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令和 4 年 11 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 4 年 10 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。 

このたび令和 4 年 10 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 4 年 10 月 31 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）  

【原材料価格の高騰や食料品の値上げ等による影響を受けるものの、全国旅行支援により

旅館業等の観光関連を中心に業況が改善した】 

産業全体の業況 DI（景気動向指数・前年同月比）は-33.8（前月-39.0、前年同月-29.9）で、

前月比 5.2pt 好転した。多くの業種で原材料や仕入価格等の高騰の影響を受けており、小売業

では相次ぐ値上げで消費意欲の低下が懸念されている。一方で、旅館業等の観光関連では全国

旅行支援の開始により業況が大きく改善された。 

 

【製造業】  

業況は-31.4（前月-34.3、前年同月-19.6）と前月に比べ 2.9pt 好転した。製造業全般で業況が好転

しているが、食料品製造業では仕入価格が高騰し、利益が圧迫されている。 

【建設業】 

業況は-38.2（前月-50.0、前年同月-41.1）と前月に比べ 11.8pt 好転した。資材全般の価格が高

騰、また調達難による工期遅れ等も生じているが、受注は徐々に回復傾向にある。 

【小売業】 

業況は-47.0（前月-47.0、前年同月-23.6）と前月比変動なしとなった。仕入単価の上昇による採

算の悪化や、販売価格の値上げによる消費意欲の低下等、今後の影響が懸念されている。 

【サービス業】  

業況は-18.7（前月-24.5、前年同月-35.3）と前月に比べ 5.8pt 好転した。旅館業では、食材や電

力等の値上げにより利益率が圧迫されているが、全国旅行支援の開始により問い合わせや利用客が

増加し、業況が大きく好転した。 

 

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：増田・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）  

・食料品製造業の一部では、受注及び稼働状況がコロナ禍以前に戻りつつある。（伊豆） 

・あらゆる業種で値上がりの声が聞かれるが、特に食品関係が多い。（富士駿東） 

・円安の影響や原材料・仕入価格の高騰により、利益が圧迫されている。（中部） 

・機械金属業では、一部仕入品（半導体等）の入荷遅れや、原材料・経費の高騰により採算

が厳しい状況である。（中東遠） 

・繊維工業では、受注が増加傾向にあるものの、回復には至っていない。（西遠） 

 

【建設業】  

・空き家を買い取り宿泊業を行う都心の企業が出てきており、リフォーム工事等の請負業務

が増加している。（伊豆） 

・建設材料用資材だけでなく、工具器具備品類も価格高騰しており、各事業者でレンタルに

変更する動きが強まっているが、レンタル料も高騰している状況である。（富士駿東） 

・資材の調達に苦慮し、受注している仕事の進捗状況が悪い。（中部） 

・台風 15 号関連の修復工事も継続している。（中東遠） 

・部材価格の高騰により厳しい環境であるが、以前に比べ着工件数が戻りつつある。（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）  

・食料品は、行楽シーズンで天候にも恵まれ売上は向上したが、仕入価格を売価に転嫁しき

れておらず、採算が悪化している。（伊豆） 

・全体的に仕入価格が上がっている。また、顧客に買い控えの傾向もある。（富士駿東） 

・衣料品では、10 月に入っても暑い日が続き、冬物衣料への移行が進んでいない。（中部） 

・食料品では、原材料や経費高騰に加え、値上がり品の影響もあり採算的に厳しい。（中東遠） 

・家電等の耐久消費財では、価格の値上げにより厳しい状況である。（西遠） 

 

【サービス業】（旅館業・洗濯業・理美容業）  

・旅館業では、全国旅行支援の問い合わせと利用が増加し、前年比売上増となっているが、

食材等の値上げが利益率を圧迫している。（伊豆） 

・旅館業では、全国旅行支援が開始され、多くが対象プランの利用となっている。（富士駿東） 

・台風の影響で町内の観光資源が利用不可能であり、復旧の見通しも立っていない。（中部） 

・理美容業では、経費高騰の影響もあり採算が厳しい状況である。（中東遠） 

・旅館業では、全国旅行支援が開始され対応に追われている。専属のアルバイトを雇った事

業者もあり、事務負担も大きいが、売上にも大きく貢献している。（西遠）  

R3.10 R3.11 R3.12 R4.1 R4.2 R4.3 R4.4 R4.5 R4.6 R4.7 R4.8 R4.9 R4.10

DI値（製造業） -19.6 -12.8 -9.8 -20.6 -24.5 -31.4 -22.6 -21.6 -18.6 -31.4 -28.5 -34.3 -31.4

DI値（建設業） -41.1 -38.2 -41.2 -44.1 -50.0 -44.1 -38.2 -44.2 -41.2 -55.8 -47.0 -50.0 -38.2

DI値（小売業） -23.6 -24.5 -23.5 -33.3 -34.3 -41.2 -37.3 -26.5 -34.4 -44.1 -42.2 -47.0 -47.0

DI値（サービス業） -35.3 -35.3 -24.6 -31.4 -42.2 -40.2 -25.5 -18.7 -16.7 -27.4 -21.6 -24.5 -18.7

DI値（全業種平均） -29.9 -27.7 -24.8 -32.4 -37.8 -39.2 -30.9 -27.7 -27.7 -39.7 -34.8 -39.0 -33.8
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＜令和 4 年 10 月期 業種別業況 DI 推移表＞
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金融・雇用相談実績月次報告（令和 4 年 10 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】 67 94 -27 

【金融相談件数】 89 123 -34 

 新規融資（借換えを除く） 57 72 -15 

 既存債務の借換え 31 50 -19 

 借入れ条件変更 0 1 -1 

 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 1 0 1 

【雇用相談件数】 193 199 -6 

 

 

 

R3.10 R3.11 R3.12 R4.1 R4.2 R4.3 R4.4 R4.5 R4.6 R4.7 R4.8 R4.9 R4.10

相談企業 89 90 81 57 51 72 74 62 74 83 67 94 67
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【金融相談】 

金融相談件数は 89 件と前月（123 件）に比べ 34 件減少した。コロナ関連融資の特別利子補給制

度の取扱期限が９月末で終了したこともあり、相談件数が減少した。 

 

＜経営指導員コメント＞  

・融資相談会の案内をしたが反応は無く、資金需要は現状低調である。（伊豆） 

・コロナ関連融資の相談件数は少なくなっている。（富士駿東） 

・日本政策金融公庫の融資借入相談があった。（中部） 

・新型コロナウイルス対策マル経融資に関する相談があった。（中東遠） 

・物価上昇の影響により資金繰りが厳しく、今後は返済に窮する事業者が生じることが必至

である。（西遠） 

 

【雇用相談】 

雇用相談件数は、193 件と前月（199 件）に比べ 6 件減少した。最低賃金の引き上げや、雇用保険

料率の改正に関する相談があった。 

 

＜経営指導員コメント＞  

・最低賃金が引き上げられ、業務改善助成金を活用した生産性向上支援を行っている。（伊豆） 

・雇用保険（被保険者資格取得・喪失）等、従業員の就業に関する相談に適宜対応をしてい

る。（富士駿東） 

・雇用保険料率の改正に関する問い合わせが多かった。（中部） 

・就業規則の見直しや、助成金に関する情報提供を行った。（中東遠） 

・最低賃金の引き上げに関する相談があった。（西遠） 

 

【その他商工会管内に関するコメント】  

・10/30（日）に「第 7 回河津フラワートライアスロン」が 3 年ぶりに開催された。参加者は

事前に試走等で町内を訪れ、飲食店や宿泊事業者に一定の経済効果が見られた。（河津町） 

・11/1（火）から「みなみいず応援プレミアム付商品券」の利用が開始された。（南伊豆町） 

・10/8（土）から「創業塾（全 4 回）」を開催した。（伊豆市） 

・10/23（日）に中伊豆地区にて「ふれあいフェスタ in 六仙」が開催された。（伊豆市） 

・10/3（月）から「かんなみプレミアム商品券」の販売を開始した。（函南町） 

・11/13（日）に商工会主催の「第 4 回おやまっち商工祭」を開催する。（小山町） 

・10/16（日）に「第 15 回 由比街道まつり」が開催された。（静岡市清水） 

・10/23（日）に「第 15 回 かんばら ちょっく楽市」が開催された。（静岡市清水） 

・11/5（土）～2/26（日）大井川鐡道井川線で「星空列車」運行を行っている。（川根本町） 

・10/29（土）に商工会主催で「ハロウィンパーティー2022」を 3 年ぶりに開催し、約 2,000

人強が来場した。（御前崎市） 

・11/1（火）から「e-じゃんかけがわ応援券」の使用が開始された。（掛川みなみ） 

・10/26（水）から「創業スクール（全 5 回）を開始し、24 名が参加している。（掛川みなみ） 

・11/13（日）に「袋井市ふれあい夢市場」を３年ぶりに開催した。（浅羽町） 

・10/23（日）に第 27 回新居町産業まつり「あらいじゃん 2022」が 3 年ぶりに会場で開催さ

れた。（新居町） 


