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令和 4 年 8 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 7 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 7 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 7 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）  

【新型コロナの感染再拡大や原材料・原油価格高騰による物価の上昇、各種資材の調達難

等の影響により、全ての業種で業況が悪化した】  

産業全体の業況 DI（景気動向指数・前年同月比）は—39.7（前月-27.7、前年同月-26.5）で、

前月比 12.0pt悪化した。新型コロナの感染力の高い株への置き換わりにより感染者数が急増、

また原材料・原油価格の高騰を受け食品をはじめとする商品・サービスの値上げ、各種資材の

調達難等の影響が重なり、全ての業種で業況が悪化している。 

 

【製造業】  

業況は-31.4（前月-18.6、前年同月-8.8）と前月に比べ 12.8pt 悪化した。食料品製造業では、原材

料等の価格高騰の影響を受け、業況が大きく悪化している。 

【建設業】 

業況は-55.8（前月-41.2、前年同月-38.3）と前月に比べ 14.6pt 悪化した。受注は回復傾向にある

ものの、各種資材の価格高騰や長納期化等により、工期遅延や資金繰りの悪化が続いている。 

【小売業】 

業況は-44.1（前月-34.4、前年同月-27.4）と前月に比べ 9.7pt 悪化した。食料品小売業では、相

次ぐ商品値上げにより購買意欲等の消費マインドに影響し、業況が大きく悪化している。 

【サービス業】  

業況は-27.4（前月-16.7、前年同月-31.4）と前月に比べ 10.7pt 悪化した。旅館業では、前月まで

は新型コロナ感染状況の落ち着きにより業況が改善されていたものの、新型コロナの感染再拡大によ

る予約キャンセル等が発生し、業況が大きく悪化している。 

 

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：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）  

・近隣の同業者が廃業した影響で売上が増加したが、仕入価格や諸経費も増加したため、今

後は値上げを検討している。（伊豆） 

・資材価格上昇分を価格転嫁できるよう、交渉に取組んでいる事業者がある。（富士駿東） 

・ウクライナ情勢の影響により、仕入・材料・動力費等が高騰している。（中部） 

・食料品では、原材料及びコスト高騰の影響が大きく収益が圧迫されている。（中東遠） 

・機械金属では、コロナ禍によるバイク需要の増加に伴い受注が増えている。（西遠） 

 

【建設業】  

・受注は回復傾向にあるが、部材の高騰による採算の悪化や、長納期化が生じている。（伊豆） 

・材料費の値上げ・不足等が生じており、工期の遅れが生じている。（富士駿東） 

・人員不足や工期の遅延等により、受注を逃した案件があった。（中部） 

・資材の入荷遅れ、コストの高騰が資金繰りに大きく影響している。（中東遠） 

・住宅サービス関連で受注は回復してきているが、設備機器等が納品されず、売上に繋がっ

ていない。（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）  

・家電小売業では、エアコン需要が高いものの、値上がりだけでなく商品自体の入荷が未定

となっており、設置工事等に至らない案件が多い。（伊豆） 

・食料品小売では、食材等の仕入価格上昇に直面し続けている。（富士駿東） 

・新型コロナ感染拡大により客足が減りつつあり、一喜一憂の状況が続いている。（中部） 

・食料品小売では、相次ぐ値上げの影響で個人消費が鈍化傾向にある。（中東遠） 

・衣料品小売では、アウトドア関連商品の人気により、新規顧客が増えている。（西遠） 

 

【サービス業】（旅館業・洗濯業・理美容業）  

・第７波で感染者数が増加し、最繁忙期であるお盆のキャンセルが増加傾向にある。（伊豆） 

・富士山の登山客は増えているが、宿泊をしない方の割合が高くなっている。（富士駿東） 

・理美容業では、来店サイクルが長期化されている傾向がある。（中部） 

・洗濯業では、燃料・資材・電気料金高騰の影響を受けている。（中東遠） 

・キャンプブームにより売上は安定しているが、雨が多かったことにより、昨年よりも売上

高は減少している。（西遠） 

  

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

DI値（製造業） -8.8 -8.8 -13.7 -19.6 -12.8 -9.8 -20.6 -24.5 -31.4 -22.6 -21.6 -18.6 -31.4

DI値（建設業） -38.3 -32.4 -32.3 -41.1 -38.2 -41.2 -44.1 -50.0 -44.1 -38.2 -44.2 -41.2 -55.8

DI値（小売業） -27.4 -25.4 -28.4 -23.6 -24.5 -23.5 -33.3 -34.3 -41.2 -37.3 -26.5 -34.4 -44.1

DI値（サービス業） -31.4 -38.2 -40.2 -35.3 -35.3 -24.6 -31.4 -42.2 -40.2 -25.5 -18.7 -16.7 -27.4

DI値（全業種平均） -26.5 -26.2 -28.7 -29.9 -27.7 -24.8 -32.4 -37.8 -39.2 -30.9 -27.7 -27.7 -39.7
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＜令和 4 年 7 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 7 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】 83 74 9 

【金融相談件数】 95 89 6 

 新規融資（借換えを除く） 49 53 -4 

 既存債務の借換え 46 32 14 

 借入れ条件変更 0 0 0 

 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 0 4 -4 

【雇用相談件数】 178 241 -63 

 

 

 

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

相談企業 83 83 95 89 90 81 57 51 72 74 62 74 83
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【金融相談】 

金融相談件数は、95 件と前月（89 件）に比べ 6 件増加した。借り換え等の既往債務や資金繰りに

関する相談が増加した。 

 

＜経営指導員コメント＞  

・ポストコロナに向け、新たな設備投資を検討している事業者がある。（伊豆） 

・新型コロナ関連の融資相談件数は少なくなっている。（富士駿東） 

・資材の調達難や入金遅れの発生等により、運転資金について相談があった。（中部） 

・親族内承継の個人飲食店創業予定者より、運転・設備資金の相談があった。（中東遠） 

・新型コロナ関連融資の据置期間終了による資金繰りを懸念する声が出始めている。また物

価上昇の影響により資金繰りが厳しくなっている事業所もある。（西遠） 

 

【雇用相談】 

雇用相談件数は、178 件と前月（241 件）に比べ 63 件減少した。従業員の確保や就業規則の見直

し、雇用保険の資格取得・喪失等に関する相談があった。 

 

＜経営指導員コメント＞  

・サービス業と建設業で従業員不足を課題としている事業所が多くなっている。（伊豆） 

・年度更新相談、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

宜対応した。（富士駿東） 

・労災保険の適用に関する相談があった。（中部） 

・就業規則の見直しに関する相談があった。（中東遠） 

・技能実習生の入国制限が緩和され、実習生が順次来日しており、人手不足解消の一助とな

っている。（西遠） 

 

【その他商工会管内に関するコメント】  

・7/1（金）から「河津町商工会プレミアム工事券」の利用が始まり、建設事業所での消費拡

大が期待されている。（河津町） 

・「河津町小規模事業者おもてなし工事補助事業」の募集が始まり、“おもてなし”の向上に

繋がる工事が各店舗で８月から開始される事で、今後の販売拡大等が期待される。(河津町) 

・6/4（土）～7/31（日）まで実施した「がんばろう西伊豆町 グルメスクラッチ」は、予想以

上の速さで用意していた券が終了し、一定の効果があったと思われる。(西伊豆町) 

・7/30（土）に「富士山金太郎夏まつり」が新型コロナ感染対策をしながら開催され、例年

より小規模の開催であったものの、多くの来場者があった。（小山町） 

・9/5（月）から「2022 おやま応援プレミアム商品券」が販売となるため、登録事業所の募集

等準備を進めている。（小山町） 

・7/2（土）から企業が新商品のテストマーケティングを行う場所として「トライアルパーク

蒲原」がオープンした。（静岡市清水） 

・9/25（日）まで「トーマスフェア」が開催されている。（川根本町） 

・7/11（月）から「ふくろい応援商品券事業（第３弾）」の購入申込が開始され、参加店への 

説明や追加登録も随時対応を行っている。（浅羽町） 

・7/23（土）に二俣のクローバー通り商店街で「フェスタ天竜」が開催された。（天竜） 

・新型コロナの影響で身近な地域への家族旅行が増え、市内のレジャー施設（海水浴・キャ

ンプ場等）は賑わいを見せている。一方で、バス旅行の需要は落ち込み、団体客に対する

誘客活動は低調である。（新居町） 


