 が漸減
している。
１０月 １日 より 入札 単 価の改 定で 発注 額が 高 くなる

管工事業

ため駆 込み の発 注も 多 く、９ 月は 見積 書作 成 や入札
もあり 忙し かっ た。 前 年度よ り若 干多 い受 注 量があ
り忙し く、 ２月 末ま で に受注 済み 工事 を熟 す 時期と
なって おり 、１ ０月 か らの発 注は 例年 のご と く少量
となる 見込 みで ある 。 管工事 の職 人に つい て は、東
北他の 災害 復旧 やオ リ ンピッ クに 予算 や人 員 を割く
ように なる と予 想し て いるが 、今 現在 はま だ 話には
聞いて いな い。 ガ ー ド マンは 転職 者が 多く 全 体的に
人員不足となっており、取合いである。
あいつ ぐ台 風の 襲来 の 天候不 順で 屋根 工事 が 遅延し

屋根工事業

ており 、結 果、 売上 の 減少に 繋が って いる 。 熊本地
震以降 、瓦 屋根 が地 震 に弱い とい う風 評が 広 がって
おり、これが瓦離れに繋がることを危惧している。
９月の 中盤 以降 は落 ち 着いて くる と思 って い たが意
外に好 調で あっ た。 小 さな物 件を 取り こぼ し がなか
ったの が良 かっ たの だ と思う 。１ ０月 ～年 度 末にか

内装工事業

けては好調が続くと思われる。

建設業 に魅 力が ない の か、技 術職 ・技 能職 等 の求 人

土木工事業

に対し 何の 反応 もな い 。工事 が無 く、 お金 が 無く、

柳井市

活力が無い。
９月の 受注 高は 対前 年 同月比 １５ ０％ 。今 年 度の累

土木工事業萩市

計は対前年比１１２％。
運輸業

連休と 台風 で輸 送ス ケ ジュー ルが やや 乱れ 、 長距離

一般貨物自動車運送業

輸送の トレ ーラ ー車 が 特に不 足し たが 、中 ・ 近距離

下松市

輸送は 順調 で、 売上 は 前年同 月比 で０ ．６ ％ 増加し
た。燃 料費 は１ ．２ 円 の値下 げで ある が、 価 格が不
安定で「軽油引取税」が大きな負担となっている。
９月の 輸送 受注 実績 は ６ヶ月 連続 の前 年割 れ となっ

一般貨物自動車運送業

た。下 期は 上向 く と の 話も出 てい たが どう や ら低水

防府市

準が続 きそ うで ある 。 保管庫 の運 営は 順調 に 推移し
ている。燃料価格は前月よりも若干上がっている。
倉庫部 門は 好調 であ る 。荷物 保管 のみ なら ず 、軽作

一般貨物自動車運送業

業や事 務所 兼倉 庫と し ての賃 借依 頼な ど多 岐 にわた

宇部市

る依頼 がみ られ る。 運 送につ いて もま ずま ず 案件は
あるようである。相変わらず人員不足が続いている。
県内の 求人 に関 して は 完全に 売り 手市 場で 、 ことさ
ら体力 的に きつ いイ メ ージの ある 物流 業に は 応募者
が集まらないようである。
８月は 高校 総体 で 売 上 微増。 ９月 は観 光の シ ーズン

一般旅客自動車運送業

で観光 タク シー の依 頼 はある が、 個人 タク シ ーの台

下関市

数減少 と観 光担 当で き る運転 手の 減少 もあ っ て、売
上の増加にはならない。
タクシーチケットの取扱い金額は、８/１～３１分は

一般旅客自動車運送業

前年比＋０.4％、９/１～２０は▲９.２％。当組合の

周南市

取扱いは、光市，下松市，周南市，防府市の地域で、
８月分については、周南▲０.6％，下松＋６.4％，光
▲３.0％，防府市地区が▲５.3％で、組合員の全域で
▲０.8％、地区外（員外）＋１６.6％で合計＋０.4％
で、８ 月分 は比 較的 好 調であ った が、 ９月 に なって
暗転し た。 台風 など の 天候不 順や 、休 日が 多 い事な
どが影 響し てい ると 考 えるが 、個 人消 費が 基 本的に
回復し てい ない よう に 思われ る。 周南 市で は 大型店
舗やデ ィス カウ ント 店 、全国 チェ ーン の飲 食 店の出
店が続 いて いる が、 思 ったほ ど混 雑し てい な いよう
に思わ れる 。主 要燃 料 である ＬＰ Ｇに つい て は、Ｃ
Ｐ（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少し上がり（前月 300$/トンが今
月 305$/トン）、為替が円安になったので、前月と同
額とな り、 前年 同月 比 で１４ ％の 安価 とな っ た。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 いるも よう であ る。 ９ 月の状
況を見 ると 、景 気回 復 の実感 は弱 く、 まだ ま だ厳し
い状況が続いていると思われる。

その他非製造業

９月もほぼ変わりなく推移している。

港湾運送業

継続し て取 引は 安定 し ている 。９ 月は ほぼ ８ 月並み

介護事業

の売上である。

