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1. 経済動向調査の結果概要 

 

当地域内の事業者に「売上動向、災害等の影響、経営上の課題」の３項目についてアンケート

調査である。戸河内と加計の２地区を中心に、小売卸売業・サービス業・製造業・建設業の４業

種がほとんどであり、６０代以上の男性経営者が多い回答を集約したものとなった。 

回答結果から、「売上動向」は減少傾向であり、多くの事業者（業種）に広がっている状況であ

った。「災害等の影響」についても約１／３の事業者は影響を認識しており、直接被害だけでなく、

間接被害にも広がっている状況であった。「経営上の課題」では、客数や取引先の減少を課題と捉

える事業者が７割を超えており、結果として、売上減少、資金繰りの悪化、販路開拓の必要性を

認識する状況であった。 

 

①売上動向 

 減少傾向が拡大しており、厳しい状況であった。 

 「来店者数の減少」、「取引の減少」の急変が売上減少の大きな要因となった。 

 取引数量の絶対的な減少が急激になった状況が予想された。 

②災害等の影響 

 津浪崩落事故（H30.6.6）と西日本豪雨（H30.7.7）など、「影響あり」が増加していた。 

 直接被害は、猛暑による農作物等の被害、道路等の交通問題であった。 

 間接被害も多く、物流停滞、落石続きで当地域への不安、風評被害などであった。 

③経営上の課題 

 「客数、取引先の減少」が課題の事業者が 7割に増加した。 

 その結果として、「資金繰り」や「販路開拓」も課題になっていると考えられた。 

 

 

2. 質問事項、結果まとめ 

四半期ごとのアンケート結果および対比による変化は、以下の通りであった。 

(1) 回答者の属性 

 平成 30年 4月～6月 

（第 1四半期） 

平成 30年 7月～9月 

（第 2四半期） 
概要 

業種 小売・卸売とサービス業で

約 63％あり、製造業、建設

業が続き、4 業種で約 90％

となる。 

小売・卸売、製造業、建設

業、サービス業の順番で

85％となる。 

回答者属性から、「小売卸売

を筆頭にサービス業、製造

業、建設業」の 4 業種が主

体の地域である。 

地区 戸河内、加計地区で 93％を

占める。 

戸河内、加計地区で 88％を

占める。 

筒賀地区含め 3 地区ある

が、戸河内と加計の 2 地区

が主体となっている。 

年代 20 代から 60 代まで、幅広

い年代からの回答である。 

60 代以上が 77.5％を占め

るなど、高齢の事業者の回

答である。 

偏った年齢構成で行ってい

ないが、結果的に第２四半

期は高齢事業者である。 

性別 男性 82.6％、女性 17.4％ 男性 85％、女性 15％ 男性が 8 割以上の回答であ

り男性経営者の声である。 
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(2) 売上について 

 平成 30年 4月～6月 

（第 1四半期） 

平成 30年 7月～9月 

（第 2四半期） 
概要 

売上増減 「減少」が 1番多く 41.9％、

「増加」は 23.3％である 

「減少」は 70％まで拡大、

「増加」は 5％に縮小 

減少傾向が拡大しており、

厳しい状況である。 

増減要因 「来店者数の減少」33.3％、

「取引の減少」27.8％、「単

価の減少」22.2％と続いた。 

「来店者数の減少」55.6％、

「取引の減少」も 37％に拡

大した。しかし「単価の減

少」は 11.1％に縮小した。 

「単価の減少」は縮小した

が、「来店者数の減少」、「取

引の減少」の急変が売上減

少の大きな要因となった。 

次四半期

の売上見

込み 

平成 30年 7月～9月（第 2

四半期）の見込みは、「減少」

42.2％、「不変」40％ 

平成 30年 10月～12月（第

3四半期）の見込みは、「減

少」60％、「不変」30％ 

第 2 四半期から「減少」を

見込む事業者の比率が 1.5

倍となった。 

津浪崩落事故（H30.6.6）と西日本豪雨（H30.7.7） 

売上見込

みの要因 

「来店者数を減少予想」

40.5％、「取引の減少予想」

27％、「単価の減少予想」

21.6％と続いた。 

「来店者数を減少予想」

53.8％、「取引の減少予想」

46.2％に拡大したが、「単価

の減少予想」は 11.5％に縮

小した。 

「来店者数を減少予想」と

「取引の減少予想」が大き

くなっており、取引数量の

絶対的な減少が急激になっ

た状況である。 

 

(3) 津浪崩落事故・災害等の影響 

 平成 30年 4月～6月 

（第 1四半期） 

平成 30年 7月～9月 

（第 2四半期） 
概要 

災害等の

影響 

「影響なし」70.5％、 

「影響あり」29.5％ 

「影響なし」62.5％、 

「影響あり」37.5％ 

「影響あり」が増加した。 

津浪崩落事故（H30.6.6）と西日本豪雨（H30.7.7） 

影響あり

の具体例 

14件から抜粋 

 観光客、来客数、車通

りなど大幅に減少 

 特定地域、特定地区か

らの来客が止まった 

 町内での移動に時間が

増加した 

12件から抜粋 

 物流の停滞による機会

損失、売上ストップ 

 災害続きの心理不安、

気運低下、営業停止 

 猛暑による農作物の育

成不良、枯損 

地域内外からの客数減少で

あるが、直接被害は、猛暑

による農作物等の被害、道

路等の交通問題である。間

接被害も多く、物流停滞、

落石続きで当地域への不

安、風評被害などである。 

 

(4) 経営上の課題 

 平成 30年 4月～6月 

（第 1四半期） 

平成 30年 7月～9月 

（第 2四半期） 
概要 

課題・悩

みなど 

複数回答の比率であるが、 

「客数、取引先の減少」が

50％を占める。「資金繰り、

従業員の確保」が 32.5％、

「販路開拓、設備投資」が

25％である。 

複数回答の比率であるが、 

「客数、取引先の減少」が

70.4％と拡大している。「資

金繰り」25.9％、「販路開拓、

設備投資」が 14.8％と続い

ている。 

「客数、取引先の減少」が

課題の事業者が 7 割に増加

した。その結果として、「資

金繰り」や「販路開拓」も

課題になっていると考えら

れる。 
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3. 総評コメント 

 

 

平成 30年 4月～6月（第 1四半期）と平成 30年 7月～9月（第 2四半期）に行われたアンケート結果

であるが、津浪地区での法面崩落事故（H30.6.6）や西日本豪雨（H30.7.7）、夏季の猛暑など自然現象

の脅威にさらされた影響など、地域事業者への影響は小さくなかったと感じられた。 

 

 

売上動向では、減少傾向が拡大しており厳しい状況であった。特に、「来店者数の減少」、「取引の減少」

が大きな要因となっており、取引数量の絶対的な減少が急激に発生した状況であった。具体的には、

津浪崩落事故（H30.6.6）と西日本豪雨（H30.7.7）などが影響し、道路等の交通問題と猛暑による農

作物等の被害など直接的被害があった。今回は更に、物流停滞、落石続きで当地域への不安、風評被

害など間接被害もあり、被害の大きさがこれまでに無いものであった。それにより、地域事業者の７

割は減少傾向と予想し、その結果、資金繰りの悪化も危惧され、顧客開拓や販路開拓などが課題とな

っていた。 

 

 

売上減少、資金繰り悪化、販路開拓などの課題は、これまでにも存在しており、継続的に対策を講じ

られてきたと思われる。しかし、外部環境の変化の速さや大きさ、自然災害など想定外事項も発生し

てきており、個々の事業者レベルで回避できることや、対応できることには限界がある。現実的な対

応策としても、多様なお客様ニーズをいかに商品やサービスに変えて、付加価値を創出するのか、環

境変化に対するリスク軽減にどのように取り組むのかなど、検討の余地はあると考える。そのために

は、個々の事業者のレベルにあった取り組み（個社支援）や、現実的で実現可能な取り組みとその検

証（事業計画作成）も必要である。 

 

 

今年（2019年）は、5月に新年号の制定、10月に消費税率の引き上げなど、既に大きな変化が予想さ

れている。更に来年（2020年）は、東京オリンピックなど地域内外への変化が想定され、チャンスに

するか、脅威にさらされるのか、事業者や地域（自治体や支援機関等）も一体となって考えていかな

ければならない。各事業者が現実を直視して、経営力のレベルアップ、持続的な経営に向けた取り組

みを加速して頂きたいと考えます。 

 

 

 

 


