平成 28 年 10 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。
１０月の業種別景況の前月比ＤＩ値は、１４業種の内で２業種が好転、前月同等が８業種、
悪化が４業種で、全体の景況感も若干の悪化となっている。
繊維工業・建設業・運輸業の人員・人材不足も続いており、業務に影響が出ているとの報
告である。
受注や売上が増加しているとの報告も多くみられるが、受注や売上が減少しているとの報
告の方が若干多く、山口県の中小企業の景況感は、未だ回復感が弱い状況である。

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

業界の景況

前年同月比は、好転：

6.3％

悪化：32.5％

DI 値：▲26.2％ ポイント

( < 増加 > － < 減少 > ＝ < DI 値> )

売上高

前年同月比は、増加： 10.0％

減少：37.5％

DI 値：▲27.5％ ポイント

( < 好転 > － < 悪化 > ＝ < DI 値> )

収益状況

前年同月比は、好転：

6.3％

悪化：36.3％

DI 値：▲30.0％ ポイント

山山口県の業種別 DI 値(業界の景況)（平成 28 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 金の 上昇 によ り 、全て のパ ート 賃金 を ２０円

パン・菓子製造業

アップ 等で 負担 感が 増 した。 時給 につ いて は 洋菓子

山陽小野田市

販売、 洋菓 子製 造、 和 菓子販 売、 和菓 子製 造 の順で
賃金が 安く なり 、和 菓 子製造 では 最低 賃金 を 採用し
ている 割合 が多 い。 昨 年はね んり んピ ック が あった
が、今 年は 大き なイ ベ ントが ない ため 前年 同 月比で
土産菓 子等 の売 上高 が 減少。 山口 市で 組合 員 １店、
員外１店が閉店。
雇用状況に多少の改善が見られる。

パン・菓子製造業
下関市

売上高 は対 前年 同月 比 ▲２０ ％の 大幅 ダウ ン 。大河

水産食料品製造業

ドラマ 効果 の反 動に よ る減少 が依 然と 続い て いる。

萩市

１０月 もテ レビ 朝日 系 「食彩 の王 国」 や「 メ レンゲ
の気持 ち」 など 大型 全 国放送 番組 で紹 介さ れ たもの
の、大 河ド ラマ 効果 に は勝て ない 。空 調機 の 入替工
事や自 動ド アの 補修 更 新など 設備 経年 劣化 に 伴う出
費が多 いた め、 資金 状 況もや や悪 化の 傾向 。 地元・
県内マーケットが人口減少により縮小しているた
め、通 販市 場に 本格 的 に取り 組む 予定 であ る 。 中央
会の支 援で １１ ／４ 、 ローカ ル通 販の エキ ス パート
松崎了 三氏 （馬 路村 の 柚子プ ロデ ュー サー ） を招聘
し、講演会・勉強会を実施した。
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

がっているようだ。

下関市

長雨で 収穫 作業 の遅 れ が懸念 され てい る。 地 球温暖

精穀・製粉業

化に伴 う長 雨や 大型 台 風の影 響で 野菜 価格 が 高騰す
るなど、国民生活への影響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１ ２ 月から の新 製品 販売 と １月キ

下着類製造業

ャンペ ーン の備 蓄生 産 が増加 し来 年２ 月末 ま での受
注があ る。 外国 人実 習 生は、 現在 、中 国人 ２ ０名、
ベトナ ム人 ３７ 名の 計 ５７名 であ る。 求人 に ついて
は相変 わら ず最 悪の 状 態であ る。 新た に民 間 広告情
報誌で 求人 活動 を開 始 し、新 聞折 り込 み広 告 につい
ても検討中である。
店頭に活気の無い状態が続いている。

外衣・シャツ製造業
山口市

あまり売れていない模様で仕事が少ない。

外衣・シャツ製造業
下関市

業界全 体で 不安 定な 受 注状況 が続 いて おり 、 例年に

外衣・シャツ製造業

なく厳しい状況である。長期的見通しとしては、１、 萩市
２月の受注は前年同月と比べ回復すると見ている。
木材・木製品

引き続 いて 公共 工事 関 連の仕 事を して おり 、 売上高

製材業・木製品製造業

も若干上昇した。
印刷

印刷の 全国 大会 が福 島 県郡山 で、 １０ 月２ １ ～２２

印刷

日に開 催さ れ、 この 中 で、業 界の 新た な指 針 「全印

下関市

工連 2025 計画

新しい印刷産業へのリ・デザイン」

が提示された。

窯業・土石製品

仕事の 絶対 量が 減少 。 同業者 から も愚 痴し か 聞こえ

印刷

てこない。

山口市

１０月の出荷量は、

砕石製造業

（平成２７年１０月）骨材
６％、再生材

９８％、路盤材

８

６５％、路盤材

９

６６％

↓
（平成２８年１０月）骨材
４％、再生材１８２％
出荷量が減少する中で値上げが必要な時期である
が、同業者の値下げ競争が始まっている。
出荷量 は、 前月 比１ ０ ５％、 前年 同月 比９ ２ ％。４

生コンクリート製造業

～９月 まで の出 荷量 は 、前年 同期 ８９ ％（ 前 年度は
９８％）。現時点、セメント・骨材等の資材調達では、
特に問 題は 生じ てお ら ず、生 コン 価格 も安 定 してい
る。
最近は 、見 積書 の依 頼 は多い が仕 事に 結び つ く事が

石工品製造業

少なく 、こ ちら が提 出 した図 面や 見積 書が 他 の業者
に渡り 、そ こが 図面 の 転用を して 自社 のＰ Ｒ に使用
してい る例 もあ る。 国 産材使 用と 謳っ てい て も本体
のみで 基礎 部分 には 外 国産を 使用 して いる 業 者もい
て、そ うな ると 全て を 国産材 で作 って いる 業 者との
価格が 大幅 に違 って く る。我 々が 取り 扱う 商 品は一
生に一 度作 るか 作ら な いかと いう 物で 、メ ン テナン
スを頻 繁に 必要 とす る 物でも ない 為、 ご縁 が あった
お客様 に誠 実に 対応 し 、また 他の お客 様を 紹 介して
頂けるよう努力することが必要と考える。
萩市内においては、着物ウィーク in 萩プレミアム１

陶磁器・同関連

０月１ 日～ ２３ 日、 竹 灯籠物 語プ レミ アム １ ０月７

製品製造業

日～９ 日、 １５ 日～ １ ６日、 ２２ 日～ ２３ 日 、秋の
萩焼ま つり １０ 月７ 日 ～１０ 日な ど様 々な イ ベント
が開催 され 、秋 の観 光 シーズ ン・ 修学 旅行 な どもあ
って多 くの 観光 客で 賑 わった 。売 上げ も前 年 同月と
比べ同 レベ ルを 維持 し ている 。組 合が 商品 を 提供し
ている 浅草 のア ンテ ナ ショッ プの 売上 は、 先 月と比
較して ほぼ 横ば いと い ったと ころ 。先 月同 様 テナン
トビル のお 客の 減少 が 大きく 影響 して いる の と、オ

ープン して １０ ヶ月 経 って商 品を 見慣 れて き たのも
理由で はな いか と考 え られる 。外 国人 や富 裕 層へ高
額 商 品 (抹 茶 茶 碗 や ぐ い 呑 )を 販 売 す る ケ ー ス も 増 え
てきて いる こと から 、 品揃え も検 討し てい き たい。
関東方 面の 百貨 店や 陶 器店か らの 受注 に関 し ても昨
年と比 較し て動 きが 鈍 く、横 ばい ある いは 減 少傾向
にある。
一般機器

１０月 の景 況は ９月 と 同じ状 況で 、全 体と し ては動

一般機械器具製造業

きが鈍 い。 組合 員内 で 景気の 温度 差が ある が 、金型

防府市

関係は 順調 であ る。 海 外工事 関係 は、 依然 と して受
注が無い。
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、 ３６ 協定 の 遵守を 指導 して いる 。 但し自
動車関 係は 年末 から 厳 しいと の情 報も ある 。 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 増員 や 新規の
相談あ り。 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 議とな り、 介護 施設 か らの問
いあわ せが 増え てい る 。最低 賃金 のア ップ は 実習生
には朗 報で 、企 業に よ っては 更な る上 乗せ を する企
業も出てきている。
前月通りで推移。
金型の 生産 設備 操業 度 は、８ 、９ 月と 受注 が 減った

特殊産業用機械製造業

のが要 因で やや 低下 し た。今 後 の 受注 とし て は、１
０月末 の確 定と 、１ １ 月上旬 の受 注が 確実 と なり年
末から 年明 け３ 月頃 ま での生 産量 が確 保 で き 、設備
操業度 も上 がり そう な 見込み 。但 し、 人員 が 今年に
なり３ 名減 員と なり 作 業者に 負荷 が掛 かり そ うであ
る。成 形製 品の 生産 設 備稼働 率は 上昇 傾向 で 、１１
月も１０月と同程度の受注を予測しているが、年末、
年始以降は先が読みにくい状況。
輸送機器

鉄道車 両部 門は 長期 生 産計画 に基 づき 順調 に 生産を

鉄道車両・同部品製造業

伸ばし てい るが 、コ ス ト低減 の要 請は 厳し く 経営面
での明 るさ に欠 ける 。 精密加 工部 門は 継続 的 に好調
であった前年と同レベルで推移している。
卸売業

９月と 同様 荷動 きが 悪 く、在 庫も 前月 比６ ． ７％の

乾物卸売業

減少と なっ た。 これ か らは、 お正 月お せち 用 の入庫
が期待される。
魚の入 荷が 少な く売 れ 行きも 良く ない 。未 だ に夏の

生鮮・魚介卸売業

海水温であることが大きな原因である。
景気に つい ては 、ま だ まだ先 行き 不透 明で あ ると組
合員から回答がある。

各種商品卸売業

季節の 変り 目が はっ き りしな いま ま、 冬商 品 の動き
が出てきた。
平成２ ７年 ４月 に原 乳 取引価 格の 改定 があ り 業界全
体で値 上げ に取 り組 み 、収益 性が 改善 し経 営 が安定
するよ うに 思え たが 、 絶対的 な人 口減 少と 高 齢化等
を背景 とし た需 要の 減 退によ り、 結果 とし て 売上の
減少と なっ てい る。 新 たな経 営改 善の 手法 が 求めら
れているところである。
小売業

今月は リニ ュー アル 店 、新店 舗オ ープ ン、 大 規模店

化粧品小売業

舗の大 きな 催し があ っ たイン スト ア店 等は 売 上が少
し上が り、 路面 店は 厳 しい状 況で 、何 かメ イ ンとな
る集客 案が 欲し いと こ ろであ る。 各化 粧品 メ ーカー
も人員 や施 策の 予算 が 削られ てい る模 様で 、 それが
お店の売上に影響しているように思う。
組合員 はジ リ貧 状態 で 、 よく なる 兆し は見 え ず、売

各種商品小売業

上増を 諦め てい る事 業 所もあ る。 事業 主も 顧 客も高

岩国市

齢化し 現状 維持 が精 一 杯の状 態。 シー ル会 役 員の病
気入院 が増 加し 運営 自 体も困 難な 状況 。地 区 の中小
企業者 は、 町内 でイ ベ ントが 開催 され 売上 が 微増の
傾向で ある 。秋 冬物 の 売上は １０ 月下 旬よ り 多少動
きがあ った 。由 宇町 中 央フー ド跡 地に ウォ ン ツの出
店が決 定し 、来 年２ 月 に開業 の予 定だ が、 町 内の薬
局やそ の他 小売 店に も 影響が ある 。し かし 消 費者は
歓迎している。
郊外大 規模 店の 開店 以 来、中 心市 街地 への 来 街者が

各種商品小売業

減少していると思われる。

周南市

中心商 店街 への 人出 は 変わら ず、 厳し い状 態 。暖か

各種商品小売業

い天候 のた め秋 ・冬 物 衣料の 動き が悪 い。 １ １月に

山口市

はプレ ミア ム商 品券 の 発売が 開始 され るた め 、クレ
ジットの取扱が減少すると思われる。
１０月 は気 温が 高め に 推移し たた め衣 料品 関 係の売

各種商品小売業

上が減 少し 、先 月同 様 、客数 、売 上と も前 年 を下回

長門市

る売上の状況。
商店街

秋物衣 料品 の売 上が 低 調で、 スー パー 、百 貨 店、家

山口市

電、ホ ーム セン ター の 何れも 前年 を割 って い る。コ
ンビニ とド ラッ グス ト アのみ が５ ～７ ％の Ｕ Ｐとな
ってい る。 商店 街も 根 本的な 集客 策を 打た な いと活
性化し ない 。そ れぞ れ の個店 の活 性化 以外 に 策はな
いかもしれない。
１０月 には イベ ント が あり来 場者 の売 上を 期 待して
いたが 、来 客者 も少 な く思う よう にな らな か った。
各店この状態の打開策を考えている模様。

萩市

サービス業

年金月 であ るが 来店 客 が少な い。 前年 に比 べ 来店サ

美容業

イクル が長 くな り利 用 回数が 少な くな って い る。店
販も少 ない 。消 費者 は 、野菜 の高 騰、 災害 の 影響、
消費税 等出 費が 多く 、 将来不 安も あり 、経 済 へ回る
お金が 少な くな って い るよう な気 がす る。 岩 国では
カープ の影 響も あり 、 安売り のお 店・ 優勝 記 念商品
等賑わいがある。
売上不振。

理容業

県内の 登録 車及 び軽 自 動車の 車検 台数 は、 過 去のリ

自動車整備業

ーマン ショ ック や東 日 本大震 災時 にお ける 新 車販売
減少の 影響 もあ り昨 年 末から 低迷 して いた が 、８月
以降は 回復 傾向 であ る 。明る い兆 しが 見え 今 後の回
復に期待している。
人手不足が続いている。

スポーツ・
健康教授業

昨年１０／１６～２０に「ねんりんピック」があり、 旅館業
湯田温 泉に 延８ ，０ ０ ０名の 宿泊 があ った が 今年は

山口市

大きな 大会 も無 く、 宿 泊者数 及び 売上 高と も に対前
年同月比で９０％となった。
昨年は ねん りん ピッ ク の開催 や昨 年８ 月の 台 風被害

旅館業

の調査 によ り宿 泊稼 働 率が向 上し たも のの 、 今年は

下関市

そのよ うな 状況 もな い ので販 売単 価が 下が り 、収益
も悪化している。
景気の 踊り 場の 状況 で ある。 客質 が向 上し た が客足

飲食業

が伸び ない 状況 が続 い ており 、食 材の 仕入 価 格が大
幅に上 昇し たが 販売 価 格に転 嫁で きな いた め 収益が
悪化す る典 型的 な状 況 。貧富 の差 、２ 極化 は 地方食
文化を 歪曲 化し 始め て いる。 大衆 、零 細店 で は地域
ブラン ド食 材が 扱え ず やむな く他 地域 産の 食 材で調
理せざ るを 得ず 、和 食 料 理店 の地 産地 消が 難 しくな
ってい る。 この あお り で、老 舗店 舗の 閉店 が 引き続
き目立 つ。 代わ りに 新 規の若 手経 営者 が増 え ればい
いのだ が、 冬場 を迎 え 日本料 理店 に期 待し た いとこ
ろだが 期待 薄の よう だ 。１０ 月２ ４日 、第 ４ 回飲酒
運転根 絶総 決起 集会 を 開催し 飲酒 運転 の根 絶 を呼び
かけた が飲 酒運 転事 故 が続き 景気 回復 の足 を 引っ張
られ、残念な限りである。
本来な ら夏 物衣 類と 冬 物衣類 が交 錯す る時 期 だが、
１０月 には あり えな い 悪天候 と気 温の 不順 で 、思っ
たほど 需要 が伸 びな い 。他の 地域 では 、品 物 が一気
に動い たと の報 告も あ った。 売上 高は １ ０ 月 後半に
向け徐 々に 回復 傾向 に あるが 、１ ０月 全体 と しては
例年に比べ、減少の方向となっている。

普通洗濯業

建設業

９月の 山口 支部 中電 へ の工事 申請 は１ ３０ 件 。太陽

電気工事業

光発電 への 申請 ２６ 件 、オー ル電 化申 請６ ６ 件、Ｌ
ＥＤ街路灯への切替・新設申請１６件であった。
春から 夏に かけ ての 工 事発注 が少 ない 状態 か ら脱し

左官業

つつあ るが 、新 規工 事 契約の 受注 単価 が下 が り始め
た。
組合員 各社 とも 十分 な 受注工 事を 持ち ２月 末 の納期

管工事業

に向け順調に工事を行っているが、相変わらず職
人・ガ ード マン とも に 人員不 足と なっ てお り 取 合い
である 。例 年通 りで 行 けば次 期発 注は 来年 の ６月頃
となる見込み。
木造家 屋の 建築 着工 件 数が若 干増 加し てお り 各店と

屋根工事業

も忙しい状況。群馬県高崎市では、
「瓦屋根を軽量な
屋根材に葺き替え」補助金制度が施行されたのこと。
地震災 害が 頻繁 に発 生 し瓦屋 根の 被害 が大 き く報道
されて いる ため 、一 般 消費者 の監 視が 高く 、 瓦業界
として は大 きな 危機 感 を抱い てい る。 １２ 月 にこの
問題に つい て組 合員 向 けのセ ミナ ーを 開催 し 、建築
基準法・耐震診断方法等を学ぶ。
年度末 の工 事が 動き だ し、来 年２ 月ま では 、 好調で

内装工事業

はないかと思われる。
依然と して 工事 量が 少 ないと の事 。公 共工 事 が民間

土木工事業

工事を 牽引 する 力が 無 い。柳 井駅 前に 高層 マ ンショ

柳井市

ンを建 造す ると の事 で あるが 、柳 井市 内の 不 動産業
者の発注で受注は広島県の全国ネットの会社の模
様。柳井地域に波及効果は少ない。
公共工事の受注は０円であった。

土木工事業
周南市

運輸業

１０月 の受 注高 は対 前 年同月 比２ ７％ 。今 年 度の累

土木工事業

計は対前年比９７％。

萩市

運転者不足で長距離運送に多々支障があった。稼働、 一般貨物自動車運送業
給料、 定時 間内 勤務 に はほど 遠い 職種 なた め 、若い

下松市

人達の 思考 には 合致 し ないよ うで ある 。中 距 離輸送
はまずまずの成績で前年同月比プラスマイナスゼ
ロ。燃 料費 は前 月と 同 額。軽 油引 取税 を数 パ ーセン
トでも 引下 げが ある と 経営に プラ スと なる と の声が
ある。
依然と して 、前 年度 割 れの輸 送実 績が 続い て いる。

一般貨物自動車運送業

自動車 及び タイ ヤ等 の 輸出関 連輸 送は 総じ て 良くな

防府市

い。特 に建 機用 タイ ヤ につい ては 世界 の需 要 減退に
伴い昨 年下 期よ り減 産 傾向に ある 。燃 料単 価 は低位
にあるがジワジワと上がっている。

運送と して は岡 山・ 関 西・中 京方 面行 き の 荷 動きが

一般貨物自動車運送業

多くな って きて いる が 、帰り 荷の 荷物 情報 が 少ない

宇部市

状況が 続い てい る。 特 に化学 製品 の輸 送が 増 えてき
ており 、工 場内 にお け る工程 間の 輸送 等の 案 件も発
生して いる 。倉 庫業 に 関して も順 調に 受注 出 来てい
る模様 であ る。 燃料 の 大幅な 値上 げが 予想 さ れてお
り、懸念材料となっている。
今月は 個人 タク シー 免 許の継 続の ため に必 ず 受講し

一般旅客自動車運送業

なけれ ばな らな い研 修 会があ り、 県内 の事 業 者が集

下関市

まり受 講し た。 他タ ク シーを 利用 する 大規 模 な催し
等はなかった。
タクシーチケットの取扱金額は、前年比▲１.４％（平

一般旅客自動車運送業

成２８年９月１日～平成２８年１０月２０日分）。９

周南市

月１日～３０日分は▲２.８％、１０月１～２０日分
は＋１.１％。当組合の取扱いは、光市、下松市、周
南市、 防府 市の 地域 だ が、９ 月分 につ いて は 、周南
▲ ２.１ ％ 、 下松 ＋ ３ .７ ％、 光 ＋ ８ .２ ％ 、 防 府 市 地
区が▲２.５％で、組合員の全域で▲０.９％、地区外
（員外）▲３０.０％で合計▲２.８％。天候や曜日の
関係（ 祭日 の多 い月 は 減少が 大き い傾 向が あ る）に
よる増減はあるが、９月分合計は▲２．８％の減少。
昨年は 、ね んり んピ ッ クがあ った が今 年は 大 きな行
事も無 く、 １０ 月分 後 半は厳 しい 状況 。個 人 消費が
基本的 に回 復し てい な いと思 われ 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 する が、 ブ タン、 プロ パン のＣ Ｐ が上が
り（前月 305$/トンが今月 345$/トン）、為替が円安
になっ たの で、 前月 よ り＋４ ％と なっ たが 、 前年１
０月分 に比 べる と▲ ８ ％であ る。 ガソ リン ほ どでは
ないが 、冬 場の 需要 期 を向か え、 少し 上昇 気 味では
ある。 車両 代や 整備 費 用が上 昇し てい るな か 、前年
に比べ て燃 料費 が下 が ってい るの は、 タク シ ー会社
にとっ て大 いに 助か っ ている 模様 であ る。 ９ 月分の
取り扱 い減 少後 、１ ０ 月分が 回復 する かど う か年末
の繁忙 期を 控え 心配 で あるが 、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 よう に 思われ
る。
今月も取扱高の伸びが無い。

港湾運送業

その他非製造

取引は 安定 して 継続 し ている 。１ ０月 の売 上 はほぼ

介護事業

業

前月並み。

