平成 29 年 1 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。
１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９業種、
悪化が３業種で、全体の景況も若干悪化している。
一般機器、輸送機器では引き続き堅調な生産がなされ、建設業、窯業・土石製品では仕事
量が上向いている模様であるが、食料品、小売業、商店街等では悪天候の影響で売上が下が
っており、未だ消費は低調である。
活発な事業活動から人員・人材不足で忙しいとの報告も多く、人員・人材不足が大きな問
題となっている。

山口県の主要指標 DI 値（平成 29 年 1 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：

5.0％

悪化：26.3％

DI 値：▲21.3％ ポイント

( < 増加 > － < 減少 > ＝ < DI 値> )

売上高

前年同月比は、増加： 16.3％

減少：27.5％

DI 値：▲11.2％ 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：27.5％

DI 値：▲16.2％ ポイント

山山口県の業種別 DI 値(業界の景況)（平成 29 年 1 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

年始の 売上 は前 年並 み であっ た。 この 冬は 県 北部の

パン・菓子製造業

冬用タ イヤ の装 着率 が 低く、 積雪 時に は売 上 が減少

山陽小野田市

する一因となっている。
引き続き雇用状況が厳しい。

パン・菓子製造業
下関市

１月は 対前 年同 月比 ▲ ５．９ ％。 年始 は好 天 に恵ま

水産食料品製造業

れたが 中旬 以降 は全 般 に天候 の悪 い日 が多 く 、シケ

萩市

等によ る鮮 魚・ 活魚 の 品不足 もあ り、 対前 年 実績を
下回っ た。 業種 別で は 鮮魚・ 青果 など の地 元 需要が
昨年同 等で 、飲 食・ 加 工品が 前年 割れ とな り 、観光
客の減少が続いていると分析している。
商品の 動き が鈍 い。 世 界的な 経済 状況 の先 行 き不安

水産食料品製造業

が大きいのか、読みづらい。

下関市

季節外 れの 長雨 が続 き 農作物 への 影響 が懸 念 されて

精穀・製粉業

いる。 地球 温暖 化に 伴 う異常 気象 のせ いか 、 東北地
方や北 海道 で大 雪に な るなど 企業 経営 にお け る天候
リスク がさ らに 高ま っ てきて いる 。突 然の 自 然災害
へ対応 でき るよ うな 、 収入保 険制 度の よう な 仕組み
づくり が必 要に なっ て きてい る。 トラ ンプ 政 権が発
足し、 アメ リカ では 、 様々な 国境 措置 がと ら れてい
るが、それに伴う日本への影響が懸念されている。
繊維工業

主力販 売取 引先 の受 注 増によ り４ 月末 まで の 受注量

下着類製造業

がある 。１ 月キ ャン ペ ーンに 伴う 備蓄 生産 で 仕事量
は許容 範囲 だが 、５ 月 以降は この キャ ンペ ー ンの結
果次第で流動的である。
年明けから受注量が減少している。

外衣・シャツ製造業
山口市

店頭販売の商品の動きが悪い様で、受注も少ない。

外衣・シャツ製造業
下関市

受注状 況が 回復 して き たもの の、 資材 等が 遅 れるた

外衣・シャツ製造業

め生産 性が 上が らな い が、納 期は 確定 して い るため

萩市

厳しい 状況 が続 いて い る。し かし なが ら、 追 加の発
注も有 り、 前年 以上 の 生産予 定で 計画 して い る。こ
の動きが継続する事を期待したい。
木材・木製品

依然として新築物件の受注は少ない。

製材業・木製品製造業

印刷

組合員各社が集っての新年互礼会とセミナーを実

印刷

施。

下関市

１月の 受注 量・ 売上 は 前年同 月比 で、 少し 減 少して

印刷

いるが 「不 変」 の域 で ある。 例年 ２月 ・３ 月 は繁忙

山口市

期であるが、今年の受注は期待できない状況。
窯業・

１月の 出荷 量は 、ア ッ プして いる が、 一時 的 なもの

土石製品

と考えている。

砕石製造業

（平成 ２８ 年１ 月） 骨 材６２ ％、 路盤 材６ ４ ％、再
生材

４９％
↓

（平成 ２９ 年１ 月） 骨 材９８ ％、 路盤 材９ ９ ％、再
生材１１３％
１月の出荷量は、前月比９７％、前年同月比８６％。 生コンクリート製造業
平成２ ８年 ４～ １２ 月 までの 出荷 量は 、前 年 同期８
８％。 現時 点の 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 ンの 価格 は安 定 してい
る。
今年に 入り 仕事 に動 き が出て きて 良い 方向 で ある。

石工品製造業

このま ま徐 々に でも 景 気回復 とな れば 良い が 、昔の
ような 活気 を取 り戻 す には暫 くか かり そう で ある。
この時期は天候も気になる。
１月に 入り 萩市 内は 、 ツアー や個 人の 観光 客 が先月

陶磁器・同関連

にもま して まば らに な り、年 末年 始の 休日 の 並びも

製品製造業

悪かっ た事 もあ り、 こ こ数年 で１ 番悪 い売 上 となっ
た。特 に週 末の 土日 が 悪天候 とな った ため 観 光客は
かなり 少な く、 前年 同 月比で かな りの 落ち 込 んでい
る状況 。組 合が 商品 を 提供し てい る浅 草の ア ンテナ
ショッ プの １月 の売 上 は、前 年同 月比 でほ ぼ 横ばい
といっ た状 況。 関東 方 面の百 貨店 や陶 器店 か らの受
注は、 １月 に入 って 先 月より 若干 持ち 直し た ものの
前年同月比ではかなりの落ち込みが見られる。
一般機器

金型関係は依然として順調である。海外工事関係は、 一般機械器具製造業
ここにきて原因不明の足踏みの状態。組合全体では、 防府市
景気回復傾向の印象である。
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 、３ ６協 定遵 守 の指導 を続 けて いる 。 食品・
食肉加 工業 、溶 接関 係 、惣菜 業等 は、 引き 続 き人材
の確保 が困 難で 、外 国 人技能 実習 生の 増員 や 新規受
入の相 談が あっ た。 特 に惣菜 関係 の人 手不 足 は深刻
である。産廃処理業者からの問い合わせもあ ったが、
職種が 該当 しな いの で 断って いる 。国 の制 度 改正が
公布さ れた こと によ り 、新制 度に よる 受入 期 間の延
長、増 員に つい て協 議 を進め てい る。 なお 、 介護の
受入に つい ても 、介 護 施設、 送り 出し 機関 と 協議を
進めており、大きな需要になる可能性がある。
前月通りで推移。

金型の 生産 設備 操業 度 で、マ シニ ング 加工 機 の稼働

特殊産業用機械製造業

率は上 昇し 、人 員減 も あった ので 納期 遅れ を 発生さ
せない よう に残 業で 対 応して いる 。昨 年受 注 の残り
の対応 で１ 月は 忙し い 状況で あっ た。 昨年 か ら受注
も増加 して おり 、現 状 ４月末 まで の仕 事 量 は 確保で
きてい るが 、価 格、 納 期面で 厳し い状 況は 続 きそう
である 。成 形製 品の 生 産設備 稼働 率、 受注 状 況とも
に昨年 同時 期よ りは 増 加傾向 にあ る。 民生 部 品（家
電部品 、電 子部 品） な ど製品 毎の 受注 量変 動 により
先が読 みに くい 状況 で はある が、 ２月 も１ 月 並みの
稼働率を見込んでいる。
輸送機器

鉄道車 両部 門は 順調 な 生産高 を維 持し てお り ２０１

鉄道車両・同部品製造業

７年度 もこ の水 準で 推 移する と見 られ る。 精 密加工
部門も 心配 され た落 ち 込みも 少な く、 安定 し た作業
高を保っている。
卸売業

海苔の 最盛 期だ が、 質 も良 く なく 量が 少な い ため単

乾物卸売業

価が高 くな り買 えな い ので、 売り 上げ は前 年 を下回
る状況。今後の回復を期待している。
ふく、 鮮魚 とも に年 明 けから のし けに より 入 荷が少

生鮮・魚介卸売業

ないが、ふくは後半から入荷があり安定傾向である。
文具系 の高 額福 袋の 完 売が昨 年よ りも 早か っ たとの

各種商品卸売業

こと。購買力の回復に期待ができる。

山口市

運送業 のＥ ＴＣ 、デ ジ タルタ コグ ラフ の販 売 ・取付

各種商品卸売業

案件を 多く 取り 込め た ことが 、売 上の 向上 に つなが

下関市

った。
小売業

テナン トに 入っ てい る 店舗の 売上 は初 売り 等 の影響

化粧品小売業

で良い とこ ろも ある が 、路面 店で は月 末の 天 候の影
響でや や下 がっ たと こ ろもあ った 。各 メー カ ーから
の美容 部員 の派 遣数 も 減少し 、売 上に 影響 し ている
お店も多いと思われる。
シール 会発 行の 商品 券 ・ポイ ント の精 算が 始 まり、

各種商品小売業

残念だ との 消費 者も お られる が時 代の 流れ で 仕方な

岩国市

いとの 意見 であ る。 地 区の中 小企 業者 の動 向 は、由
宇町中 央フ ード 跡地 に ウォン ツが 出店 。オ ー プンが
２月１ ５日 との 事で 町 内薬局 やそ の他 小売 店 にも影
響があるが、消費者は歓迎している。
ホテル

ザ ．グ ラマ シ ーコン ベン ショ ン部 門 の休業

により 、中 心市 街地 に ホール の不 足が 発生 、 対策方

各種商品小売業
周南市

策の動きがある。
悪天候 もあ り客 数が 減 少して おり 、前 年よ り 少し減

各種商品小売業

少して いる 。寒 さ対 策 の売上 が少 しだ が良 い と思わ

山口市

れる。
先月同様、客数、売上とも前年を下回る状況。

各種商品小売業
長門市

商店街

主力の 衣料 品を 中心 に 雑貨、 家庭 用品 、身 の 回り品

山口市

も軒並 みマ イナ ス。 冬 物バー ゲン を年 明け 早 々に開
始した が低 調で ある 。 この中 でも 、売 上・ 収 益とも
に予算 達成 した 店舗 も あると 聞い てい る。 個 店の活
性化が商店街の活性化のポイントである。
玩具店 の売 上は 季節 が ら上向 いて いる 模様 だ が、青

萩市

果店は １２ 月に 比べ 売 上が落 ちて いる 。各 店 ともチ
ラシ等 工夫 し客 の獲 得 をがん ばっ てい るが 情 勢は厳
しい。
サービス業

新年を迎え、上旬は成人式や新年会などのイベン

美容業

ト・行 事が あり 、景 気 は悪く ない 感じ だっ た が、中
ごろか ら年 末商 戦の 反 動で、 全体 的に 客足 も 遠のい
ている。しかし、例年と変わりはない。
緩やか に景 気回 復が 継 続して いる 内容 のニ ュ ース報

理容業

道が多 く感 じら れる が 、理容 業界 を取 り巻 く 環境は
厳しさ が増 すば かり で 回 復の 兆し さえ 見え な い状況
が続い てい る。 依然 と して厳 しい 状況 。低 料 金店の
増加等で消費者のニーズは変化している。
日本自 動車 整備 振興 会 連合会 から ２８ 年度 自 動車分

自動車整備業

解整備 事業 実態 調査 結 果の概 要が 発表 され た 。その
結果は、整備工場の整備売上高が３年連続で減少し、
また、 事業 場数 及び 整 備要員 数も 減少 する な ど、整
備業界 にと って 厳し い 時代と なっ てい るこ と が伺え
る。
人手不足が続いている。

スポーツ・
健康教授業

宿泊人 員及 び売 上高 は 前年同 月比 で９ ６％ の 前年割

旅館業

れとな った 。平 成２ ８ 年１２ 月末 に旅 館 １ つ の廃業

山口市

が影響していると考察している。
ビジネ スホ テル では 、 １月の 発注 工事 がず れ 込んで

旅館業

いる模 様で 労働 者の 宿 泊が少 なく 売上 が減 少 してい

下関市

るが、その他の宿泊者についてはやや好調であった。
観光ホ テル では 、１ グ ループ の人 数が 多く 単 価も上
がっている様子で、全体的に好調の模様である。
温泉施 設利 用者 （入 浴 者数） の減 少が 続い て いる。

旅館業

従業員 の高 齢化 によ り 雇用環 境が 悪化 して い る。従

長門市

業員募 集も 継続 して い るが新 規雇 用が 出来 ず 、サー
ビスの低下を懸念している。
飲食業 界は 円安 ドル 高 、円高 ドル 安ど ちら で もよい
が、安倍総理の出方に注目している。１月の景況は、
前月と 同じ く収 益状 況 が相変 わら ずの 悪化 と なって
いる。 各種 会合 で直 接 各支部 長か ら景 況状 況 を聞く
機会が あっ たが 景況 判 断は一 様で あっ た。 飲 食業界
全体は悪化しているが、勝ち組、負け組に２分化し、
勝ち組 ２割 、負 け組 ８ 割の状 況で 、ま た、 業 界の高

飲食業

齢化、 廃業 が顕 著で あ る。若 い経 営者 の加 入 で組織
の世代 交代 が進 めば 新 しい時 代に 希望 が持 て るのだ
が、飲 食業 はニ ーズ が ある限 り不 滅で ある こ とを実
感している。
１月前 半は 新年 会や 、 成人式 の着 物な どの ク リーニ

普通洗濯業

ングが 多く 集ま り好 況 でした が、 中頃 から は 閑散期
に入ってきた。この頃から３月の中旬くらいまでは、
一年で もっ とも 仕事 量 の減る 時期 で、 冬時 期 は汗も
かきに くく 汚れ があ ま り表面 化し てこ ない の と、寒
さで外 出を 控え る傾 向 にある ため 来店 数に も 影響が
でる。 しか し、 この 閑 散期を 抜け ると 一年 で 最も仕
事量の 多い 衣替 えシ ー ズンが やっ てく るの で 、今の
うちか らし っか りと 計 画的に 仕掛 けや 準備 を してお
きたい。
建設業

１２月 の山 口支 部中 電 への工 事申 請は ２４ ７ 件。太

電気工事業

陽光発 電へ の申 請５ ５ 件、オ ール 電化 申請 ８ ５件、
ＬＥＤ街路灯への切替・新設申請１３件であった。
全国レ ベル での 状況 で は、工 事量 は減 って い るが技

左官業

能者不 足に よる 工程 遅 延を補 うた め、 得意 先 の要請
に応え て遠 方の 応援 に 行く同 業者 が増 えて い る。直
前３回 の好 決算 に併 せ て技能 者の 年収 を１ ５ ％程度
アップさせた同業者がでてきている。
ガソリンが１ℓ１２７円となり少し下がっている。組

管工事業

合員は 受注 分の 工事 を 年度末 に向 けて 順調 に 熟して
いるが 、人 員不 足は つ づいて いる 。建 設業 の 人件費
単価は 例年 ２月 に発 表 される が少 し上 がる 見 込みで
燃料費が少し下がると、収益も少し好転の見込み。
例年、 ２～ ３月 は新 築 着工件 数が 落ち 込み 、 県内の

屋根工事業

瓦工事 業界 全体 とし て 仕事の 確保 に力 を入 れ ている
様であ る。 現在 は、 繁 忙期に 先送 りし てい た 人手の
かかる仕事、手間のかかる仕事等をこなしている。
１月の 内装 工事 業は 、 昨年か らの 工事 が継 続 し２月

内装工事業

までは 好調 と予 測し て いる。 しか し大 まか な 工事は
２月中 にほ ぼ完 成し 、 ３月以 降は 少し ずつ ス ケジュ
ールの 空き が出 てく る と思わ れる 。全 般的 に は前年
と変わりはないが、忙しいと思われていた 1 月も現
場の変わり目に空きが出た。
柳井地 区の 建設 業者 も 年度末 にな り少 しだ け 工事 量

土木工事業

が増加 し、 作業 員が 少 ないた め少 しだ け忙 し い模様

柳井市

である 。工 事を 受注 し ても作 業員 が少 なく 、 下請け
業者も おら ず苦 労し て いる模 様。 ２代 目、 ３ 代目の
若い経営者は建設業界の未来に希望を持っておら
ず、品 員の 確保 につ い ても消 極的 であ る。 ま して新
卒者の 受入 れで は企 業 として 責任 がも てず 、 即戦力
を求めても該当者がいる訳もない。

昨年は ０円 であ った が 、今年 はあ まり 高額 で はない

土木工事業

が受注ができ、売上高は増加。

周南市

１月の 受注 高は 、対 前 年同月 比１ ，０ ３２ ％ 。 年度

土木工事業

の累計 は対 前年 比９ ３ ％。前 年同 月は 災害 復 旧工事

萩市

の発注 が終 息し てい た が、こ の１ 月は 大型 工 事の発
注が続 いた ため 膨大 な 比率と なっ てい る。 今 年度上
期の発注は非常に少なかったので、年度の累計では、
９３％にとどまっている。
運輸業

輸送関 係は 、稼 働日 数 が少な く長 距離 輸送 車 両、特

一般貨物自動車運送業

に特殊 車両 のド ライ バ ー不足 が目 立ち 、売 上 は約▲

下松市

１．８ ％と なっ た。 中 短距離 輸送 は順 調、 輸 出は横
ばいで あっ た。 ２０ ２ ０年東 京オ リン ピッ ク 関係の
鉄骨等 の動 きが 目立 ち 始めて いる 。燃 料費 は ５円の
値上げ 。運 賃は 据え 置 きの状 態の 中で の燃 料 費の値
上げは 、中 小輸 送業 者 の経営 を圧 迫し てお り 、資金
繰りに支障をきたしている業者が出ている。
輸送受 注量 は前 年同 月 比でプ ラス とな った 。 海外向

一般貨物自動車運送業

け大型 タイ ヤの 生産 が 順調で 、輸 送も 順調 で あった

防府市

が、ス ポッ ト的 要素 が 強いた め楽 観で きな い 。乗務
員不足 は解 消さ れず 、 多少の 上下 もあ るが 燃 料費は
上昇基調である。
物流は 、正 月を 過ぎ 少 し荷動 きが 落ち 着い て いる感

一般貨物自動車運送業

もある がそ れな りに 動 いてい る。 倉庫 は、 春 に向け

宇部市

た季節 商品 が増 えて き ている 。人 員不 足の 解 消をす
べく採 用活 動に 力を い れてい るの で、 少し 人 員増と
なった。
下関地 区は 気温 の冷 え 込みは あっ たが 、降 雪 も少な

一般旅客自動車運送業

く順調な１ヶ月であった。

下関市

タクシーチケットの取扱い金額は、前年比＋２.２％

一般旅客自動車運送業

（平成２８年１２月１日～平成２９年１月２０日

周南市

分）。１２月１日～３１日分は＋０.５％、１月１日～
２０日分は＋６.４％。昨年１２月が大幅減少（▲７.
５％） だっ た事 もあ る が、少 し回 復傾 向に あ るよう
にも思 える 。当 組合 の 取扱い は、 光市 ，下 松 市，周
南市， 防府 市の 地域 。 １２月 分に つい ては 、 周南▲
１ .３ ％ ， 下 松＋ ８ .６ ％ ，光 ▲ ２ .８％ ， 防 府 市 地 区
が＋４.５％で、組合員の全域で＋０.７％、地区外（員
外）▲２.４％で合計＋０.５％。鹿野診療所、下松 防
府の準 大手 の中 小企 業 、防府 や下 松の 大手 病 院の利
用金額 が増 加し たが 。 周南の 泉原 病院 、東 洋 鋼鈑や
日立（ 笠戸 ）新 日鉄 の 利用金 額は 減少 。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。ブタン，プロパンのＣＰが上がり（前
月 430$/トンが今月 457.5$/トン）、為替が円安にな
ったの で、 前月 より ＋ ６％と なっ た。 前年 同 月比で

＋１.５％となり今後の推移が心配される。タクシー
乗務員 は慢 性的 に不 足 してい る。 高齢 で退 職 する人
員減少 を、 採用 で補 い きれな いた め、 稼動 で きない
車両がある状況。今月２０日間が＋６.４％となった
が、曜 日や 天候 の影 響 があり 残り １０ 日間 が どうな
るか心配なところ。
相変わらず取扱高が増えず、
「不変」としているが若

港湾運送業

干の減 少が 積み 重な り 、平成 ２８ 年の １年 間 （１～
１２月 ）の 取扱 高は 平 成２７ 年と 比べ ４万 ト ンの減
少となり、過去３年同ペースで減少している。
その他

順調な 経営 が続 いて い る。 介 護分 野の 外国 人 技能実

非製造業

習生の受入れに向け準備中である。

介護事業

