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令和 2 年 3 月 

News Release    

       

   県下商工会と一体となり 

小規模企業の支援を行っています  

【令和 2 年 2 月期 小規模企業景気動向調査報告書】                       

本会では、県下商工会地区内小規模企業の景気を把握するため、商工会の経営指導員に協力依

頼し、小規模企業景気動向調査を毎月実施しています。 

このため令和 2 年 2 月期の調査結果がまとまりましたので報告します。 

 

１ 調 査 概 要 

（１）調 査 時 点 令和 2 年 2 月 29 日 

（２）調 査 対 象 県下 35 商工会（うち 34 商工会より回答）【回収率 97.1％】 

（３）調査対象業種 製造業（食料品・繊維工業・機械金属）、建設業、小売業（衣料品・ 

          食料品・耐久消費財）、サービス業（旅館・洗濯・理美容）の 10 業種 

（４）調 査 方 法 商工会の経営指導員に対するアンケート方式 

（５）集 計 方 法 質問項目(業況､売上､仕入単価､採算､資金繰り)の｢好転･増加･上昇｣ 

        とする数値からそれぞれ「悪化・減少・低下」とする数値を引いた値 

２ 概 要 （トピックス） 

【新型コロナウイルスの影響により業況 D.I.値が平成 28 年 4 月以降最悪に】 

産業全体の業況 DI（景気動向指数・前年同月比）は-25.7（前月-15.9、前年同月-6.1）で、前

月比 9.8pt 悪化した。新型コロナウイルスの影響は、建設業を中心に業況の悪化・低迷を招い

ており、今後も小規模事業者等を取り巻く環境の悪化が懸念される。 

【製造業】 

業況は-29.5（前月-18.6、前年同月-9.8）と前月に比べ 10.9pｔ悪化した。開催予定だった地域内イベン

トの中止に伴う受注キャンセルから食品製造業者の売上が大きく減少した他、中国から仕入れている自動

車部品、鉄鋼部品等の納入遅延が業況悪化を招いている。 

【建設業】 

業況は-14.6（前月 5.9、前年同月 5.9）と前月に比べ 20.5pt 悪化した。中国から資材を調達している

多くの事業者が、新型コロナウイルスに伴う納入の遅延により工事の停止・遅れが発生する等建設業者

の業況を大きく押し下げた。 

【小売業】 

業況は-35.3（前月-25.5、前年同月-10.8）と前月に比べ 9.8ｐｔ悪化した。新型コロナウイルスの

影響で、各種イベント中止等による売上低下・業績悪化が響き業況を押し下げた。マスクや

消毒用アルコール商品等に顧客が殺到しているが各地で品薄状態が続いている。 

【サービス業】 

業況は-23.5（前月-25.5、前年同月-9.8）と前月に比べ 2pt 好転した。理美容業では新型コロナウイ

ルスの影響はあまり感じられないという声が聞かれた一方で、旅館業からは顧客の外出の自粛や懇親会

等の延期・中止によるキャンセルが相次いでいると報告があり、今後の動向に注視が必要である。  

 

３ 本調査に関する問合せ 静岡県商工会連合会 産業振興課 ℡054-255-9811〔担当：小磯・中村〕 
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＜経営指導員コメント抜粋＞ 
【製造業】（食料品製造業・繊維工業・機械金属業） 

・食品製造業では、新型コロナウイルス感染拡大により、開催予定だった地域内イベントが

中止となり、受注キャンセルの影響がみられている。（伊豆） 

・新型コロナウイルスの影響で、売上が 3 割以上落ち込んでいる事業所もあり、業況は悪化

している。（富士駿東） 

・新型コロナウイルスの影響で自動車関連企業の受注が大幅に減少している。（中部） 

・鉄鋼業では新型コロナウイルスの影響で材料の仕入れに遅れが生じている。（中東遠） 

・新型コロナウイルスの影響で、中国よりの樹脂部品の仕入れが少々滞っている。（西遠） 

【建設業】 

・中国からの建設資材の納品が遅れているため今後の工期の遅れを心配している。（伊豆） 

・新型コロナウイルスの影響で、メーカーから建設資材が調達できず、建築工事が滞ってい

る。（富士駿東） 

・徐々に新型コロナウイルスの影響が出てきている。（中部） 

・資材の高騰に加え、新型コロナウイルスの影響で中国からの部品の納入に 1～2 週間程度の

遅れが発生している。（中東遠） 

・新型コロナウイルスの影響で住宅設備関連の製品が発注出来ないため現場は全て止まって

いる。 (西遠) 

【小売業】（衣料品小売業・食料品小売業・耐久消費財小売業） 

・新型コロナウイルスの影響で、観光客激減・各種イベント中止等による売上低下・業績悪化

が顕著である。（伊豆） 

・新型コロナウイルス騒動によるマスクや消毒用アルコールの供給不足に加え、デマによる紙

製品や保存食などの買い占めも散見される。（富士駿東） 

・中国からの製品の入荷が減少したことや遅れ気味になったことで仕入価格が若干上昇している。

（中部） 

・新型コロナウイルスの影響で空気清浄機の売上が増えるのではないかと予測している。（中

東遠） 

・マスク・トイレットペーパーは売れ過ぎて品薄状態にある。（西遠） 

【サービス業】（旅館業・洗濯業・理美容業） 

・新型コロナウイルス感染拡大による宿泊キャンセルもみられ今後も懸念される。（伊豆） 

・旅館は新型コロナウイルス関係の影響かキャンセルが増加している。（富士駿東） 

・飲食、宿泊業は新型コロナウイルスの影響により会議等の懇親会は延期または中止となっ

ている。(中部) 

・理美容業に関しては、おおむね横ばいで新型コロナウイルスの影響も現在のところあまり感じ 

られない（中東遠） 

・飲食業において新型コロナウイルスの影響から宴会のキャンセルが増加している。（西遠） 

H31.2 H31.3 H31.4 R1.5 R1.6 R1.7 R1.8 R1.9 R1.10 R1.11 R1.12 R2.1 R2.2

DI値（製造業） -9.8 -7.8 -3.9 -7.8 -14.7 -14.6 -15.6 -14.7 -13.7 -13.7 -19.6 -18.6 -29.5

DI値（建設業） 5.9 -14.7 -2.9 14.7 11.8 -2.9 11.8 8.8 14.7 5.9 2.9 5.9 -14.6

DI値（小売業） -10.8 -10.8 -16.7 -18.6 -16.7 -26.5 -16.7 -2.9 -29.4 -24.5 -23.5 -25.5 -35.3

DI値（サービス業） -9.8 -8.8 -8.8 -9.8 -10.8 -12.8 -11.8 -7.8 -11.8 -16.7 -13.8 -25.5 -23.5

DI値（全業種平均） -6.1 -10.5 -8.1 -5.4 -7.6 -14.2 -8.1 -4.2 -10.1 -12.3 -13.5 -15.9 -25.7
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＜令和２年２月期 業種別業況DI推移表＞
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小規模企業景気動向調査（令和 2 年 2 月末）      

１.食料品製造業 
   

６.食料品小売業 
           

  今期 DI 前期 DI  対前期比    今期 DI 前期 DI  対前期比 

業況 -44.2  -14.7  悪化   業況 -29.4  -23.6  悪化  

売上 -44.1  -14.6  減少   売上 -26.4  -23.6  減少  

仕入単価 -2.9  14.8  低下   仕入単価 17.6  20.6  低下  

採算 -35.3  -23.5  悪化   採算 -32.3  -38.2  好転  

資金繰り -29.5  -11.7  悪化   資金繰り -20.6  -20.6  不変  

２.繊維工業 
    

７.耐久消費財小売業 
           

  今期 DI 前期 DI  対前期比    今期 DI 前期 DI  対前期比 

業況 -17.7  -17.6  悪化   業況 -35.3  -26.5  悪化  

売上 -17.7  -8.9  減少   売上 -26.5  -17.6  減少  

仕入単価 5.9  8.9  低下   仕入単価 8.8  20.6  低下  

採算 -8.8  -11.7  好転   採算 -17.6  -20.6  好転  

資金繰り -3.0  -11.7  好転   資金繰り -20.6  -20.6  不変  

３.機械金属業 
   

８.旅館業 
            

  今期 DI 前期 DI  対前期比    今期 DI 前期 DI  対前期比 

業況 -26.5  -23.5  悪化   業況 -29.5  -23.6  悪化  

売上 -23.5  -20.6  減少   売上 -35.3  -14.7  減少  

仕入単価 8.8  8.8  不変   仕入単価 5.9  14.7  低下  

採算 -17.6  -11.7  悪化   採算 -26.4  -5.8  悪化  

資金繰り -20.5  -17.7  悪化   資金繰り -29.4  -26.5  悪化  

４.建設業 
    

９.洗濯業 
            

  今期 DI 前期 DI  対前期比    今期 DI 前期 DI  対前期比 

業況 -14.6  5.9  悪化   業況 -23.5  -32.4  好転  

売上 -14.7  5.9  減少   売上 -23.6  -29.5  増加  

仕入単価 20.6  17.7  上昇   仕入単価 14.7  17.6  低下  

採算 -17.6  -8.8  悪化   採算 -14.7  -17.6  好転  

資金繰り -17.6  -8.8  悪化   資金繰り 0.0  -11.8  好転  

５.衣料品小売業 
   

１０ .理美容業 
 

  
         

  今期 DI 前期 DI  対前期比    今期 DI 前期 DI  対前期比 

業況 -41.2  -26.4  悪化   業況 -17.6  -20.6  好転  

売上 -32.4  -20.6  減少   売上 -14.7  -14.7  不変  

仕入単価 2.9  5.9  低下   仕入単価 5.9  5.9  不変  

採算 -29.4  -23.5  悪化   採算 -17.6  -8.9  悪化  

資金繰り -32.4  -14.7  悪化   資金繰り -11.7  -14.7  好転  
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金融・雇用相談実績月次報告（令和 2 年 2 月期） 
内容別内訳 

(※１件の相談で複数の対応をした場合はそれぞれにカウント) 
今月 前月 前月比 

【相談企業数】 78 77 1 

【金融相談件数】 97 90  7 

 新規融資（借換えを除く） 51 59 -8 

 既存債務の借換え 22 18 4 

 借入れ条件変更 4 1 3 

 消費者金融・商工ロ－ン関連 0 0 0 

 貸し渋り・貸し剥がし 0 0 0 

 その他 20 12 8 

【雇用相談件数】 143 182 -39 

 

 

 

H31.2 H31.3 H31.4 R1.5 R1.6 R1.7 R1.8 R1.9 R1.10 R1.11 R1.12 R2.1 R2.2

相談企業 75 82 88 70 97 100 85 81 86 105 67 77 78
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【金融相談】 

金融相談件数は、97 件と前月（90 件）に比べ 7 件増加した。休校や外出自粛等が小規模事業者等

の事業活動に大きな影響を及ぼしており、商工会には資金繰りに困窮する事業者からの相談が寄せら

れた。 

＜経営指導員コメント＞ 

・新型コロナウイルスの影響による町内の経済低迷、学校活動の停滞で資金繰りが悪化して

いる事業所からの相談を受けた。（伊豆）  

・公庫のマル経（設備増強のための融資）の推薦を実施した他、新型コロナウイルス対応で

運転資金確保について 1 件相談（3 月に推薦予定）対応を行った。（富士駿東）  

・新型コロナウイルスの影響により飲食店、娯楽施設、旅館のキャンセルが発生しており、

事前の運転資金相談に対応した。（中部）  

・営業車両、機械設備等設備投資に関する相談対応を行った。（中東遠） 

・月末にかけて、新型コロナウイルスの影響による融資の相談が増えてきた。（西遠）  

 

【雇用相談】 

雇用相談件数は、143 件と前月（182 件）に比べ 39 件減少した。新型コロナウイルスの影響により従

業員の雇用維持に悩む事業者の声が各地から聞かれた中、商工会には活用できる施策等に関する相

談が寄せられた。 

＜経営指導員コメント＞ 

・新型コロナウイルスの影響はあるが、地元で事業をして地元の人を雇用しているのでなか  

なか解雇はできない。（伊豆）  

・今後、雇用調整助成金の申請などが増えると思われる。（富士駿東） 

・従業員採用募集についての相談があった。（中部）  

・求人募集や合同求人説明会への参加を行うも人の確保ができないとの声があった。（中東遠） 

・新型コロナウイルスによる学校休校で、給食納入業者は突然３月の全ての売上が無くなっ

たとのことであった。また、仕事の減少により従業員を休ませる際に活用可能な施策の相

談があった。（西遠）  

 

【その他商工会管内に関するコメント】  

・河津桜の開花見頃が早く、2 月下旬にはほぼ散っていたことに加え新型コロナウイルスの

影響も重なり、下旬以降の河津桜まつりは閑散としていた。また、中国人を中心とするイン

バウンド系の団体バスは殆ど見受けられない上、国内団体バスも２月下旬をピークとして毎

年観光のスケジュールを組む傾向から、例年より早く見頃を迎えたことで時機を逃した形と

なった。２月下旬、実行委員会では出店者に対しては自粛を促した。（河津町） 

・２月下旬以降の各種観光・地域向けイベントが新型コロナウイルス感染拡大の影響により

中止・延期となっている。（南伊豆町） 

・町内の 3 月のイベントは新型コロナウイルスの影響で全て延期・中止となった。（西伊豆町） 

・新型コロナウイルスの影響でイベントの開催中止が出ている。（小山町） 

・新型コロナウイルスの影響でしばらくイベントは中止また延期の方向となる。（沼津市） 

・新型コロナウイルス関係で地域イベントは大半が中止となっている。（芝川） 

・本年度伴走型小規模事業者支援推進事業を 2 月末に完了。個々の事業者が自社の強みを磨

き経営力向上を実現する「一社一匠」に取り組み、事業者個別支援、情報発信等の取組を行

った。（富士市） 
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・新型コロナウイルスによる影響が少し出始めている感がある。（静岡市清水） 

2/9 第 12 回興津寒ざくらまつり…開催 

2/22.23 交流館まつり…新型コロナウイルスによる中止 

2/23   富士山の日記念行事…一部中止 

・地域活性化イベントは、新型コロナウイルスの影響で軒並み中止となり、地域経済にかな

りの悪影響が予想される。特に、来月はかなりの悪化になりそうである。（島田市） 

・新型コロナウイルスの影響多い。イベント等中止。（川根本町） 

・３月に開催予定の高天神例大祭は新型コロナウイルスの影響に伴い中止になった。（掛川み

なみ） 

・町内では以下のイベントを行った。 

【主催】2/22 森の軽トラ市（第 4 土曜日）－森町健康福祉センター 

【その他】2/16 森の古着市（毎月第 3 日曜日）－天竜浜名湖鉄道遠州森駅（森町） 

・3 月末に商工会主催で軽トラ市の開催予定があったが、新型コロナウイルス関連で、対策本

部を立ち上げた行政より、中止・延期等の自粛要請があり、回答を求められた。感染拡大か

終息するか先行き不明な為、現時点での早期の回答は避け、近隣のイベントの対応に合わせ

る決定する予定。隣接２市の行政、商工会、商工会議所合同で実施する大学生向けと高校生

向けの就職企業説明会の開催に向けて打合せを実施し、3/19 開催予定の高校生向けイベン

トは新型コロナウイルスの影響で延期決定、4/3 の大学生等対象イベントの開催または中止

は未定で、現時点では開催する方向で協議した。（浅羽町） 

・コワーキング施設「itolier はまきた副都心」が 2 月 27 日よりオープンした。（浜北） 

・新型コロナウイルスの影響により各種イベントなどに制限がかかっている｡（奥浜名湖） 

・相続の発生の有無にかかわらず、相談が増えてきた。遊休地を売りたいが売れない状況。

売ろうとすると価格を叩かれる。資金繰りが苦しく、小規模共済を解約する事例がここにき

て増えている。（浜名） 

・観光協会や関所周辺自治会等で行った観光事業「牡蠣小屋」。着地型観光の試みとして今年

で 8 年目となる。今年は 50 年ぶりの不漁であり養殖牡蠣の漁獲高が半分以下である。期間

については牡蠣の総数が少ないため「牡蠣が無くなり次第終了」ということで始めたが、３

月１日（日）をもって終了となった。（新居町） 

 


