平成 29 年 3 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。
３月の業種別景況の前月比ＤＩ値は、１４業種の内、５業種が好転、同等が８業種、悪化
が１業種となり、全体の景況感も好転している。
繊維工業、一般機器、その他（介護事業）では安定した受注・売上が続いている。窯業・
土石製品、卸売業、小売業、サービス業、運輸業では低迷の報告の中に、上向きの報告も見
られる。
一般機器・小売業・サービス業・運輸業・その他（介護事業）からは、深刻な人員・人材
不足の報告も続いている。
３月は気候が良くなり消費が上向いており、山口県の中小企業の景況感を、若干押し上げ
ている。

山口県の主要指標 DI 値（平成 29 年 3 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： 17.5％

減少：28.8％

DI 値：▲11.3％ 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：20.0％

DI 値：▲7.5％ ポイント

山山口県の業種別 DI 値(業界の景況)（平成 29 年 3 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

宇部地 区で は、 大型 店 の勢い が落 ちて きた の で売上

パン・菓子製造業

が前年 より 若干 上昇 し ている 。組 合員 が飲 食 を兼ね
た新店 舗を 開店 した が 、秋芳 地区 にお いて 飲 食店の
応募が皆無で、現在は物販のみで営業をしている。
３月は 対前 年同 月比 で １．３ ％の プラ スと １ 年ぶり

水産食料品製造業

に前年 をク リア した 。 ３月上 旬か ら早 咲き の 河津桜

萩市

が咲き そろ った こと や 、週末 が全 般に 好天 だ ったこ
ともプ ラス に作 用し た 。３／ １２ 開催 の萩 の 真ふぐ
祭りも 対前 年比 で１ ０ ％アッ プの 集客 とな り 賑わっ
た。３ 月に は鮮 魚系 ４ 店舗の 冷蔵 ショ ーケ ー ス新品
入れ替 えお よび ＰＯ Ｓ レジシ ステ ム全 体の 更 新で約
１，３００万円の設備投資を行った。
年度替わりのため、商品の動きは例年並みと考える。 水産食料品製造業
今後の流れが読みづらい。

下関市

季節外 れの 大雪 が降 り 、農作 物へ の影 響が 懸 念され

精穀・製粉業

ている 。地 球温 暖化 に 伴う異 常気 象の せい か 、過去
の知見 が全 く活 かせ な い状況 で、 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 る農 産 物の売 上に 関す る保 険 制度の
ような 仕組 みづ くり が 必要に なっ てき てい る 。北朝
鮮がミ サイ ル発 射な ど の挑発 的行 為を 繰り 返 し、ト
ランプ政権が過剰に反応するなど、極東アジアでは、
地政学 的リ スク が高 ま り、日 本へ の影 響が 懸 念され
る。
繊維工業

前月と 変わ らず 、４ 月 末まで の受 注量 があ り 順調で

下着類製造業

ある。
売れ行きがよくない模様で、受注量が少ない。

外衣・シャツ製造業
下関市

２月生 産分 に対 して か なりの 追加 発注 があ り 、５月

外衣・シャツ製造業

の連休 前ま での 仕事 量 は確保 でき てい る。 そ の後 の

萩市

発注についても確保できたがつなぎがうまくいか
ず、４月末は少し手が空きそうである。
木材・木製品

売上が少しずつ上向いている。

製材業・木製品製造業
山口市

印刷

公共事 業関 係の 売上 等 あった が、 全体 的に は 大きな

製材業・木製品製造業

変化はない。

下関市

製品メーカー各社が 4 月より印刷・情報用紙の値上

印刷

げを表 明し てお り、 今 後の動 向を 注視 して い かねば

下関市

ならない。
３月は 昨年 に比 べ営 業 人員が 増え た分 、受 注 量は増

印刷

加した が、 内部 でこ な すこと のな い外 注量 が 増え、

山口市

工場内 の仕 事量 が減 っ たため 休日 出勤 、残 業 は少な
かった。
窯業・土石製品

３月の出荷量は、

砕石製造業

（平成２８年３月）
骨材７０％、路盤材１０７％、再生材

７７％

↓
（平成２９年３月）
骨材８６％、路盤材

５９％、再生材１１６％

出荷量 は、 前月 比１ ０ ７％、 前年 同月 比７ ８ ％、４

生コンクリート製造業

～２月 まで の出 荷量 は 、前年 比８ ８％ 。今 年 度の出
荷量予 想は 対前 年度 比 ８８％ で、 来年 度の 出 荷量予
想は今 年度 を更 に下 回 ると予 想し てい る。 現 在、生
コン価 格は 安定 して い るが、 出荷 量が 極端 に 少ない
一部の遠隔地で値上げの動きがある。
単価は さて おき 、近 年 にはな いほ ど受 注が 増 えてい

石工品製造業

る。新 規や 特に 移転 が 多く、 寺院 が墓 地造 成 したこ
とも一 因で ある 。足 元 の悪い とこ ろか らの 移 転が多
いため、工事中の安全確保が課題となっている。
３月に 入り 暖か くな っ てくる につ れて 萩市 内 の観光

陶磁器・

名所に は多 くの 観光 客 が見ら れる よう にな り 、昨年

同関連製品製造業

と同等 レベ ルま で持 ち 直した 印象 。旧 萩藩 校 明倫館
跡「萩 ・明 倫学 舎」 が ３月４ 日に オー プン し 、同館
お土産 ショ ップ にお け る売上 は、 お菓 子や 酒 といっ
た食品 が人 気で 、萩 焼 は苦戦 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、
前年同 月比 で同 等の 売 上とな って いる 。関 東 ・関西
方面の百貨店や問屋・陶器店からの受注に関しては、
１、２ 月の 悪か った 月 よりも ある 程度 動き が 出てき
ており 、前 年同 月比 も 若干上 向き に推 移し て いるよ
うに思われる。３月１９日に行われた萩市長選挙は、
接戦の 末、 新市 長が 誕 生し、 萩焼 や観 光に 対 する考
え方も 変わ って くる と 思われ 、今 後の 政策 に 期待し
たい。
一般機器

３月の 景況 は、 前月 同 様で横 ばい であ る。 海 外プラ

一般機械器具製造業

ント関 係は ６月 以降 も 好調な 見通 しで ある 。 雇用面

防府市

では相 変わ らず 人手 不 足が続 いて いる 。前 月 同様、
アメリ カ大 統領 の政 策 が不透 明で ある ため の 不安感
がある。
機械検 査、 機械 加工 関 係の下 請企 業の 受注 状 況は引

一般機械器具製造業

き続き 安定 して いる 。 惣菜、 自動 車、 造船 関 係は好

宇部市

調で残 業も 多い ため 、 ３６協 定遵 守の 指導 を 続けて
いる。 食肉 加工 業、 溶 接関係 、惣 菜、 自動 車 整備等
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 の相 談 があっ た。 食品 加工 に ついて
は仕事量の増減が大きく実習生受入に若干難があ

る。新 制度 によ る受 入 期間の 延長 、増 員に つ いての
協議を 進め てい る。 な お、介 護の 受入 につ い ても複
数の介 護施 設か らの 要 望もあ り、 送り 出し 機 関と条
件の協 議を 進め てお り 、大き な需 要に なる 可 能性が
ある。
金型の 設備 操業 度は 、 ２月度 と同 等程 度で あ る。金

特殊産業用機械製造業

型の受 注は 月初 やや 低 迷し月 末に 数件 を受 注 し、今
後の受 注見 込を 考慮 す ると６ 月末 まで の仕 事 量は確
保でき る見 通し であ る 。しか し、 相変 わら ず 顧客の
要望は 、短 納期 、低 価 格、品 質等 に厳 しい 状 況であ
る。成 形製 品関 係の 設 備稼働 率、 受注 状況 と もに昨
年同時 期よ り増 加傾 向 にあり 、４ 月も 同等 の 稼働率
で推移しそうな状況である。
輸送機器

車両部 門は 長期 的に も 生産量 の増 加が 見込 ま れる生

鉄道車両・

産計画 が出 され 、好 調 を維持 して いる 。精 密 加工部

同部品製造業

門は一 時の 好調 さが 薄 れ、踊 場状 況に 陥っ て きてい
る。
卸売業

海苔は 相変 わら ず価 格 が高く て買 えな い状 態 。全体

乾物卸売業

の売上 は前 年同 月比 １ ３．６ ％の 減少 、海 苔 入庫数
は前年同月比６９．６％の減少である。
真フグ のシ ーズ ンに も 関わら ず漁 獲量 が非 常 に少な

生鮮・魚介卸売業

く、時化が多い時期のため鮮魚の入荷も少なかった。
来月か ら凪 が多 くな る 時期に なる ため 入荷 に 期待し
ている。
年度末 まで に納 品す る 商品が 増加 し、 売上 増 が期待

各種商品卸売業

できる。
小売業

各店と も売 上は 微減 の 模様。 従業 員は 入社 後 ２年ぐ

化粧品小売業

らいの 教育 期間 を要 す るが、 数店 舗で ２～ ３ 月中に
従業員 が辞 め従 業員 不 足が起 きて おり 、最 近 は募集
をかけても応募もないという悪循環となっている。
地区の 小売 業は 量販 店 に客が 流れ 苦戦 して い る。セ

各種商品小売業

ブンイ レブ ンも 核家 族 化に対 応し 集客 力を 高 めてい

岩国市

る。物 を仕 入れ て販 売 する商 売は 難し く今 後 の廃業
の増加 が懸 念さ れる 。 ４月か ら始 まる ウェ ス タンリ
ーグで の広 島東 洋カ ー プの集 客力 に期 待し て おり、
由宇町 の活 性化 に結 び つけた い。 建設 業は 人 手不足
に陥り 若者 の育 成が 望 まれて いる 。す べて の 業種で
高齢化が進み労務管理が困難になってきているた
め、労働力確保の施策が望まれる。
商店街 への 客数 が減 少 してお り、 雇用 も減 少 してい

各種商品小売業

る。昨年と比べて全体的に厳しい状況。

山口市

衣料品 の核 店舗 の売 上 が増加 し店 舗全 体の 売 上を押

各種商品小売業

し上げ てい る。 他の 衣 料品店 舗の 売上 には バ ラツキ

長門市

がある。

商店街

気温が 上昇 し来 街者 数 が増え 、各 店舗 の売 上 も緩や

山口市

かな持ち直しの傾向である。２９年は３、５、１０、
１１月 のイ ベン ト実 施 と空店 舗対 策に より 活 路を見
出すつ もり であ る。 井 筒屋百 貨店 の催 事に 期 待して
いる。
３月も あま り変 化の な い状況 であ る。 洋品 店 は入学

萩市

卒業の 関係 で多 忙の 様 子。３ 月に 商店 街ア ー ケード
沿いに ビジ ネス ホテ ル ができ 、宿 泊客 の増 加 により
商店街が賑わうことに期待している。
サービス業

卒業シ ーズ ンで 例年 並 みの売 上と なっ たが 、 人手不

美容業

足が影響し人手不足分の売上が下がっている。
卒業式 、人 事異 動等 が あ り、 来客 が増 え売 上 も上向

理容業

いている。しかし、時期的に組合脱退者が多くなる。
年度末 を迎 える 中、 山 口県に おけ る２ 月の 新 車新規

自動車整備業

登録自 動車 の販 売が 好 調で、 対前 年同 月比 で ２２．
２％増 とな って いる 。 反面、 軽自 動車 は１ １ ．７％
減と２ ８年 度に おい て 対前年 同月 比を 上回 っ た月は
ない状 況で 、軽 自動 車 の販売 が低 迷し てい る 状況が
窺える。売れない原因は不明である。
人手不足が続いている。

スポーツ・
健康教授業

宿泊人員及び売上は対前年同月比で１０２％とな

旅館業

り、ほぼ前年並みであった。

山口市

市長選 挙が あり 、行 政 の人事 異動 の関 係で 送 別会等

旅館業

の宴会 が４ 月に ずれ 込 んだ。 宿泊 者数 はや や 増加し

下関市

ており、週末はほぼ満室である。
施設利 用者 （入 浴者 数 ）はス ポー ツ交 流施 設 の利用

旅館業

が増え たこ とも あり 、 売上は 前年 同月 より 増 加して

長門市

いる。 売店 部門 につ い ては飲 食店 の増 加に よ り当社
売上は減となった。
新規組 合員 が増 加傾 向 にある が、 飲食 業界 の 好調の
兆しか 地道 な組 合員 獲 得強化 事業 を継 続実 施 してい
る努力 が報 われ たか 定 かでな い。 学生 アル バ イトの
端境期 で、 アル バイ ト が見つ かり にく いと い う声を
聞くが 大都 市の よう で はない よう だ。 飲食 業 界の裏
方は外 国人 がす っか り 定着し てい るが 、そ の 分日本
人の働 き手 がい ない の かもし れな い。 山口 デ ィステ
ィネー ショ ンキ ャン ペ ーンが 展開 され てお り 、当組
合も今 回「 薄造 りの 技 」でキ ャン ペー ンに 参 画する
ことに なっ た。 なか な か共同 歩調 の取 れな い 飲食業
界では ある が、 何と か 地域 プ ラン 食を 提供 す べく一
致団結 して 頑張 って い るので 、ム ード 的に は 上昇機
運にあ るの かも しれ な い。世 代交 代が まま な らぬ状
態が続 いて いた が、 着 実に世 代交 代が 進ん で いる。
飲食業 界全 体は 「受 動 喫煙強 化法 案阻 止」 で 団結し

飲食業

ている が、 たば こを 吸 わない 人が 増え れば ス トレス
社会に なり かね ない 。 山口県 の花 博は オリ ン ピック
以上に 気に なる が、 ま だまだ 先の こと で目 先 の景気
が気になる。

春分の 日を 境に 徐々 に ではあ るが 冬物 衣類 が 出始め

普通洗濯業

たが、 ３月 序盤 の売 上 減少分 を取 り返 せて お らず、
年々厳 しい 状況 とな っ ている 印象 であ る。 昨 年１２
月に洗 濯表 示が 新Ｊ Ｉ Ｓ規格 に変 更と なっ た 。ウエ
ットク リー ニン グ（ ク リーニ ング 店が 特殊 な 技術で
行うプ ロの 水洗 いと 仕 上げま で含 む洗 濯） 表 示をし
っかり周知し、新たな顧客開拓を目指していく。
建設業

２月の 中電 への 工事 申 請は１ ０４ 件、 太陽 光 発電へ

電気工事業

の申請 ９件 、オ ール 電 化申請 ６１ 件。 前月 の 売電価
格引下げ前の駆込み受注の反動が出ている。
建設業 の専 門工 事業 者 の多く の職 種で 工事 量 の減少

左官業

の声を 聞く 。上 昇し 始 めた年 収の 増加 が抑 制 される
と共に 、採 用や 社会 保 険加入 への ブレ ーキ と なるお
それがある。
３月の 業界 の景 況は 前 年並み であ る。 平成 ２ ９年度

管工事業

の発注 時期 はゴ ール デ ンウイ ーク 明け で、 発 注量は
平成２ ８年 度並 みと 発 表され 一安 心だ が、 年 々工事
量が減 って きて いる 一 般土木 建設 業等 から の 入札参
加が増 え競 争が 激し く なって きて いる ので 、 現在、
見積等の研修を組合独自で行っている。
年度末 で、 例年 仕事 の 少ない 時期 であ るの で 、新年

屋根工事業

度に向けて仕事の確保に注力している。
職人不 足の 影響 で、 新 築引き 渡し 寸前 での 内 装工事

内装工事業

の依頼 が入 った こと か ら、慌 ただ しい 段取 り であっ
た。工 程に 余裕 があ っ ても、 職人 不足 で結 果 的には
忙しく なっ てい る状 態 で、そ のよ うな 仕事 は 利益率
が高い。
年度末ぐらいの仕事量で少し忙しいくらいでない

土木工事業

と、十 分な 売上 を得 る ことが でき ない とい う 声があ

柳井市

る。地 方に おい ては 工 事量が 少な いの が一 番 のネッ
クとな って いる 。柳 井 土木管 内は 、県 の予 算 の大部
分は大島郡に使われている。
受注高 は、 対前 年同 月 比２， ３６ ３％ 。今 年 度の累

土木工事業

計では 対前 年同 月比 １ １２％ であ る。 前年 度 の３月

萩市

は災害 復旧 工事 も終 了 し工事 が少 なか った が 、今年
度は萩 小郡 道路 の絵 堂 萩間の 大型 工事 が数 件 あった
ため、対前年度比が大きくなった。

運輸業

３月中 旬頃 より 物流 動 向が活 発化 して いる 。 長・中

一般貨物自動車運送業

距離ド ライ バー 不足 は 依然と して 続い てお り 輸送車

下松市

両を確 保す るの に年 度 末まで 困惑 した 状態 が 続いて
いる。 取扱 量は 前年 同 月比 ０ ．５ トン の増 加 だが、
相対的にはあまり変わりがない。労働時間について、
中小運 送業 は見 直し の 必要が ある との 声が 多 い。燃
料費は０．６円の値上げ。
受注量 は全 体的 には 前 年並み とな った が、 先 月同様

一般貨物自動車運送業

自動車 部品 関連 が大 き く落ち 込ん だ。 燃料 価 格は昨

防府市

年末よ り徐 々に 上が っ ている が、 依然 とし て 低位で
ある。乗務員不足は未だ解消されていない。
輸送・ 倉庫 保管 案件 と もに、 年度 末で 荷物 量 が増加

一般貨物自動車運送業

してい る。 顧客 から も 新規案 件等 の引 き合 い が多く

宇部市

あり、 景気 の好 転が 若 干なが らも 感じ られ る 。即戦
力にな る中 途採 用人 員 につい ては 相変 わら ず 確保に
苦労し てい る。 新年 度 という こと で各 社で の 異動、
新卒社 員の 入社 、顧 客 の新規 事業 、担 当者 変 更など
慌ただしい時期を迎えている。
タクシーチケットの取扱金額は、前年比▲０．７５％

一般旅客自動車運送業

（平成２９年２月１日～平成２９年３月２０日分）。 周南市
２月１ 日～ ２８ 日分 は ＋３． ７％ 、３ 月１ 日 ～２０
日分は ▲７ ．１ ％。 ２ 月は昨 年よ り日 数が 一 日少な
かった が好 調で 、１ 月 の減少 分を 取り 戻す こ とがで
きた。 ３月 は中 旬か ら 前年割 れの 状態 。当 組 合の取
扱いは、光市、下松市、周南市、防府市の地域だが、
２月分については、周南＋３．８％、下松＋１．７％、
光＋１ ６． １％ 、防 府 ▲３． ５％ 、組 合員 全 域で＋
３．０ ％、 地区 外（ 員 外）で ＋１ ５． ３％ 、 合計＋
３．７ ％で あっ た。 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 Ｃ Ｐの高 騰が 続い てお り （前月
547.5$/トンが今月 600.0$/トン）、為替は少し円高に
なった が、 前月 より ＋ ４％と なっ た。 前年 ３ 月分に
比べる と＋ ３３ ％と な り今後 の推 移が 大い に 心配さ
れる。 タク シー 乗務 員 は慢性 的に 不足 して お り、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。 ２月 は後 半の 取 扱が増
加した が、 ３月 中旬 の 落ち込 みを 少し でも 取 り戻し
たい。

その他
非製造業

季節的要因もあり取扱高は若干増えた。

港湾運送業

雇用情勢は厳しいが、売上は安定している。

介護事業

