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Ⅰ.RESAS（地域経済分析システム）を活用した経済動向分析 

野洲市において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を集中投下し、効率的

な経済活性化を目指すため、「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）を活用した地域の経済動向分析を行っ

た。 

【分析手法】 

下記の地域経済・社会に関わる 3 つの分析マップをもとに、野洲市の地域経済の特徴を、滋賀県全体との

比較により浮き彫りし、「見える化」することを目指した。 

・「地域経済循環マップ（地域経済循環図・生産分析）」 ：野洲市の地域経済を俯瞰し、産業特性を分析

・「まちづくりマップ（From-to 分析）」：野洲市の滞在人口の把握により、民間消費の流入の現状を分析
・「産業構造マップ」：企業数、従業者数、売上高、付加価値額および産業特化面から産業の現状を分析

◆地域経済循環マップ

【地域経済循環図】 

「付加価値額」とは、企業などの生産活動によって生み出された価値のことで、生産額から原材料や外注

費などの費用を差し引いて算出される。 

＊売上高−費用総額（売上原価＋販管費・一般管理費）＋給与＋租税公課（固定資本減耗は含まない） 

地域内企業の経済活動を通じて「生産」された付加価値は、労働者や企業の所得として「分配」され、消費

や投資として「支出」されて、再び地域内企業に環流する。この過程で地域外にマネーが流出した場合、地

域経済が縮小する可能性がある。地域経済を活性化するためには、地域内での付加価値を生み出す力を

高める必要がある。地域外から外貨（マネー）を稼ぐとともに、地域内に入ったマネーが最終的に地域から出

ていく前に、地域内で経済を循環させ、地域内の経済波及効果を高めるとの認識が高まっている。 
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この付加価値額の「生産・分配・支出」をベースとした「地域経済循環図」により、滋賀県全体との比較しな

がら、野洲市の地域経済循環の全体像の見える化を試みた。 

 野洲市の地域内企業の「生産」する付加価値額は 1,715 億円だが、「分配」は 2,203 億円で地域外から流

入し、「支出」は 1,715 億円で地域外へ流出している。生産（付加価値額）÷分配（所得）より算出される「地

域経済循環率」は 77.8％で、滋賀県の 100.1％に比べ地域経済循環率は 22.3 ポイント低い。 
「生産（付加価値額）」の内訳は、第 1 次産業が 16 億円、第 2 次産業が 687 億円、第 3 次産業が 1,012

億円で 59.0％を占めている。一人当たり付加価値額（労働生産性）は、第 1 次産業が 189 万円、第 2 次産

業が 585 万円、第 3 次産業が 775 万円で、第 3 次産業は全国 1,719 市区町村中 631 位と比較的上位に

位置する。しかし滋賀県の第１次産業 221 万円、第 2 次産業 1,211 万円、第 3 次産業 817 万円と比較す

ると全産業において一人当たり付加価値額は低く、特に第 2 次産業の格差が 2 倍以上に広がっている。

「分配（所得）」の特徴は、「雇用者所得」のうち地域内勤務は 967 億円で、地域外からの流入が 154 億円

（13.7％）。「その他所得（企業所得、交付税、補助金など）」のうち地域内は 748 億円で、地域外からの流入

が 334 億円となっている。「雇用者所得」のうち地域外からの流入の割合は滋賀県の 6.2％に対し、野洲市

は 13.7％と大きく上回っている。一人当たり雇用者所得は地域外からの流入も寄与し 225万円で全国 1,719

市区町村中 459 位と上位にランキングしている。野洲市は JR 新快速停車駅として他の市町や京阪神への

アクセスが良く（一方で低い地域産業は労働生産性は低い）、ベッドタウンとして他地域に通勤する人が多く

住んでいるといえる。 

「支出」の特徴は、「民間消費額」は、地域内消費額が 1,108 億円で、域外流出額は 76 億円で全国 1,719
市区町村中 1,067 位と極めて低い。野洲市の流出率（6.5％）においても滋賀県の流出率（11.5％）より低い。 

「民間投資額」は、地域内投資額が 263 億円に対し域外流出額が 126 億円（流出率 32.4％）と滋賀県の流

出率 0.6％と比較すると高いが、全国市区町村中 1,254 位と民間消費額同様極めて低くなっている。「その

他支出」は、行政や国の出先機関などの支出で、滋賀県が 33.4％流入しているのに対し、野洲市は 45.4％

が域外へ流出していおり、全国市区町村のうち 551 位と高くなっている。 

製造業などの支出（仕入、設備投資）が、地域外からの調達や地域外への投資となっていると推測される。 

【生産分析】 

野洲市の産業別「生産額（総額）」は、第 1

次産業が 27 億円、第 2 次産業（鉱業・建設

業・製造業）が 1,738 億円、第 3 次産業が

1,450 億円と、第 2 次産業の比率が 54.1％と

滋賀県全体 60.4％と同様、高くなっている。 

産業部門中分類別の総額を見ると、①電子

部品・デバイス（567 億円）、②はん用・生産

用・業務用機械（387 億円）、③建設業（263

億円）、④保険衛生・社会事業（229 億円）、

⑤その他のサービス（142 億円）が上位を占

めている。 

＊住宅賃貸業には、持家の帰属家賃が含まれるため控除している。 
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滋賀県の生産総額上位は、①はん用・生産用・業務用機械、②輸送用機械、③電気機械、④化学、⑤そ

の他の製造業と野洲市以上にモノづくり（製造業）が上位を占めている。野洲市の電子部品・デバイスは村

田製作所や京セラ、はん用・生産用・業務用機械はオムロンなどの存在が大きいと推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「付加価値額」においても、生産総額と同様の産業が上位を占めている。 
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移輸出入とは地域外との取引で、地域外との取引収支額である「移輸出入収支額」も生産総額、付加価値

額上位の電子部品・デバイス、はん用・生産用・業務用機械、保険衛生・社会事業および廃棄物処理業が

上位を占め、移輸出額の方が大きい、すなわち地域外から外貨を稼いでいる「域外市場産業」となっている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野洲市は、3 次産業の付加価値額、一人当たり付加価値額（労働生産性）が高く、3 次産業が強い地域経

済構造となっている。2016 年付加価値額（企業単位）で見ると、医療業（7,704 百万円）、飲食店(4,746 百万

円）、洗濯・理容・美容・浴場業（1,572 百万円）など「域内市場（地域経済循環）産業」が上位を占めている。 

一方、製造業は「域外市場産業（外貨を稼ぐ産業）」であることから、中小製造業を強化することで、外貨を

稼ぎ地域収入を高めるとともに、「電子部品・デバイス」「はん用・生産用・業務用機械」などの地域内製造業

とのサプライチェーン比率を高めることで、地域経済循環にもつながる可能性があると考えられる。 
 

 

 

◆まちづくりマップ（From-to分析/滞在人口） 

 コロナ前における県内と県外の滞在人口の平日・休日比較および、性別・時間帯比較にて分析を行った。 

 平日はビジネス、休日はレジャー・観光・ショッピングが主な目的と想定されるが、県内滞在人口（2019

年 5 月）は、野洲市内の移動が大半を占め、平日が 90.8％、休日が 89.4％となっており、平日・休日の差は

少ない（平日 40,639人、休日 39,000人）。県外の滞在人口は、平日が 3,738人で休日が 4,144人と、平日・

休日滞在時人口はほぼ変わらない。野洲市への県外からのレジャー・観光客は少なく、村田製作所などの

大手製造業をはじめとする企業へのビジネスユースの滞在と推測される。 

平日・休日問わず県外の上位は、①京都府、②大阪府、③兵庫県、④愛知県、⑤東京都となっている（コ

ロナ禍の影響が出した 2020 年 2 月以降、東京都は平日・休日とも順位を落としている）。 
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 性別の滞在人口を見ると、平日の県内男性 18,481 人・女性 18,420 人、県外男性 2,536 人・女性 711 人。

休日の県内男性 17,459 人・女性 17,397 人、県外男性 2,536 人・女性 1,608 人となっており、県外からの女

性の来訪者は極めて少ない。 

 宿泊人口（深夜 4 時滞在人口）は、平日の滞在人口の県内が 39,173 人、県外が 882 人。休日の滞在人

口の県内が 38,248 人、県外が 2,319 人となっている。 

 

【滞在人口：野洲市・2019 年 5月平日 14 時】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【滞在人口：野洲市・2019 年 5月休日 14 時】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
野洲市においては、県内・県外など地域外からの来訪により、地場産品などの製品を購入したり、サー
ビスを受けるといった「民間消費の流入」は近隣の市町と比較して少ないと推測される。 
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◆産業構造マップ 

 滋賀県全体との比較において、企業数、従業者数、売上高、付加価値額などの分析を行った。 

 野洲市の企業数は 2009 年 1,413 社から

2016 年 1,285 社へ 100 社以上減少した。産

業別（大分類）には滋賀県全体と同じく、①卸

売業・小売業（259 社）、②建設業（154 社）、

③製造業（143社）、④その他サービス業（141

社）、⑤宿泊業・飲食サービス業（120 社）が

上位を占めている。 

 

 

 

 

 

 

野洲市企業の従業者数は、2009 年 15,454

人から 2016 年 14,976 人に微減した。産業別

（大分類）には、①医療・福祉（3,342 人）、②

製造業（2,907 人）、③卸売業・小売業（2,656

人）、④宿泊・飲食サービス業（1,931 人）、⑤

建設業（888 人）が上位を占め、滋賀県全体

の①卸売業・小売業、②製造業、③医療・福

祉、⑤宿泊業・飲食サービス業に比べ、医療・

福祉への従業者割合が高く、雇用を支えてい

る。 

 

 

野洲市企業の売上高は、製造業や卸売業・

小売業など上位の産業が伸長し 2012 年

1,948 億円から 2016 年 2,433 億円に大幅に

増加している。産業別（大分類）には滋賀県

全体と同じく、①製造業（986 億円）、②卸売

業・小売業（572 億円）、③医療・福祉（249 億

円）、④建設業（191 億円）、⑤運輸業・郵便

業（ 163 億円）が上位を占め、製造業が

40.5％を占めており野洲市の経済活動を担っ

ている。 
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野洲市企業の付加価値額は、2012 年 550

億円から 2016 年 530 億円にやや減少した。

①医療・福祉（141 億円）、②製造業（119 億

円）、③卸売業・小売業（85億円）、④宿泊業・

飲食サービス業（49 億円）、⑤建設業（42 億

円）が上位を占めている。滋賀県全体の①製

造業、②卸売業・小売業、③医療・福祉、④建

設業、⑤宿泊業・飲食サービス業に比べ、医

療・福祉が割合を高めており、医療・福祉と製

造業で 49.0％と野洲市の生産する付加価値

額の半数を占めている。 

 「稼ぐ力分析」では、売上高や付加価値額の

高い産業である「製造業」の付加価値額・労働

生産性・従業者数における特化係数の高い

（全国と比較して集積度が高く特化している＝

１以上）産業を俯瞰した。 

「製造業」においては、①窯業・土石製品製

造業、②繊維工業、③食料品製造業となって

いるが、④生産用機械器具製造業と⑤業務用

機械器具製造業の「生産用・業務用機械」も、

付加価値額で特化している（電子部品・デバイ

スは、地域経済循環マップ・修正特化係数で

は高い数値となっており出典による違いがあ

る）。 

その他の特化係数の高い産業業は、医療業（付加価値額と従業者数）、洗濯・理容・美容・浴場業（付加価

値額・労働生産性・従業者数）、飲食店（付加価値額・労働生産性・従業者数）などとなっている。また卸売

業・小売業は全般に特化係数は全国と比較して低い数字となっている。 

【「ＲＥＳＡＳ」から見る野洲市の産業特性まとめ】 

「電子部品・デバイス」「はん用・生産用・業務用機械」などの製造業や医療・福祉（域外市場産業）が、地

域外から外貨を稼ぎ、雇用を支える一方で、飲食店や洗濯・理容・美容・浴場業などの 3 次産業（域内市場

産業）の集積度が高いといった産業構造になっている。 

野洲市全体の労働生産性（一人当たり付加価値額）は、第 1 次産業が 189 万円、第 2 次産業が 585 万
円、第 3 次産業が 775 万円で、第 3 次産業が高く第 2 次産業が低い数値となっている。産業集積度は高

いが付加価値額の低い製造業の活性化など、今後さらに産業（中分類）ごとの労働生産性等を分析し、
業種別課題を抽出する必要がある。 
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Ⅱ.市内事業者データによる経済動向分析 

 野洲市内の景気の現状判断ＤＩ、景気の先行き判断ＤＩ、売上増減、資金調達、雇用等の、景気動向につ

いてより詳細な実態を把握するために、以下の調査手法により情報収集・分析を行った。 

（※ＤＩ（ディフュージョン・インデックス＝景気動向指数）： 

野洲市内の事業者の今期の経営状況に関する、「上昇・黒字」「下降・赤字」といった主観的評価に 

基づき、景気動向を判断する指標。） 

 

【調査方法】 

市内小規模事業者 60 社（製造業、建設業、卸小売業、飲食・宿泊、サービス）を対象に、確定申告書作成

支援時、各種制度資金あっせん調査時および補助金申請支援時の財務書類とヒアリングを基に、地域の企

業景況調査分析を行った（年 1 回継続調査）。 

 

【調査企業】 

産業別 調査対象企業数 有効回答企業数 回収率 

企業数 構成比 企業数 構成比 

建設業 14 社 23% 14 社 23% 100% 

製造業 7 社 12% 7 社 12% 100% 

卸売・小売業 13 社 22% 13 社 22% 100% 

飲食業 6 社 10% 6 社 10% 100% 

サービス業 20 社 33% 20 社 33% 100% 

合計 60 社 100% 60 社 100% 100% 

 

【調査項目】 

売上額、採算性（経常利益）、採算状況（黒字/赤字）、雇用（人手）、資金繰りの現況について調査した。  
 

【調査データの見方について】 

業種ごとに、各質問項目で、「上昇・黒字」と答えた割合から、「下降・赤字」と答えた割合を引いて、 

ＤＩを算出する。ＤＩの値に応じて、景気動向をお天気マークで表示している。  

天気が良い（晴れ）ほど、景気が回復しており、天気が悪い（雨）ほど、景気が悪化していることを示す。 

  例）上昇・黒字 ５０ － 下降・赤字 ３０ ＝ ＤＩ ２０ 

 上昇・黒字 停滞 下降・赤字 合計 

回答数 50 20 30 100 
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景況感は長引くコロナ禍の影響と物価上昇により厳しさ続く 

 

 
 

【全体の分析】 

  景況感は、単年度の売上ＤＩ（前年度比較）が、前年度の▲27.8 から▲23.3 と若干改善している 

ものの、本格的な回復には至っていない。業種別では、飲食業への影響が大きく、前年度の▲41.4 か

ら▲100.0 に大幅に悪化している。その他の業種は、建設業が▲21.5 から▲7.1、卸売・小売業が 

▲36.9 から▲15.4 と改善の兆しが見えつつあるものの、製造業は▲30.5 から▲28.6、サービス業は▲

20.6 から▲15.0 と足踏み状態となっており、業種により景況感に差が生じている。 

また、採算性ＤＩ（前年度比較）が、前年度の▲20.0 から▲31.7 に悪化している。業種別では、売上同

様、飲食業への影響が大きく、前年度の▲36.2 から▲66.7 と大幅に悪化している。卸売・小売業は 

▲27.0 から▲23.1 と前年度並みであるものの、その他の業種は軒並み悪化しており、建設業は 

▲12.5 から▲35.7、製造業は▲24.4 から▲28.6、サービス業は▲13.8 から▲31.7 となっている。 

 

□売上ＤＩ（前年度比較）は、全体では若干改善するも飲食業の厳しさ増す 

［売上ＤＩ：曇時々雨 （滋賀県：曇時々雨、野洲市（前年度）：曇時々雨）］ 

「前年度比較売上ＤＩ（全体）」（「上昇」－「下降」）は、前年度の▲27.8 から今年度は▲23.3 となり、飲

食業に大幅な悪化が見られる。その他の業種は、差はあるものの改善の兆しも見えつつある。 

□採算性ＤＩ（前年度比較）は、全体で悪化し、特に飲食業では顕著 

［採算性ＤＩ：雨 （滋賀県：曇り、野洲市（前年度）：曇時々雨）］ 

  「前年度比較採算性ＤＩ（全体）」（「上昇」－「下降」）は、前年度の▲20.0 から▲31.7 となり、飲食業

に大幅な悪化が見られるだけでなく、建設業、サービス業など多くの業種で悪化している。 

□雇用ＤＩ（人手）は、全体では良好なものの、建設業、製造業の一部で不足が出始めている 

［雇用ＤＩ：晴時々曇 （滋賀県：雨）］ 

「雇用ＤＩ（人手）（全体）」（「十分」－「不足」）は、26.7 とまずまず良好。 

十分、丁度良いと回答した企業が 90.0%を占めており、雇用としては確保できている企業が多い。 

業種 前年度比較売上 前年度比較採算性 採算状況 雇用（人手）の状況 資金繰りの状況

上昇 42.86% 上昇 14.29% 黒字 78.57% 十分 28.57% 十分 28.57%

停滞 7.14% 停滞 35.71% 赤字 21.43% 丁度良い 50.00% 丁度良い 71.43%

下降 50.00% 下降 50.00% 不足 21.43% 不足 0.00%

上昇 14.29% 上昇 14.29% 黒字 85.71% 十分 0.00% 十分 0.00%

停滞 42.86% 停滞 42.86% 赤字 14.29% 丁度良い 85.71% 丁度良い 85.71%

下降 42.86% 下降 42.86% 不足 14.29% 不足 14.29%

上昇 23.08% 上昇 23.08% 黒字 53.85% 十分 30.77% 十分 38.46%

停滞 38.46% 停滞 30.77% 赤字 46.15% 丁度良い 61.54% 丁度良い 53.85%

下降 38.46% 下降 46.15% 不足 7.69% 不足 7.69%

上昇 0.00% 上昇 0.00% 黒字 66.67% 十分 50.00% 十分 16.67%

停滞 0.00% 停滞 33.33% 赤字 33.33% 丁度良い 50.00% 丁度良い 33.33%

下降 100.00% 下降 66.67% 不足 0.00% 不足 50.00%

上昇 25.00% 上昇 15.00% 黒字 70.00% 十分 55.00% 十分 25.00%

停滞 35.00% 停滞 45.00% 赤字 30.00% 丁度良い 40.00% 丁度良い 50.00%

下降 40.00% 下降 40.00% 不足 5.00% 不足 25.00%

上昇 25.00% 上昇 15.00% 黒字 70.00% 十分 36.67% 十分 25.00%

停滞 26.67% 停滞 38.33% 赤字 30.00% 丁度良い 53.33% 丁度良い 58.33%

下降 48.33% 下降 46.67% 不足 10.00% 不足 16.67%

建設業

製造業

卸売・小売

飲食業

サービス

全体
晴時々曇

晴時々曇

曇時々雨

晴れ

雨

薄曇

薄曇

薄曇

曇時々雨

晴時々曇

晴れ

晴れ

曇り 雨 晴れ

曇時々雨 曇時々雨 晴れ

曇時々雨 曇時々雨 薄曇

雨 雨 晴れ

曇時々雨 曇時々雨 晴れ

曇時々雨 雨 晴れ

薄曇 

晴時々曇 

晴れ 

晴れ 

晴時々曇 薄曇 

薄曇 

晴れ 

晴時々曇 

曇時々雨 曇時々雨 

雨 



 10 

一方、建設業、製造業において、雇用が不足している企業も一部出始めており、景気回復が本格化 

した際の雇用確保については早めの検討を要するものと考える。 

□資金繰りＤＩは、全体ではまずまずだが、飲食業、サービス業を中心に厳しい事業者が増えている 

［資金繰りＤＩ：薄曇 （滋賀県：曇時々雨）］ 

「資金繰りＤＩ（全体）」（「十分」－「不足」）は、8.3 とまずまず。 

十分、丁度良いと回答した企業が 83.3%を占めており、資金繰りの状況は良好な企業も多い。 

コロナ特別融資、各種補助金・助成金の活用など、コロナ対策の活用とともに、資金繰りを意識、 

管理されている企業が多いことがうかがえる。 

一方、不足と回答した企業が 16.7%。特に、飲食業では 50.0%、サービス業では 25.0%の企業が不足

と回答しており、売上、採算性の悪化に伴い、資金繰りが厳しい企業が増えている。今後、コロナ特

別融資の返済開始にあたり、資金繰りには注意を要するものと考える。 

 

【業種別の分析】 

①建設業 

［売上ＤＩ：曇り （滋賀県：曇時々雨、野洲市（前年度）：曇時々雨）］ 

滋賀県全体と比較すると、上昇していると回答した企業の比率が高く、建設関連の業務が回復しつつ 

あることがうかがえる。一方、下降していると回答した企業も 50.0%を占めており、企業による好不調が 

分かれている。 

［採算性ＤＩ：雨 （滋賀県：薄曇、野洲市（前年度）：曇時々雨）］ 

滋賀県全体と比較すると、停滞、下降していると回答した企業の比率が高く、採算性が悪化している。 

上記の売上低下の他、材料費・人件費の高騰、価格転嫁の遅れなど、採算面における建設業を 

取り巻く環境の厳しさがうかがえる。 

［採算状況ＤＩ：晴れ （野洲市（前年度）：晴れ）］ 

前年度と比較すると、黒字企業の比率が低下している。（84.0%→78.6%） 

採算性悪化の影響が現れている可能性が考えられる。 

 

②製造業 

［売上ＤＩ：曇時々雨 （滋賀県：薄曇、野洲市（前年度）：雨）］ 

前年度と比較すると、下降していると回答した企業の比率が若干減少しているものの、42.9%を占めて 

おり、滋賀県全体と比較しても、売上の回復が遅れていることがうかがえる。 

［採算性ＤＩ：曇時々雨 （滋賀県：薄曇、野洲市（前年度）：曇時々雨）］ 

前年度と比較して、大きな変化が見られず、コロナ禍による影響が継続していることがうかがえる。 

半導体不足をはじめとしたサプライチェーン、海外との取引における問題などの影響が懸念される。 

［採算状況ＤＩ：晴れ （野洲市（前年度）：晴れ）］ 

前年度と比較すると、黒字企業の比率が上昇している。（78.1%→85.7%） 

着実に安定した事業運営ができていることがうかがえる。 

 

 



 11 

③卸売・小売業 

［売上ＤＩ：曇時々雨 （滋賀県：雨、野洲市（前年度）：雨）］ 

前年度と比較すると、下降していると回答した企業の比率が減少している。（55.9%→38.5%） 

下げ止まりはしつつあるものの、売上の回復は一部の企業に留まっている。（23.1%） 

［採算性ＤＩ：曇時々雨 （滋賀県：曇時々雨、野洲市（前年度）：曇時々雨）］ 

前年度と比較して、大きな変化は見られず、下降していると回答した企業の比率が大きい。(46.2%) 

仕入・材料費の高騰などの影響が懸念される。 

［採算状況ＤＩ：薄曇 （野洲市（前年度）：晴れ）］ 

前年度と比較すると、赤字企業の比率が増加している。（31.5%→46.2%） 

今後の売上回復、採算改善について検討を要する。 

 

④飲食業 

［売上ＤＩ：雨 （野洲市（前年度）：雨）］ 

   全ての企業が下降していると回答。 

デルタ株の拡大に伴うまん延防止等重点措置、緊急事態宣言の影響により、多くの企業で売上が減少。 

今後も感染症拡大の局面においては注意を要する。 

［採算性ＤＩ：雨 （野洲市（前年度）：雨）］ 

前年度と比較すると、下降していると回答した企業の比率が増加している。（44.8%→66.7%） 

売上減少の影響が大きく、採算性にも現れている。 

［採算状況ＤＩ：晴れ （野洲市（前年度）：晴れ）］ 

前年度と比較すると、赤字と回答した企業の比率が増加している。（25.9%→33.3%） 

コロナ特別融資の返済開始などを控え、資金繰りも厳しくなることから、早急な対策（採算改善、資金調

達など）が望まれる。 

 

⑤サービス業 

［売上ＤＩ：曇時々雨 （滋賀県：曇時々雨、野洲市（前年度）：曇時々雨）］ 

前年度と比較して、大きな変化は見られず、下降していると回答した企業の比率が大きい。(40.0%) 

   度重なる感染症の拡大、それに伴う生活様式の変化により、売上が戻っていない状況がうかがえる。 

［採算性ＤＩ：曇時々雨 （滋賀県：曇時々雨、野洲市（前年度）：曇時々雨）］ 

前年度と比較すると、下降していると回答した企業の比率が増加している。（30.6%→40.0%） 

売上減少の他、物価・人件費の上昇が採算性にも現れている。 

［採算状況ＤＩ：晴れ （野洲市（前年度）：晴れ）］ 

 前年度と比較すると、赤字と回答した企業の比率が若干増加している。（22.5%→30.0%） 

 生活様式の変化をはじめとした、事業環境の変化に対し、事業の内容、提供方法などの検討を要する

状況と考える。 
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【事業者の声（抜粋）】 

アンケート結果では、現在の問題として「１．売上の低迷」を挙げる事業者が最も多く、次いで「６．材料価

格の上昇」「５．後継者問題」の順に多い。また、当面の課題および経営施策としては、「１．販路開拓」が

突出して多く、「８．事業継承」「２．広告宣伝」と続いている。 

コロナ禍への対応、物価上昇、事業承継が課題となっている事業者が多いことがうかがえる。 

事業環境の変化（売上） 

（コロナによる直接的な影響） 

   ・コロナにより売上は激減。コロナが少し落ち着くと、売上は回復傾向になるが、また波がやってきて 

しまい、一気に来客がなくなる。このままコロナが続くようであれば家賃の安い場所への移転なども 

考えなければならないと感じている。 

   ・学校行事の延期･中止が売上減少の大きな要因。 

（生活様式の変化） 

・コロナにより葬儀なども家族葬となってしまっており、ギフトを贈る場面自体がなくなってきている。 

    ・コロナ禍のため、化粧する機会が減ってしまっている。 

基礎化粧の重要性を伝えているが、対面での営業が難しい状況である。 

・墓じまいなど考え方や生活が変化していく中で、時代に対応した販路開拓が必要。 

・陶芸市場が停滞しているので、学校へ砂を販売していきたい。 

   ・ランチは人気だが夜の集客、単価減少。 

（取引先の業績の影響） 

・元請業者が売上減の影響により、売上が減少した。 

   ・継続取引先との請負打ち切りがあり、新しい取引先を探さなければならない。 

  事業環境の変化（採算性） 

・利益率の低下。価格転嫁に苦労している。 

・下請けの原材料負担が増加した。人件費や原材料が増加している。 

・原価の上昇により、粗利率が悪くなっている。経費削減の為、広告宣伝のＰＲ数が減ってしまった。 

・材料価格の上昇から R3.12 月に値上げした。 

雇用・事業承継 

・技術力のある職人不足。業界のマイナスイメージが定着している。 

・エステティシャンが研修中に挫折することが多く育たない。 

・親子間であるため、後継者育成が難しいと感じている。 

・コロナの影響はないが、高齢でいつまで続けられるのか不安がある。 

・畑を辞める所が多く、大型農機の売上は減少。修理代等も昔からの付き合いで値上げしづらい。 

事業の将来性を考え承継せずに廃業も検討中。 

・もう年齢的に厳しいため、若い同業者に仕事を回している状態。 

後継者はいないため、同業者に既存の仕事を引き継いでいければと思っている。 

  資金繰り・設備投資 

・機械の老朽化による修繕費が増大している。機械の買替資金の調達（融資相談）。 

   ・昨年、惣菜等のテイクアウト用に機器を導入したので、積極的にＳＮＳ等でのＰＲで店頭販売を増やす。 




