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１ 業界の動向について 
 

（１）売上高、売上単価 

分 野 内     容 

機  械 ［現状］ 

・売上高は、前年同期比で「増加」と回答した企業が 27.9％、「減少」が 25.0％。 

［見通し］ 

・売上高は、同「増加」が 21.0％、「減少」が 27.1％。 

（北海道機械工業会「企業経営環境調査」） 

Ｉ  Ｔ ［現状・見通し］ 

・売上高については、全体として増加している。当面は、改元、消費税関係業務等により、増加の

見通し。売上単価は、受注単価が若干上昇した事業所数が多い。 

食  品 

（冷 凍） 

［現状・見通し］ 

・小売関係の売上が伸びず、全般に単価の変化もない。 

食  品 

（菓 子） 

 

 

［現状］ 

・商品の値上げをしたため売上単価が上がり、全体の売上高が５％～10％増加した。 

［見通し］ 

・増加の見通し(＋３％～８％) 

商 店 街 ［現状］ 

・震災前に戻りつつある。 

［見通し］ 

・環境に変化がなければ同様に推移すると考えられる。 

卸売市場 

 

［現状］ 

〇総合市場 

・水産は全体的に単価高傾向で推移。青果は野菜の単価傾向が安定しない。果実については比較的

堅調で推移。 

〇水産市場 

・前年割れ。 

〇青果市場 

・前年同期比で、取扱数量 96％、販売金額 97％、単価は 101％となり、取扱数量の減少の影響が

大きく出ている。 

［見通し］ 

〇総合市場 

・水産は、いか、さんま、ほたて等、道内産が低迷。青果は天候不順の影響を見通せず、道外産地

の今後の作況を注視。 

〇水産市場 

・道内の旬の水揚げ動向により厳しい予想。 

・前年並み。 

〇青果市場 

・現在のところ、道内では大きな災害はなく温暖であるため、夏野菜（メロン、スイカを含む）が

今後数量を伸ばしそうである。梅雨が明け、Ｇ２０サミットが終われば引合いも強くなり、単価

も維持できるのではないか。 
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分 野 内     容 

観  光 
（旅行業） 

［現状］ 

・昨年の胆振東部地震の影響は、今はほとんどない。 

・10 連休だったゴールデンウィークは宿泊施設の売上･利益が増加傾向となり、観光施設も天候に

恵まれ、売上･利益が増加傾向であった。 

［見通し］ 

・日韓関係の冷え込みから、韓国を相手とするインバウンド会社やホテルなどは、大きな落ち込み

が予想される。 

観  光 
（ホテル業） 

［現状］ 

・インバウンドの単価が上がらず、民泊などに需要を吸われている。 

・大型連休も前半は客入りが良かったが、後半は空き室があったこともあり、４月～６月を通じて

は悪化傾向。 

［見通し］ 

・インバウンド含めた客単価の上昇はしばらくは見込めず、今後も悪化が続く見通し 

建  設 ［現状］ 

・北海道建設業信用保証株式会社「2019 年度第１回建設業景況調査」における受注総額（Ｂ.Ｓ.

Ｉ値）では、前期比で 1.0ポイントマイナスとなり、減少傾向が続いている。官公庁工事は減少

傾向が続いており、民間工事は減少傾向がやや強まっている。 

［見通し］ 

・受注総額は減少傾向が強まる見通し。官公庁工事は減少傾向が強まり、民間工事も減少傾向が続

く見通し。 

運  輸 ［現状］ 

・輸送量は前期と比べ横ばい傾向。 

［見通し］ 

・今期と比べ横ばいからやや減少傾向の見込み。 

経済団体 
商工会議所 

連合会 
 

［現状・見通し］ 

売上高ＤＩ値 

〇製造業 

・売上（加工）額は、前年同期比▲8.9 で、来期は 1.7 の見通し。 

〇建設業 

・完成工事（請負工事）額は、同▲12.5で、来期は▲12.5の見通し。 

〇卸売業 

・売上額は、同▲18.4で、来期は▲18.6の見通し。 

〇小売業 

・売上額は、同▲16.6で、来期は▲5.6 の見通し。 

〇サービス業 

・売上（収入）額は、同▲2.0 で、来期は▲1.1 の見通し。 

（北海道商工会議所連合会「中小企業景況調査」） 
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分 野 内     容 

経済団体 
商工会 
連合会 

［現状・見通し］ 

売上高ＤＩ値 

〇製造業 

・売上（加工）額は、前年同期比 0.0 で、来期は▲10.6 の見通し。 

〇建設業 

・完成工事（請負工事）額は、同 2.2 で、来期は▲8.7 の見通し。 

〇小売業 

・売上額は、同▲33.7で、来期は▲39.3の見通し。 

〇サービス業 

・売上（収入）額は、同▲28.9で、来期は▲33.4の見通し。 

売上単価ＤＩ値 

〇製造業 

・売上（加工）単価は、前年同期比 14.5で、来期は 4.2 の見通し。 

〇小売業 

・客単価は、同▲16.1で、来期は▲22.5の見通し。 

〇サービス業 

・客単価は、同▲18.3で、来期は▲19.6の見通し。 

（北海道商工会連合会「中小企業景況調査」） 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 
 

［現状］ 

○食料品製造業 

・売上がダウンし、販売単価はアップした。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・４月からの値上げにより売上は増えている。５月の大型連休の影響か、４月及び５月前半の売上

数量は昨年同月より減少したが、５月後半は持ち直し、６月は昨年同月並みに回復した。（一般

製材） 

○紙・紙加工品製造業 

・単価変動なし。売上高現状維持。（加工紙） 

○印刷業 

・売上高は減少している。売上単価が横ばいもしくは多少減少している。 

○鉄鋼業・金属製品製造業 

・高操業が続いて売上増になっている。（金属製品） 

○サービス業 

・人手不足対応や業務効率改善のための企業のＩＴ投資が相変わらず積極的で、そのためのシス

テム開発案件が増加して、道内のシステム受託開発企業への発注が伸長している。しかし、慢性

的な人手不足で思うような受注ができてはいないものの、上昇傾向の単金（単位時間あたりの人

件費）が寄与して売上高は堅調に伸びている。（ソフトウェア） 

・４～６月期では、昨年度より増加傾向にある。（自動車整備） 

○建設業 

・事業所の規模や業態により斑模様ではあるが、全体的には消費税率のアップを控えて駆け込み

工事は増加傾向にあった。（左官工事：札幌） 

○運輸業 

・４月末から５月の 10連休で荷主、倉庫が休業となり、稼働がない状態が続き、売上高は減少し

ている。単価については、燃料油の高騰により通常の運賃などは各社が値上交渉をしているた

め、上昇しているものと思われる。（一般貨物自動車運送：小樽） 
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分 野 内     容 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

［見通し］ 

○食料品製造業 

・４～６月期と同様、売上がダウンし、販売単価はアップする見通し。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・特需を除き定例の仕事に減速感が見られる。８月までは、今の受注量で推移すると思われる。消

費税増税前の駆け込み需要が予測されるが、貿易摩擦や円高による輸出減少の影響も懸念され

るため、売上数量は微増と思われる。また、売上高は売上数量増と単価値上げの影響で、増加す

ると思われる。（一般製材） 

○紙・紙加工品製造業 

・大きな変化なし。現状維持であれば大丈夫かと思われる。（加工紙） 

○印刷業 

・変わらない。 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・引き続き、売上高は現状維持で推移している。（金属製品） 

○卸売業 

・年金問題で消費マインドが低下しており、生活必需品以外は需要低下が見込まれる。（各種商品

：札幌） 

○サービス業 

・今後も活発なＩＴ投資が続いて、間断のないシステム開発案件が道内中小システムＩＴ企業に

発注されると予測されるが、人手不足や高度技術者不足がバリアーとなって思い通りの案件の

受注が厳しい状況が続きそうだ。（ソフトウェア） 

・毎年９月頃に車検台数の増減があり、今年の７～９月期は前年より増加すると予想される。（自

動車整備） 

○建設業 

・これまで消費税率アップの駆け込み需要があったが、今後工事量がどうなるか不安がある。（左

官工事：札幌） 

○運輸業 

・もうすでに今年の農作物の不作が予想されているが、今後の天候次第で良くなることを期待し

ている。（一般貨物自動車運送：小樽） 
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（２）原材料、仕入価格 

分 野 内     容 

機  械 ［現状］ 

・仕入価格は、前年同期比で「下落」と回答した企業が 2.2％、「上昇」が 43.4％。 

［見通し］ 

・仕入価格は、同「下落」が 3.0％、「上昇」が 46.2％。 

（北海道機械工業会「企業経営環境調査」） 

Ｉ  Ｔ ［現状・見通し］ 

・ＩＴ業界では、人材確保の観点から多くの企業で賃金体系の整備を実施しており、その結果、外

注先の人件費が上昇している。 

食  品 

（冷 凍） 

［現状・見通し］ 

・原材料や包装資材の一部は値上がりしているが、据え置きが多い。 

食  品 

（菓 子） 

［現状］ 

・小豆等の原材料に一部値上げがあり、それに伴い仕入額が２％程度増加。 

［見通し］ 

・値上げの見通し。 

商 店 街 

 

［現状・見通し］ 

・原材料、仕入価格ともに上昇している。 

卸売市場 ［現状］ 

〇総合市場 

・水産は、前年同期に比して価格低下傾向が見られる。青果は単価傾向が安定せず。(総合市場) 

・ほぼ横ばい。 

〇水産市場 

・前年同期比でやや上昇。 

〇青果市場 

・現状、道内産の品目によっては供給過多で単価が安いものもあるが、全体としては落ち着いた印象。 

［見通し］ 

〇総合市場 

・水産は海外からの鮭鱒は昨年に比べて緩和。道内産は苦戦。青果は道外産地の日照不足による影

響を懸念。 

・水産部門は同水準。青果部門は安値傾向へ。 

〇水産市場 

・ほぼ横ばい。 

〇青果市場 

・道外送り用の商品が不足すれば、例年通り相場は上がる。 

観  光 
（ホテル業） 

［現状］ 

・業務委託、人件費の単価が上昇している。 

［見通し］ 

・今後も人件費を含めた仕入れ単価は上昇していくものと予想。 

建   設 ［現状］ 

・建設資材の調達については、困難な傾向が続いている。 

・建設資材の価格については、上昇傾向が強まっている。 

［見通し］ 

・建設資材の調達については、困難な傾向がやや強まる見通し。 

・建設資材の価格については、上昇傾向が続く見通し。 
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分 野 内     容 

運   輸 ［現状］ 

・燃料（軽油）価格は前期からやや値上がりしており、高止まり傾向。 

［見通し］ 

・燃料（軽油）価格の高止まり傾向は変わらない見通し。 

経済団体 
商工会 
連合会 

［現状・見通し］ 

仕入価格ＤＩ値 

〇製造業 

・前年同期比 54.2で、来期は 36.2の見通し。 

〇建設業 

・同 57.8で、来期は 45.5の見通し。 

〇小売業 

・同 23.5で、来期は 12.4の見通し。 

〇サービス業 

・同 32.6で、来期は 22.4の見通し。 

（北海道商工会連合会「中小企業景況調査」） 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

［現状］ 

○食料品製造業 

・昨年より原料が安くなりそうだ。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・現在は横ばいで推移しているが、カラマツ・トドマツともに入荷に苦慮している工場が多い。５

月の連休以降、入荷が減っているため在庫は減少しているが、昨年同期比 150％なので昨年より

良い事業体もある。カラマツの単価は高騰している。トドマツは径級によりバラツキはあるが、

平均単価に変化なし。運送費は値上げ要請があるが、据置を考えている。（一般製材） 

○紙・紙加工品製造業 

・変動なし。（加工紙） 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・安定している。（金属製品） 

○卸売業 

・仕入価格は比較的落ち着いていた。（各種商品：札幌） 

・変化なし。（電気機械器具） 

○サービス業 

・アイス・飲料などの仕入れ価格は上がっている。（公衆浴場） 

・当業界での原価は人件費が大半であるが、人手の確保、採用コスト、賃金の上昇で原価が予想以

上に高騰している。（ソフトウェア） 

・４～６月期のエンジンオイルは、昨年より仕入れ価格が増加傾向。４～６月期のタイヤは昨年と

変化なし。（自動車整備） 

○建設業 

・左官材料は引き続き上昇傾向にあった。（左官工事：札幌） 

○運輸業 

・一番負担の大きい燃料代は、ＯＰＥＣの減産合意以降、地政学的要因で原油が高騰し、高値のま

ま推移している。また、運送業界での原価にはタイヤ、人件費等の上昇も影響していると思われ

る。（一般貨物自動車運送：小樽） 
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分 野 内     容 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

［見通し］ 

○食料品製造業 

・４～６月期と同様、昨年より原料が安くなりそうだ。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・現在の状況が継続すると見ているが、製材・合板ともに販売状況が悪化し、需要が落ち着くとの

見方も出始めている。常に不足感はなくならないだろう。（一般製材） 

○紙・紙加工品製造業 

・大きな変化なし。（加工紙） 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・現状維持で推移。（金属製品） 

○一般機器製造業 

・原材料（紙類）の値上げがあったが、９割程度は価格に転嫁できている。（金属工作機械：札幌） 

○卸売業 

・中東の情勢による原油価格の変動次第で資材価格の上昇が懸念される。（各種商品：札幌） 

・変化なし。（電気機械器具） 

○サービス業 

・アイス・飲料などの仕入れ価格は上がっている。（公衆浴場） 

・深刻な人手不足状況は今後も続くが、技術者は引く手あまたのため、採用のためのコスト増だけ

でなく、既存技術者の離職防止のための賃金上昇にもつながっている。人件費の上昇は原価が上

昇するということであり、利益確保に苦慮する道内中小ＩＴ経営者が多い。（ソフトウェア） 

・エンジンオイルは、昨年より仕入れ価格の増加傾向が予想される。（自動車整備） 

○建設業 

・左官材料は引き続き上昇傾向が見込まれる。（左官工事：札幌） 

 

  



 8 

（３）収益 

分 野 内     容 

機  械 ［現状］ 

・収益は、前年同期比で「増加」が 21.3％、「減少」が 25.0％。 

［見通し］ 

・収益は、同「増加」が 14.4％、「減少」が 30.3％。 

（北海道機械工業会「企業経営環境調査」） 

Ｉ  Ｔ ［現状・見通し］ 

・改元・消費税関連業務等の増に加え、受託先から人件費上昇等に伴う価格改定が認められてきて

おり、収益については全体として増益傾向にある。 

食  品 

（冷 凍） 

［現状・見通し］ 

・原材料や包装資材が高値に張り付き、加えて運送費の高騰や人件費の上昇、電力費用の負担があ

り、流通からの価格要請が厳しく製品への価格転嫁に繋がらないため、やや減少傾向にある。 

食  品 

（菓 子） 

［現状］ 

・商品の値上げによる客数（販売数量）への影響が少なかったため、増加した。 

［見通し］ 

・増加の見込み。 

商 店 街 ［現状・見通し］ 

・減収・減益傾向が継続している。 

卸売市場 ［現状］ 

〇総合市場 

・水産は原料高の価格転嫁が不十分。青果は野菜の単価安により額の確保に苦戦。 

・減益 

〇水産市場 

・前年同期比でほぼ前年並み。 

〇青果市場 

・果菜、豆類が好調で、粗利の前年同期比は 104％となった。 

［見通し］ 

〇総合市場 

・今後も厳しい傾向が継続。 

・減益傾向。 

〇水産市場 

・厳しい予想。 

・前年並み予想。 

〇青果市場 

・大雨、台風等の災害発生状況によるが、今のところ大きな上下動の要因はない。 

観  光 
（旅行業） 

［現状］ 

・昨年の胆振東部地震発生前と比較して、ほとんど今は影響はない。 

［見通し］ 

・日韓関係の冷え込みから、韓国を相手とするインバウンド会社やホテルなどは、大きな落ち込み

が予想される。 

観  光 
（ホテル業） 

［現状・見通し］ 

・客単価が上がらず、原材料、仕入れ価格が上昇しているため減少傾向。 
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分 野 内     容 

建  設 ［現状］ 

・完成工事高の減少、人件費の上昇、下請代金の上昇から減少傾向にはあるものの、減少幅は弱ま

っている。 

［見通し］ 

・完成工事高の減少傾向が強まることから、収益の減少傾向はやや強まる見通し。 

運  輸 ［現状］ 

・輸送量が増えない中、燃料価格の高止まりや人件費の増加等により、収益は横ばいからやや減少

傾向。 

［見通し］ 

・今期と比べても好転する材料はない見通し。 

経済団体 
商工会議所 
連合会 

［現状・見通し］  

経常利益ＤＩ値 

〇製造業 

・今期 1.8 で、来期は▲7.1 の見通し。 

〇建設業 

・今期 19.5 で、来期は▲13.9 の見通し。 

〇卸売業 

・今期▲10.0で、来期は▲23.7の見通し。 

〇小売業 

・今期▲12.5で、来期は▲18.6の見通し。 

〇サービス業 

・今期 5.2 で、来期は▲11.9 の見通し。 

（北海道商工会議所連合会「中小企業景況調査」） 

経済団体 
商工会 

  連合会 

［現状・見通し］  

経常利益ＤＩ値 

〇製造業 

・前年同期比▲4.1 で、来期は▲10.4 の見通し。 

〇建設業 

・同▲10.9 で、来期は▲10.9 の見通し。 

〇小売業 

・同▲30.0 で、来期は▲23.7 の見通し。 

〇サービス業 

・同▲31.4 で、来期は▲33.3 の見通し。 

（北海道商工会連合会「中小企業景況調査」） 
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分 野 内     容 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

［現状］ 

○食料品製造業 

・原料が安くなりそうな分、昨年度より多少の改善が見られると思う。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・概ね昨年同様、またはやや減収で推移。製材単価見直しにより収益は改善されなければならない

はずだが、労務費、燃料費、電力費等のアップが相変わらず製造原価を押し上げている。新年度

の従業員給与アップや原材料の高騰等、生産コスト上昇に売上単価の値上げが追い付いていな

い状況。（一般製材） 

○紙・紙加工品製造業 

・昨年同期よりも厳しい。（加工紙） 

○印刷業 

・良くない。（印刷） 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・原価割れの状態が続いている。（金属製品） 

○卸売業 

・物流経費の上昇が足を引っ張っているが概ね順調。（各種商品：札幌） 

・変化なし。（電気機械器具） 

○サービス業 

・システム開発案件の単金は個別交渉によって上昇傾向ではあるが、大手企業や同業他社の賃上

げに対応するため、人手不足賃上げをせざるを得ない。利益を圧迫することは免れず、増収減益

を見通す道内中小ＩＴ企業が多い。（ソフトウェア） 

・４～６月期では、昨年度より増加傾向にある。（自動車整備） 

○運輸業 

・すべて上昇気味のため、経費は昨年同期より増加している。余計な経費増が考えられるため、収

益は減となっていると思われる。（一般貨物自動車運送：小樽） 

［見通し］ 

○食料品製造業 

・４～６月期と同様、原料が安くなりそうな分、昨年度より多少の改善が見られると思う。（水産

食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・仕事量の減少により幾分減少予測。生産コストが前期と同様に上昇したため、昨年同期より減

収。（一般製材） 

○紙・紙加工品製造業 

・厳しいと考えられる。（加工紙） 

○印刷業 

・よくないと思われる。（印刷） 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・２年前に低価格で受注した契約船の製造にあたって、その後の原材料価格の上昇により、製造原

価割れによる収益の悪化が予想される。（金属製品） 

○卸売業 

・売上の減少が見込まれる中、収益も低下すると見られる。（各種商品：札幌） 

○小売業 

・冷夏予想のため減少傾向。（電気機械器具） 

○サービス業 

・人手不足解消のための技術者の人材確保が続くと予想されるため、人件費のコスト増は免れな

い。今後も増収減益を見通す道内中小ＩＴ企業が多い。（ソフトウェア） 

・毎年９月頃に車検台数の増減があり、今年の７～９月期は前年より増加すると予想される。（自

動車整備） 

○建設業 

・消費税による駆け込み需要が一段落し、今後の工事量によっては収益悪化の懸念もある。（左官

工事：札幌） 

○運輸業 

・運賃値上げ交渉が思うように行われれば、増えるものと考える。（一般貨物自動車運送：小樽） 
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（４）設備投資 

分 野 内     容 

機  械 ［現状］ 

・「設備不足」と感じている企業は、9.5％。 

［見通し］ 

・「必要」と感じている企業は、19.8％。 

（北海道機械工業会「企業経営環境調査」） 

Ｉ  Ｔ ［現状・見通し］ 

・定例的な更新が主で、新規投資は見受けられない。 

食  品 

（冷 凍） 

［現状］ 

・必要に迫られるもの以外の投資は自粛。 

［見通し］ 

・年内は控える方向。 

食  品 

（菓 子） 

［現状］ 

・主に改修関係。 

［見通し］ 

・保管設備を予定。 

商 店 街 ［現状・見通し］ 

・省エネ投資が継続している。 

卸売市場 ［現状］ 

〇総合市場 

・新冷蔵庫建設着工（2020年１月竣工予定）。新基幹システム開発フェーズへ移行（2020年４月

稼働開始予定）。 

・なし。 

〇水産市場 

・なし。 

〇青果市場 

・既存施設の維持管理のみである。 

［見通し］ 

〇総合市場 

・なし。 

〇水産市場 

・なし。 

〇青果市場 

・新規取得の予定はない。 

観  光 
（ホテル業） 

［現状・見通し］ 

・平年並み。 

建  設 ［現状・見通し］ 

・生産性向上の観点から、情報化施工に資するＩＴ建設機械への更新も一部の企業で見られるが、

大半が設備の維持管理の投資であり、コスト面から限定的な動きとなっている。 

運  輸 ［現状・見通し］ 

・収益が増えない状況であり、設備投資も進んでいない。 
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分 野 内     容 

経済団体 
商工会議所 
連合会 

［現状］  

・新たに設備投資を実施した企業は、製造業が 29.8％（7.4％）、建設業が 25.4％（22.9％）、卸

売業が 12.3％（5.1％）、小売業が 12.9％（11.3％）、サービス業が 13.7％（22.2％）。（括

弧内は前期） 

［見通し］ 

・設備投資を予定している企業は、製造業が 25.0％、建設業が 17.1％、卸売業が 8.8％、小売業

が 21.4％、サービス業が 17.0％。 

（北海道商工会連合会「中小企業景況調査」） 

経済団体 
商工会 
連合会 

［現状・見通し］ 

〇製造業 

＜今期実施＞回答 49 社の内、計画企業６社 

投資内容：●工事建物、生産設備、ＯＡ機器＝各２社 

●土地、車両運搬具、福利厚生施設＝各１社 

＜来期計画＞回答 49 社の内、計画企業５社 

投資内容：●工場建物、生産設備＝各３社 

●付帯施設、ＯＡ機器＝各１社 

〇建設業 

＜今期実施＞回答 46 社の内、実施企業 8 社 

投資内容：●車両・運搬具＝３社 

●建設機械、ＯＡ機器、その他＝各２社 

●付帯施設＝１社 

＜来期計画＞回答 46 社の内、計画企業８社 

投資内容：●建設機械、車両・運搬具、ＯＡ機器、その他＝各２社 

●土地、建物＝各１社 

〇小売業 

＜今期実施＞回答 80 社の内、実施企業４社 

投資内容：●車両・運搬具＝３社 

●その他＝１社 

＜来期計画＞回答 81 社の内、計画企業４社 

投資内容：●店舗、販売設備、車両・運搬具、付帯施設＝各１社 

 

〇サービス業 

＜今期実施＞回答 103社の内、実施企業７社 

投資内容：●建物、車両・運搬具＝各３社 

●付帯施設＝４社 

●ＯＡ機器＝１社 

＜来期計画＞回答 102社の内、計画企業 10 社 

投資内容：●サービス＝６社 

●付帯施設＝４社 

●建物、車両・運搬具＝各２社 
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分 野 内     容 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 
 

［現状］ 

○食料品製造業 

・変わらず。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・現時点では維持・補修以外の予定はなし。必要最低限の機械の更新や修理で済ませている。老朽

化設備の修繕費が大きいため、新規設備投資は、地域環境対策として必要最小限で実行中の企業

もある。（一般製材） 

○紙・紙加工品製造業 

・設備投資実施。（加工紙） 

○印刷業 

・企業によりばらつきがあるが、総じて低調。（印刷） 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・実施していない。（金属製品） 

○卸売業 

・当団地内企業は、団地再整備による新ビルへの移転を控え、設備投資は抑制的。（札幌：各種商

品） 

○小売業 

・変化なし。（電気機械器具） 

○サービス業 

・２～３施設設備入替工事終了。（公衆浴場） 

・システム開発や働き方改革に必要な設備投資は、都度更新に限らず新規設備についても臨機応

変に対応している。（ソフトウェア） 

・昨年とは変化なし。（自動車整備） 

○建設業 

・一部に投資がみられたものの、全体的にはほとんど新たな投資は行われていない。（左官工事：

札幌） 

○運輸業 

・車輌の購入は定期的に行なわれているため各社とも急激には増えないが、１台あたりの金額は

環境規制、安全装置等により値上がりしているのが実情のようである。（一般貨物自動車運送：

小樽） 

［見通し］ 

○食料品製造業 

・４～６月期と同様、変わらず。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・現状と変わらず。業務効率化に向けたソフト面の設備投資を計画中の企業もある。（一般製材） 

○紙・紙加工品製造業 

・生産機械の設備の動向あり。（加工紙） 

○印刷業 

・現状とほぼ同じく企業によりばらつきがあるが、総じて低調と思われる。（印刷） 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・実施予定はない。（金属製品） 

○卸売業 

・12 月の卸センター新ビル完成に向けて、ビルの分譲、内装設備、什器備品への投資が本格化す

る。（各種商品：札幌） 

○小売業 

・変化なし。（電気機械器具） 

○サービス業 

・３施設ほど設備入替工事を予定。（公衆浴場） 

・今後も陳腐化する開発用機材の更新は、臨機応変に実施すると思われる。また、働き方改革の一

環であるテレワーク用機材を調達するための投資が散見されている。（ソフトウェア） 

・今後も昨年並み。（自動車整備） 

○建設業 

・新たな投資を計画しているところはない。（左官工事：札幌） 
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（５）雇用、賃金 

分 野 内     容 

機  械 ［人手不足の状況］ 

・「人手不足」と感じている企業は、61.8％。 

［人手不足の解消に向けた取組］ 

・従業員の定年延長、Ｉ・Ｕターンの活用、女性の採用、外国人の採用など。 

（北海道機械工業会「企業経営環境調査」） 

Ｉ  Ｔ ［人手不足の状況］ 

・人手不足は慢性的状況。社員の新規採用が最大の経営課題。 

［人手不足の解消に向けた取組］ 

・人手不足対策として、「求人サイトの活用」、「採用条件の改善」、「募集頻度のアップ」を行

っている。外国人技術者を採用した企業もある。 

［新規学卒者の採用動向］ 

・新規学卒者（今春）の採用については、必要最低限の採用人数を確保できたとの企業が多い。来

春は、より採用に苦労するとの企業が多い。 

［女性の採用等の状況］ 

・人物本位で採用しており、男女別での採用はしていない。 

食  品 

（冷 凍） 

［人手不足の状況］ 

・正規、非正規ともに不足し、製造ラインの稼働を調整することがある。 

［人手不足の解消に向けた取組］ 

・海外実習生の受け入れやハローワーク、シゴトガイド、インディードなどに掲載。 

［新規学卒者の採用動向］ 

・新卒は２～３名程度の採用企業が多く、内定辞退者も目立つ。 

［女性の採用等の状況］ 

・子育て中の女性を短時間採用し、総体的に女性の登用が多くなっている。 

食  品 

（菓 子） 

［人手不足の状況］ 

・正規、非正規ともに不足している。 

［人手不足の解消に向けた取組］ 

・開閉店の時間を調整することで、営業時間を短縮した。 

［新規学卒者の採用動向］ 

・例年どおりだが、地方学校の学生の採用を検討し加える。 

［女性の採用等の状況］ 

・子育て支援策を立て、女性が働きやすい環境を整える。 

・短時間雇用や０歳～２歳児の同伴出勤等。 

商 店 街 ［人手不足の状況］ 

・飲食店などサービス業を中心に人手不足が継続している。 

［人手不足の解消に向けた取組］ 

・個店においては就業環境の改善を図るなど、雇用の維持・確保に努めている。 

卸売市場 ［人手不足の状況］ 

〇総合市場 

・新卒雇用については適正人員を確保。 

〇水産市場 

・従業員の高齢化。 

・現状では適正。 

〇青果市場 

・現在、目立った過不足はない。 
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分 野 内     容 

卸売市場 ［人手不足の解消に向けた取組］ 

〇総合市場 

・定年退職者等の有効活用の促進を検討。 

・部門間移動で対応。 

〇水産市場 

・中途採用を検討中。 

〇青果市場 

・契約社員、派遣社員を数名雇用。 

［新規学卒者の採用動向］ 

〇総合市場 

・業界としての勤務形態等の面で新卒雇用に不安材料あり。 

・高卒男子の採用予定有り(１名～２名)。 

〇水産市場 

・来年度、新卒者の採用を検討中。 

・順調に採用完了。 

〇青果市場 

・採用活動は継続中。内定者数が目標値に達していないため今後も継続。 

［女性の採用等の状況］ 

〇水産市場 

・積極的に採用･登用実施。 

〇青果市場 

・産前産後休暇取得中３名。新卒１名内定。 

［その他］ 

〇水産市場 

・流通の多様化で、人員配置の効率化等の課題が多い。 

観  光 
（旅行業） 

［人手不足の状況］ 

・バス、ホテル、旅行会社ともに人手不足の状況である。 

［人手不足の解消に向けた取組］ 

・募集広告を出している。 

［女性の採用等の状況］ 

・人手不足もあり、産休休暇後、復帰ができる職場が出てきている。 

観  光 
（ホテル業） 

［人手不足の状況］ 

・引き続き人手不足が顕著。 

［新規学卒者の採用動向］ 

・新規学卒者の採用を増加している。 

建  設 ［人手不足の状況］ 

・技能労働者等の確保が困難な傾向が続いており、人手不足や従業員の高齢化などから、今後はこ

の傾向がやや強まる見通し。また、賃金の上昇傾向も強まる見通し。 

［人手不足の解消に向けた取組］ 

・道内各地で高校生等を対象とした現場見学会や出前講座、インターンシップを実施し、建設業の

役割や魅力をＰＲしている。 

［新規学卒者の採用動向］ 

・全道の採用予定者数はここ数年増加傾向にあるが、採用者数は年により多少の増減はあるもの

の、ほぼ横ばい傾向。また、地方の企業においては、募集しても予定どおり採用できていない企

業も多い。 
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分 野 内     容 

運  輸 ［人手不足の状況］ 

・運転手不足が拡大している。 

［人手不足の解消に向けた取組］ 

・高校生や自衛官等に対する業界説明。 

・運転免許（準中型・中型・大型、けん引）取得に対する助成事業を実施。 

・高校生対象のインターンシップの推進（助成事業） 

［新規学卒者の採用動向］ 

・運送事業への新卒者の採用の増加には繋がっていない。 

［女性の採用等の状況］ 

・全国の業界団体と連携し雇用促進対策に取り組んでいるが、雇用増加には至っていない。 

経済団体 
商工会議所 
連合会 

 

［人手不足の状況］ 

従業員の動向ＤＩ値（「過剰」―「不足」） 

・製造業が▲19.6％、建設業が▲38.9％、卸売業が▲29.3％、小売業が▲19.1％、サービス業が▲

28.5％と従業員の不足感がみられる。 

（北海道商工会議所連合会「中小企業景況調査」） 

経済団体 
商工会 
連合会 

［人手不足の状況］ 

従業員の動向ＤＩ値（「過剰」―「不足」） 

・製造業が▲11.4、建設業が▲2.2、小売業が▲4.6、サービス業が▲7.2 と従業員の不足感がみら

れる。 

（北海道商工会議所連合会「中小企業景況調査」） 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

［人手過不足の状況］ 

○食料品製造業 

・製造員の人手不足。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・正規、非正規ともに不足している。人手不足は解消できていない。特に地方の工場での人員確保

は困難。（一般製材） 

○窯業・土石製品製造業 

・従業員の高齢化に対応するため、多くの工場で新たに職員を採用しているが不足。（生コンクリ

ート） 

○一般機械製造業 

・工事を行うための交通整理員が不足している（管工事）。（金属工作機械：札幌） 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・正規従業員は増員せず、忙しい時期は下請け業者にお願いする。（金属製品） 

○卸売業 

・優秀な人材の採用は難しくなっているが、人員は適正。（各種商品：札幌） 

○サービス業 

・家族経営のため常に不足。（公衆浴場） 

・システム開発案件増加への対応や働き方改革を推進するための人手不足、離職者の補充等、道内

の中小ＩＴ企業は、深刻な人手不足や人材不足状態が続いている。（ソフトウェア） 

・正規、非正規とも若手の人材が不足している。（自動車整備） 

○建設業 

・多くの事業所が正規、非正規を問わず人手不足の状況にある。（左官工事：札幌） 

○運輸業 

・正規、非正規を問わず人手不足になっている。（一般貨物自動車運送：小樽） 
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分 野 内     容 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

［人手不足の解消に向けた取組］ 

○食料品製造業 

・外国人労働力に頼る。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・賃金体制見直し、基本給大幅アップと管理職投与の増加を実施し、既存社員の離職防止と求職者

へのアピール。募集手段をハローワークに限らず、求人情報誌等も頻繁に利用している。（一般

製材） 

○紙・紙加工品製造業 

・人手不足のため、生産機械の設置。（加工紙） 

○窯業・土石製品製造業 

・工業組合として業界のイメージアップに取り組んでいる。（生コンクリート） 

○一般機械製造業 

・各部、各課で人員をやりくり･応援しながら業務を行っている。（印刷業） 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・道外からの技術者の雇い入れ。（金属製品） 

○卸売業 

・会社説明、採用面接の回数を増やしている。（各種商品：札幌） 

○サービス業 

・営業時間の短縮、営業日の削減。（公衆浴場） 

・人手不足解消のために、社内業務の棚卸と業務効率化。生産性向上のための残業抑制の呼びか

け、有給休暇取得の促進、勤務間インターバルの試行等の取組を徐々にではあるがスタートした

道内の中小ＩＴ企業が多い。（ソフトウェア） 

・人材を確保するために行政と協力して高校の訪問を実施。その他に出前講座、事業体験を実施。

（自動車整備） 

○建設業 

・業界として人材育成・確保のため各種イベントや業界紹介・説明会に積極的に参加している。

（左官工事：札幌） 

・手っ取り早く免許所持者の募集もしているが、応募は少ない。賃金を上げて募集しているが、現

状は求人してもすぐには応募がない。（一般貨物自動車運送：小樽） 

［新規学卒者の採用動向］ 

○食料品製造業 

・大手事業者は定期採用済み。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・地域によっては６名採用した。高卒男子１名を採用することができた企業もある。 

新卒者求人を継続。今まで求人していない学校も求人依頼。（一般製材） 

○一般機械製造業 

・欠員が出た場合に採用する。（印刷業） 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・新規学卒者を毎年若干名採用（今年３名採用）。（金属製品） 

○卸売業 

・予定人数に達しないが最低限は確保。（各種商品：札幌） 

○サービス業 

・2019 年度は「採用０人」も３～４割いるなど、目標通りの大卒新卒者を確保した道内の中小Ｉ

Ｔ企業は少なかった。この傾向は来春も続く。道内中小ＩＴ企業にとっては厳しい現実となって

いる。（ソフトウェア） 

○建設業 

・新卒求人を出しても応募してもらえないケースが多い状況。（左官工事：札幌） 

○運輸業 

・高卒者等の若年者（準中型免許所持者）を雇用し、大型免許取得まで育成することを実施してい

る会社はあるが、即戦力でなければ社業が成り立たなくなる可能性はある。（一般貨物自動車運

送：小樽） 
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分 野 内     容 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

［女性の採用等の状況］ 

○食料品製造業 

・各社必要に応じて行っている。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・採用はしているが変化なし。業務内容の改善と労働時間の多様化を検討。（一般製材） 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・塗装作業の手元作業等で採用。（金属製品） 

○サービス業 

・子育て中の復職を目指す女性の採用については、テレワークを検討中の道内中小ＩＴ企業が多

いが、就業ルールや賃金面及び管理面での整備が遅れており、実施する企業はまだまだ少ない。

（ソフトウェア） 

○建設業 

・業界としてまだ多くはないが、女性を採用する事業所も出てきている。（左官工事：札幌） 

○運輸業 

・一部で採用されているが、貨物の種類によってはできている。（一般貨物自動車運送：小樽） 

［その他］ 

○木材・木製品製造業 

・社労士と顧問契約をした企業もある。働き方改革に向けた準備を開始している模様。（一般製

材） 

・幅広い職種でＩＴ人材の採用が活発化し、同時に賃金の上昇も叫ばれて、道内中小ＩＴ企業も人

手不足で賃上げをせざるを得ない状況となっている。利益の圧迫に頭を痛める経営者が多い。

（ソフトウェア） 

○建設業 

・左官業界において技能者の高齢化は深刻であり、熟練技能者や若年人材が不足している状況が

続いている。（左官工事：札幌） 
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（６）資金繰り 

分 野 内     容 

機  械 ［現状］ 

・資金繰りは、前年同期比で「好転」が 7.7％、「悪化」が 5.4％。 

［見通し］ 

・資金繰りは、同「好転」が 6.8％、「悪化」が 6.0％。 

（北海道機械工業会「企業経営環境調査」） 

Ｉ  Ｔ ［現状・見通し］ 

・特に問題なし。 

食  品 

（冷 凍） 

［現状］ 

・ほとんど問題のない企業が多いが、一部で製品在庫が少なく苦戦している企業もある。 

［見通し］ 

・急激な変化はないと考えらえる。 

食  品 

（菓 子） 

［現状・見通し］ 

・順調。 

商 店 街 

 

［現状・見通し］ 

・地震災害に伴う資金繰りの悪化は緩和しつつある。 

卸売市場 ［現状］ 

〇総合市場 

・事業計画に対する理解の下、堅調に推移。 

〇水産市場 

・順調。 

〇青果市場 

・特に問題なし。 

［見通し］ 

〇総合市場 

・現状維持と見込む。 

〇水産市場 

・順調。 

〇青果市場 

・特に問題なし。 

観  光 
（ホテル業） 

［現状・見通し］ 

・収益が悪化していることから、資金繰りについても悪化傾向にある。 

建  設 ［現状・見通し］ 

・銀行等の貸出は容易傾向が続いており、資金繰りは容易である。（ただし、二次三次の下請企業

等は、依然として厳しい状況にあるものと考える。） 

運  輸 

 

［現状・見通し］ 

・会員からは特に問題は聞かれない。 
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分 野 内     容 

金  融 ［現状］ 

○保証状況 

・令和元年度第１四半期の保証承諾は、6,645 件（前年比 100.4％）、72,340百万円（前年比 102.9

％）と件数、金額ともに増加した（前年実績：6,617件、70,274 百万円)。 

・業種別では、主要三業種（建設業・卸売業・小売業）の構成比は 55.9％で、前年より 0.4 ポイ

ント上昇した。 

・内訳は、建設業が 30.9％で 0.5 ポイント低下、卸売業が 13.1％で 0.8ポイント上昇、小売業が

11.9％で 0.1ポイント上昇した。 

・保証債務残高は、84,895件（前年比 97.8％）、677,534 百万円（前年比 96.5％）と件数、金額

ともに減少した（前年実績：86,832件、702,189百万円)。 

・業種別では、主要三業種（建設業・卸売業・小売業）の構成比は 49.8％で、前年より 0.3 ポイ

ント低下した。内訳は、建設業が 25.4％で 0.2 ポイント上昇、卸売業が 12.0％で 0.5 ポイント

低下、小売業が 12.4％でポイントに変動がなかった。 

○代位弁済 

・令和元年度第１四半期の代位弁済は、291 件（前年比 93.9％）、2,201 百万円（前年比 106.3％）

と件数は減少し、金額は増加した（前年実績：310 件、2,071 百万円)。 

・業種別では、主要三業種（建設業・卸売業・小売業）の構成比は 63.4％で前年より 8.3 ポイン

ト上昇した。内訳は、建設業が 26.6%で 1.4 ポイント上昇、卸売業が 19.4％で 8.7 ポイント上

昇、小売業が 17.4％で 1.8ポイント低下した。 

経済団体 
商工会議所 
連合会 

［現状］  

資金繰りＤＩ値（「好転」－「悪化」） 

・製造業が▲3.6（▲16.7）、建設業が 1.4（▲7.2）、卸売業が▲16.9（▲4.9）、小売業が▲22.6

（▲23.6）、サービス業が▲8.9（▲15.6）となっている。（括弧内は前期） 

［見通し］  

資金繰りＤＩ値（「好転」－「悪化」） 

・製造業が▲5.4、建設業が 0.0、卸売業が▲13.8、小売業が▲12.8、サービス業が▲11.3 となっ

ている。 

（北海道商工会議所連合会「中小企業景況調査」） 

経済団体 
商工会 
連合会 

［現状］  

資金繰りＤＩ値（「好転」－「悪化」） 

・製造業が 6.2（▲7.0）、建設業が 4.5（7.1）、小売業が▲24.7（▲21.1）、サービス業が▲19.8

（▲23.9）となっている。（括弧内は前期） 

［見通し］  

資金繰りＤＩ値（「好転」－「悪化」） 

・製造業が▲9.3、建設業が▲4.5、小売業が▲4.7％、サービス業が▲4.8％となっている。 

（北海道商工会連合会「中小企業景況調査」） 
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分 野 内     容 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

［現状］ 

○食料品製造業 

・やや厳しくなっている。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・収益減少のため余裕がある状況ではないが、金融機関の貸出等も例年通りで、現状では問題ない

状況。（一般製材） 

○紙・紙加工品製造業 

・そこそこ安定している。（加工紙） 

○印刷業 

・厳しくなってきている。（印刷） 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・高操業が続いているため資金繰りは順調。（金属製品） 

○小売業 

・現状維持。（電気機械器具） 

○サービス業 

・特に変わらない。（公衆浴場） 

・システム開発案件の受注数の増加や単金上昇によって増収を確保する道内中小ＩＴ企業が多い

が、人件費高騰が原因で利益確保が厳しいものの、資金繰りへの影響はほとんどない。設備投資

等で短期資金が必要な場合は、主要金融機関からの低利融資で賄っている。（ソフトウェア） 

・今後も昨年並み。（自動車整備） 

○建設業 

・大きな変化はない。（左官工事：札幌） 

○運輸業 

・特に不足している様子はない。（一般貨物自動車運送：小樽） 

［見通し］ 

○食料品製造業 

・やや厳しくなってくる。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・現状と変わらなく何とかなる状態である。（一般製材） 

○紙・紙加工品製造業 

・問題ないと思われる。（加工紙） 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・順調に推移。（金属製品） 

○小売業 

・現状維持。（電気機械器具） 

○サービス業 

・特に変わらない。（公衆浴場） 

・資金繰りの状況は、大手企業を中心に情報システムの増強や新規のシステム開発への投資が活

発で、道内中小ＩＴ企業への開発案件の引き合いが強い。今後もこの傾向が続くことから、金融

機関から優良融資先として見られている。資金繰りの悪化懸念は今のところない。（ソフトウェ

ア） 

○建設業 

・大きな変化は見込まれない。（左官工事：札幌） 

○運輸業 

・全般的に４月、５月の売上は減少していることから、少し厳しいところもある。（一般貨物自動

車運送：小樽） 

 

  



 22 

（７）その他 

分 野 内     容 

機  械 ［現状］ 

・業況感は、「好転」が 9.6％、「好転継続」が 22.1％、「悪化」が 17.6％、「悪化継続」が 6.6

％、「変化なし」が 44.1％となっている。 

［見通し］ 

・業況感は、「好転」が 10.4％、「好転継続」が 21.6％、「悪化」が 8.2％、「悪化継続」が 10.4

％、「変化なし」が 49.3％となっている。 

（北海道機械工業会「企業経営環境調査」） 

建  設 ［現状・見通し］ 

・道内の建設業界の景気（Ｂ.Ｓ.Ｉ値）は、0.5ポイントと５期ぶりにプラスとなり良い傾向に転

じているが、発注量の増加が見込めないことから、来期は悪い傾向に転じる見通しで、Ｂ.Ｓ.Ｉ

値もマイナス 2.5ポイントに悪化する見通し。 

貿  易 ［現状・見通し］ 

・貿易相談件数は 29 件で、前年同期と比べ１件増加。中国関係の相談が多く、最も多い相談は「ビ

ジネスルール・貿易実務」関連。 

・次の点が、中国への輸出拡大におけるボトルネックとなっている。 

①中国側輸入規制 

・そもそも輸出可能な食品が限られていることが最大の問題。 

・原発事故以降の放射能規制が、農産加工食品・乳産品の輸出障害となっている。 

②必要手続・書類の煩雑さ 

・水産品は原則すべて輸出可能であり、必要な試験の一部が免除されたものの手続きが煩雑。 

③ロット・輸送方法 

・量的にまとまらないとビジネスにならない。 

・リーファーコンテナ使用を前提とすると、一定量の確保が前提となる。 
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２ 業界の抱える経営上の問題点・課題について  

 

分 野 内     容 

機  械 ・経営上の問題点として、「人手不足」が 61.8％で最も多く、次いで「原材料価格上昇」が 32.4

％、「人件費増加」が 32.4％、「諸経費の増加」が 19.1％となった。 

（北海道機械工業会「企業経営環境調査」） 

Ｉ  Ｔ ・人材の確保・育成が最も多く、次いで営業力の強化、技術力の強化となっている。 

食  品 

（冷 凍） 

・「賃金の上昇」、「電気料金の負担」、「道外への運送コストの負担」。 

・冷凍野菜、罐詰、青果などの輸入増により安値が定着しつつある。 

食  品 

（菓 子） 

・設備の老朽化に対応するだけの利益（収益）体制に至らない場合が見受けられる。 

商 店 街 ・経営者の高齢化や後継者不足等担い手や人材の確保。 

・商店街事務局組織の体制強化。 

・固定資産税の重い負担。 

卸売市場 〇水産市場 

・売上はほぼ横ばい。量販店の寡占化、小売業の廃業減少による経費の増大（販促費･リベート･運

賃等）による収益の悪化。 

〇水産市場 

・新卸売市場法施行による各市場の運営、水産物水揚げ変動による対応。 

〇青果市場 

・仕入れから販売までを同じ担当者が行うため、必然的に労働時間が長くなること。 

・仕入れ先と販売先のコアタイムが乖離しているため、１日のうちでも断続的な業務となってし

まうこと。 

観  光 

（旅行業） 

 

・古くから個人で経営している旅行会社では後継者問題などがあり、近い将来、閉鎖する店舗も増

加すると見込まれる。 

・ネット予約が多い中、街中にカウンター店舗を構える会社は徐々に減っている傾向である。 

観  光 
（ホテル業） 

・宿泊施設の供給過剰による単価の低下 

建  設 ・「人手不足」、「従業員の高齢化」、「受注の減少」が上位３項目となっており、「人手不足」

は 12 期連続で経営上の問題点の第１位。同じく「従業員の高齢化」は 10 期連続で第２位とな

っている。 

運  輸 ・北海道特有の「広域・長距離輸送」や「都市圏集中・片荷輸送」が顕著となり、加えて運転者不

足と高齢化、長時間労働など労働環境に関する課題が加わり、経営課題は山積している。 

・人材確保や労働環境改善を進めるためには、適正な運賃・料金の収受が不可欠であり、そのため

には運送委託者（荷主）の理解と協力が必要であるが、他業種も同様の課題を抱えており、改善

がなかなか進まない状況は変わらない。 

経済団体 
商工会議所 
連合会 

〇製造業 

・原材料価格の上昇、需要の停滞、製品ニーズの変化への対応、生産設備の不足・老朽化、人件費

の増加。 

〇建設業 

・従業員の確保難、材料単価の上昇、官公需要の停滞、下請業者の確保難、熟練技術者の確保難。 

〇卸売業 

・需要の停滞、従業員の確保難、仕入単価の上昇、販売単価の低下・上昇難、事業資金の借入難。 
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分 野 内     容 

経済団体 
商工会議所 
連合会 

〇小売業 

・仕入単価の上昇、消費者ニーズの変化への対応、需要の停滞、人件費の増加、従業員の確保難。 

〇サービス業 

・利用者ニーズの変化への対応、人件費の増加、需要の停滞、従業員の確保難、材料等仕入価格の

上昇。 

経済団体 
商工会 
連合会 

○製造業 

・原材料価格の上昇、需要の停滞、生産設備の不足・老朽化、従業員の確保難、製品ニーズの変化。 

〇建設業 

・従業員の確保難、官公需要の停滞、材料価格の上昇、人件費の増加、熟練技術者の確保難。 

〇小売業 

・購買力の他地域への流出、大型店・中型店の進出による競争の激化、需要の停滞、消費者ニーズ

の変化、仕入単価の上昇。 

〇サービス業 

・利用者ニーズの変化、需要の停滞、店舗施設の狭隘・老朽化、材料等仕入単価の上昇、大企業の

進出による競争の激化。 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

○食料品製造業 

・消費者の水産品離れと労働力確保。人件費等の製造経費の増大。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・若い担い手の育成が課題。（一般製材） 

○印刷業 

・毎年実施される最低賃金の改定が最大の悩み。（印刷） 

○窯業・土石製品製造業 

・次世代を担う技術者の育成。地方において生コンを供給する工場体制を維持するためには、一定

量の需要が必要。このため、地方における生コン需要の開拓（コンクリート舗装等）が必要。（生

コンクリート） 

○一般機器製造業 

・人口減やネットによる情報収集等により新聞の発行部数が低下し、それに伴い折り込みチラシ

の受注減となっており、新たなサービス等が求められている。（金属工作機械：札幌） 

○卸売業 

・卸団地組合としては全国一斉に設立 50年を経過し、設備の老朽化や組合員意識の低下等が課題

となっている。（各種商品：札幌） 

○小売業 

・高齢化による廃業。（電気機械器具） 

・原油価格が引き続き高値基調で推移していることから、仕切り価格の価格転嫁がより難しくな

ってきている。一部には前年同期に比べ、販売量が上回ったとする事業者も見受けられるが、全

体としては、燃料油の需要低迷と価格競争による利益半減で苦しい経営を余儀なくされている

現状に変わりはない。（燃料） 

○商店街 

・経営上の問題点 

売上の停滞・減少、商圏人口の減少、人手不足、同業者間の競争の激化、利幅の縮小、大型店と

の競争の激化。 

・当面の重点経営施策 

経費の節減、品揃えの改善、人材の確保、売れ筋商品の取扱い、教育訓練の強化、宣伝・広告の

強化。（各種商品：帯広） 
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分 野 内     容 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

○サービス業 

・営業主の高齢化により、営業時間短縮及び営業日の削減などで対応しており、それが減収の要因

の一つになっている。後継者難。（公衆浴場） 

・①人手不足/人材不足対応…システム開発案件の引き合いは増加しているが、人手と人材の不足

で案件の受注断念が発生している。 

②賃金の高騰…大手企業や同業他社の人手不足による賃上げが、中小ＩＴ企業の利益を圧迫し

ている。 

③働き方改革の推進…残業抑制、有給休暇の取得促進、勤務間インターバルを中心に推進中。抜

本的な改革を実行するためには、生産性向上が条件だが、そのための体制づくりや実行につい

てはまだまだ暗中模索の道内中小ＩＴ企業が多い。成功事例などについて、研修・講演で学ん

でいる状況。 

④高い技術レベルが要求されるＩｏＴやＡＩ絡みの案件が増加しているが、高度技術者が不足

して案件受注への影響が懸念される。高度の技術者教育や人材の育成が叫ばれているが、抜本

的な対策が見えてこない。（ソフトウェア） 

・電気自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車の様な次世代自動車などに代表される整備技

術の高度化に向けた対応が求められている。若年労働者の人材確保が難しくなっている。（自動

車整備） 

○建設業 

・若年技能労働者の確保・育成と熟練技能の継承が業界の喫緊の課題。この解決のためには、他産

業並みの賃金水準や週休２日制、社会保険、福利厚生の充実を図ることができる環境を整えるこ

とが重要で、工事量の確保はもとより、適正な工期や受注価格の実現が不可欠。各事業所の努力

に加えて、行政、発注関係者などの理解と協力が求められる。（左官工事：札幌） 

○運輸業 

・労働時間の問題では、当日勤務終了から翌日勤務まで８時間開ける規制などから高速道路を利

用し短縮しているが、現状は国の補正予算も含めＥＴＣ２.０搭載車両は最大 50％受けている大

口多頻度割引の永久継続で経費の削減をしたい。運送業での一番の経費である人件費、燃料代の

この２つが安定しない。燃料代という一番の経費が安定しないため、現状のままでは人件費を上

げることが難しい。少しでも経費を下げるため、国の政策で軽油税等の暫定税率廃止か、せめて

消費税の現状維持をしてほしい。（一般貨物自動車運送：小樽） 
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３ 経済動向の影響・対応について  

 

（１）為替相場の変動の影響 

分 野 内     容 

機  械 ・「影響がある」と回答した企業が 27.2％。 

（北海道機械工業会「企業経営環境調査」） 

Ｉ  Ｔ ・直接的な影響は考えられないが、為替相場の変動により、ユーザー企業のＩＴ投資の冷え込みが

懸念される。 

食  品 

（冷 凍） 

・現状では大きな影響はないが、今後の食肉、小麦などの価格変動が懸念される。 

商 店 街 ・特に影響は見られない。 

卸売市場 〇総合市場 

・現状ではほぼ安定的に推移し、特に影響なし。 

・今後は貿易摩擦による影響を懸念。 

〇水産市場 

・現状では直接的に大きな影響がないが、輸入水産物のコストアップ（買負け）。 

〇青果市場 

・直接の輸出入はないため、大きな影響はない。 

建  設 ・海外からの資材調達が必要な一部の物件については影響があるが、大部分は大きな変化は見ら

れていない。 

運  輸 ・為替の変動は燃料（軽油）価格に直結するため影響は大きいが、業界としての対応策がない状

況。 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

○食料品製造業 

・ＵＳドル、ＣＡＮドルともに円高傾向にあり好条件。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・現在は円高傾向のため輸入原料・製品に関しては追い風だが、国産原木が不足・高騰する中、国

産材製品の値上げが困難になるため、国産材製品の利益率低下、及び輸出に係る製品（梱包材

等）の販売数量減少が懸念される。（一般製材） 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・為替相場の変動は、輸出船建造の造船所の損益に影響する。（金属製品） 

○卸売業 

・海外工場からの仕入れ割合が上昇しているため、為替変動は利益率に直結する。各種ヘッジによ

り影響を回避している。（各種商品：札幌） 

○サービス業 

・特になし。（公衆浴場） 

・影響は少ない。（自動車整備） 

○運輸業 

・当業界においては為替相場と原油・原材料価格は関連している。為替、原油の価格による燃料代

の上下動で収益が左右されるこの業界は厳しくなる。各種値上がりのため、車両価格も上昇す

る。（一般貨物自動車運送：小樽） 
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（２）原油・原材料価格の変動の影響 

分 野 内     容 

機  械 ・「燃料費」が収益に影響があると回答した企業が 47.8％、「輸送コスト」が 46.3％、「原材料」

が 39.0％、「資材費」が 29.4％。 

（北海道機械工業会「企業経営環境調査」） 

Ｉ  Ｔ 

 

・直接的な影響は多くないと考えられるが、原油価格の上昇により「運送費の上昇」、「ユーザー

企業等のＩＴ投資の冷え込み」が懸念される。 

食  品 

（冷 凍） 

・重油などのエネルギーが高騰し、燃料費の増加になっている。 

食  品 

（菓 子） 

・ガソリン価格がもう少し安くなってほしい。 

商 店 街 ・原油価格の先行きが不透明であり、また輸送コストは高止まりのままで改善していない。 

卸売市場 〇総合市場 

・引き続き高低はあるものの、安定的に推移。今後も産油国の政情等に懸念はあるものの、直ちに

影響する要因は見当たらない。 

・原油（特に冬季の灯油価格）の高騰の影響は大きい。水産物の不漁による魚の減少は、取扱数量

･金額に影響あり。 

〇水産市場 

・運賃･資材等の経費のアップ。商品全般の値上げ。 

・水産物不漁による取扱いの減少及び関係商品の価格上昇による収益圧迫。 

〇青果市場 

・直接の影響としては、車両の燃料費、冷暖房費の増加が大きい。間接的には運送費の増加が大き

いが、紙の価格上昇に伴う消耗品費の増加もある。 

観  光 
（ホテル業） 

・収益の悪化。 

建  設 ・原油価格は現在ほぼ安定しているが、重機などの建設機械や運送関係については、原油価格の変

動により一定の影響を受ける。 

・また、建設資材の価格については全体的にほぼ横ばい状態であるが、東京オリンピックに伴う建

設工事の増加等の影響により、ハイテンションボルト（高力ボルト）などの一部資材の不足状態

が続いている。 

運  輸 ・原油価格の変動は燃料（軽油）価格に直結しており、燃料コストのウエイトが大きい自動車運送

業では経営に大きな影響が出る。 

・省燃費運転等の自助努力は既に実施されており、対応策がない状況。 

・水産物の漁獲量は貨物輸送量と直結しており、その減少は運送収益の減少につながる。また、漁

獲量が減少すると水産加工品の生産量も減少し、２次的輸送量も減少することとなる。 

経済団体 
商工会議所 
連合会 

〇印刷・出版業 

・ゴールデンウィーク前の駆け込み需要等で４月の売上が伸びた分、５月の減少が予想される。材

料費が上がったが売価に転換できていない。 

〇塗装工事業 

・原材料も人件費や運賃上昇により値上がりしている。また、ペンキ類は原油価格にも影響を受ける。 

〇コンビニ 

・消費税増税により原材料等も値上がりし、企業は影響を受け、消費者も節約志向に向かっていく

のではないか。 

〇建築材料卸売業 

・北海道新幹線、国道５号高規格道路、ニセコ地区のリゾート開発等の物件に納入する生コンの原

材料、砕石関係が不足しており、それに伴い価格が上昇している。 

〇水産加工業 

・魚不足により加工原料確保に苦慮している。 
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分 野 内     容 

経済団体 
商工会 
連合会 

〇製造業 

・今期の経営上の問題点で「原材料価格の上昇」とする企業が１位(22.2％)。 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

○食料品製造業 

・数の子に関しては、アラスカ鰊が昨年より増産となり価格も安定するものと思われる。（水産食

料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・米国のイランに対する制裁の影響を懸念している。 

・製造原価を押し上げていることから収益低下に繋がっている。 

・人件費以外の生産コスト（輸送費、電気料金、木材乾燥ボイラー燃料等）に直結しているため、

影響大。（一般製材） 

○鉄鋼・金属 

・原油、原材料価格の変動は損益に影響する。（金属製品） 

○卸売業 

・原油価格変動は化学製品の仕入価格に影響するが、現状では大きな影響はない。（各種商品：札

幌） 

○サービス業 

・原油価格の変動は重油価格に反映するので影響は大きい。（公衆浴場） 

・影響は少ない。（自動車整備） 

○運輸業 

・運輸業界は、為替相場と原油・原材料価格の変動による燃料代の上下動に収益が左右される。ま

た、各種値上がりのため車両価格も上昇する。（一般貨物自動車運送：小樽） 
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（３）働き方改革（就業環境の改善や多様な人材の活用、生産性の向上等）への取組 

分 野 内     容 

機  械 ［取組内容］ 

・「業務の見直し」と回答した企業が 58.1％、「ノー残業デー」が 29.4％、「業務の明確化」が

28.7％、「会議の効率化」が 21.3％、「フレックスタイム」が 4.4％。 

（北海道機械工業会「企業経営環境調査」） 

Ｉ  Ｔ ［認識・動向］ 

・働き方改革の取組は、道内事業所では、「賃金体系の整備」が最も多く、次いで「明確な人事評

価制度」、「会社独自の休暇制度」が多い。道外本社事業所では「多様な労働時間制度の導入」

が多い。 

食  品 

（冷凍） 
［取組内容］ 

・仕事の段取り、取り組み方の改善。 

・無残業日を設定し、残業全般の管理を行う企業が増えている。 

［その他］ 

・高齢者の労災が増加し、労働基準監督署の指導が厳しくなっている。 

食  品 

（菓子） 

［認識・動向］ 

・進められるところは進めているようだ。 

［今後の取組］ 

・働きかけや講習会は検討できる。 

［具体的な取組事例］ 

・コンプライアンスについてのアナウンス等。 

卸売市場 ［認識・動向］ 

〇総合市場 

・働き方改革については、グループ全体での取組事項。 

〇水産市場 

・業界･企業での認識は高い。市場の休市の見直しと増設、市場内保育施設の設置については協議。 

［具体的な取組事例］ 

〇総合市場 

・有給休暇の取得促進。今後は勤怠管理システムを導入し、時間外労働の把握と対策を推進する。 

・有給休暇の消化率 70％などを計画的に実施。 

〇水産市場 

・ノー残業デーの設定と遵守、有給休暇の消化徹底と促進、産休･育休の完備。 

〇青果市場 

・有給休暇の取得励行、勤怠管理システム入替による勤務状況の即時把握。 

観  光 
（ホテル業） 

［認識・動向］ 

・大いに認識している。 

［取組内容］ 

・合理化等の教育推進。 

建  設 ［認識・動向］ 

・国や自治体の働き方改革の情報を入手し、各地方建設業協会へ周知を行っている。 

［具体的な取組事例］ 

・全国建設業協会が『今後の働き方改革への取組』を決定したことを受け、平成 30 年５月、働き

方改革実現の取組として、「４週８休制に向けた取組」、「書類の簡素化等による労働時間縮減

に向けた取組」、「公共工事設計労務単価の改定を受けた取組」、「社会保険加入」、「生産性

向上」、「働き方改革実現のため環境整備」、「経営者として取組」の７項目を決定した。 

・会員企業に対して労働時間の実態調査を実施し、働き方改革の取組の参考資料とした。 
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分 野 内     容 

運  輸 ［認識・動向］ 

・労働環境改善については業界・事業者ともに取り組まなければならないと認識しており、業界挙

げて取り組んでいるところであるが、労働時間短縮など運送事業者の自助努力では解決できな

い課題が多く、改善が進まない状況。 

［今後の取組］ 

・運送業界の労働環境改善には荷主企業等の理解と協力が不可欠であり、今後も荷主企業等への

協力を求める取組を実施。 

［具体的な取組事例］ 

・北海道運輸局と北海道労働局、荷主企業、運送事業者等が委員となり「北海道トラック輸送にお

ける取引環境・労働時間改善地方協議会」を 2015年度に立ち上げ、労働環境等改善に向けた協

議を実施するなどの取組を実施している。また、全国の協議会において、運送事業者と荷主との

労働時間改善の好事例を取りまとめたガイドラインを作成し、説明会を実施するなどの取組も

実施している。 

［その他］ 

・労働時間短縮に向けた法改正などの環境整備が国全体で進み始めているが、課題が多く残され

ているため、業界団体としては、更なる支援や理解と協力が得られるよう関係行政機関や荷主団

体等に対しての取組を今後も継続して行う。 

経済団体 
商工会議所 
連合会 

［認識・動向］ 

〇ビルメンテナンス業 

・労働集約業種のため、人手不足による残業規制の対策や有給休暇付与の管理体制の構築に苦慮

している。 

〇物品賃貸業 

・人員が不足しているため残業の削減が難しい状態。働き方改革、有休の付与（５日）に苦労して

いる。 

〇酒小売業 

・働き方改革に対応するために新たな人材確保等の対策が必要となり、人員増に伴う採算確保が

課題である。 

〇水産加工業 

・繁忙期に残業時間が集中するため、働き方改革によって仕事に影響が生じるか心配。 

〇建設業 

・働き方改革における有給消化について、北海道などでは季節雇用等の問題もあり苦慮している

状況である。現場の目線での考え方はできないものか。 

［具体的な取組事例］ 

〇金属窯業 

・働き方改革としては、数年前から自社の取組を進めており、その成果を少しずつ感じはじめてい

る。売上高を多く求めるより、仕事量の平準化と作業の効率化、見える化、社内の意識改革を重

点的に進めてきた。 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

［認識・動向］ 

○木材・木製品製造業 

・法の改正に従い実施している。当社経営陣は認識し、対応を進めている。（一般製材） 

○窯業・土石製品製造業 

・働き方改革に関するアンケート調査を実施（全生連）。（生コンクリート） 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・まだ具体的な行動は実施していないのが現状。（金属製品） 

○一般機器製造業 

・時間外労働規制への対応に懸念。（印刷業、金属工作機械：札幌） 

・年次有給休暇の取得への対応に苦慮。（プラスチック、金属工作機械：札幌） 

○卸売業 

・就業時間、休暇の取得等の意識が高まっている。（各種商品：札幌） 
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分 野 内     容 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

○サービス業 

・従来から残業や休日出勤など勤務時間が長い業種であり、36 協定違反が散見されるブラック企

業も存在していた業界でもあることから、人材採用面からも改善が求められている。働き方改革

を推進するための具体策としては、残業抑制、有給休暇の取得促進、勤務間インターバル程度に

留まっている道内中小ＩＴ企業が多い。（ソフトウェア） 

・業界団体として実施の方向で会員に周知している。（自動車整備） 

○建設業 

・現在及び将来の人材不足は深刻であり、建設現場では工期の関係から週休２日制が進んでいな

いが、業界、施主、行政の理解・協力により適正工期・賃金の実現により取組を進めようという

機運が出ている。また、業界の一部では、女性技能士の採用や外国人技能実習生の受入も出始め

ている。（左官工事：札幌） 

○運輸業 

・業界では働き方改革の前提として、取引環境も考慮しなければならない。このため、運送委託者

（荷主）の理解と協力が不可欠であることから、中央及び都道府県において関係行政機関、荷

主、トラック協会が協力し、トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会を平成 27 年

に立ち上げ、取組を実施している。 

・平成 29 年 11 月には、北海道運輸局、北海道労働局、北海道経済産業局、公正取引委員会事務総

局北海道事務所の４行政機関から道内の荷主約 4,500 か所に対して、「運送事業者との適正取

引及び労働時間のル－ルへの御理解と御協力のお願い」の依頼文書を発信した。（一般貨物自動

車運送：小樽） 

［今後の取組］ 

○木材・木製品製造業 

・林業関係者の対応が可能なのか心配である。（一般製材） 

○紙・紙加工品製造業 

・新採用もなかなか難しい。残業時間も制限されているため機械投資しか考えられない。（加工

紙） 

○窯業・土石製品製造業 

・働き方改革対応検討部会設置（全生連）。（生コンクリート） 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・時間外労働の上限規制の厳守、正規雇用と非正規雇用の待遇差改善の取組（日本造船協力事業者

団体連合会）。（金属製品） 

○卸売業 

・セミナーや講師派遣の利用で更に理解を深めていく予定。（各種商品：札幌） 

○サービス業 

・営業時間の短縮など。（公衆浴場） 

・会員企業に対して、他企業で実行中の事例や取組を情報提供するなどして、啓蒙活動を継続す

る。（ソフトウェア） 

・業界団体として会員に周知し、会員に取組の促進を諮っている。（自動車整備） 

○建設業 

・各事業所の取組がさらに進むよう、業界として一層の啓蒙に取り組む。（左官工事：札幌） 

［具体的な取組事例］ 

○食料品製造業 

・年休の付与等の取組。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・５日間の有給休暇取得義務化の対応や残業の減少対応。生産体制・組織の再編。賃金制度見直

し。（一般製材） 

○印刷業 

・「幸せな働き方改革計画」を策定し、５つのステップで啓発活動を行っている。（印刷） 

○卸売業 

・専門家や各業界の関係者を招き、先進事例や問題事例等の知識を習得。（各種商品：札幌） 

○建設業 

・就業規則や 36 協定などの整備改善に取り組む事業所がある。（左官工事：札幌） 
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分 野 内     容 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

○運輸業 

・平成 30 年６月に厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、公正取引委員会の５省庁

及び全日本トラック協会の連名により荷主団体と荷主企業に対し、「適正取引の推進及び長時間

労働の是正に向けたご理解と御協力のお願い」の依頼文書を発信した。（一般貨物自動車運送：

小樽） 

［その他］ 

○木材・木製品製造業 

・有給の計画付与により常に休んでいる人間が何人かいる状態で、人手不足による生産効率悪化

に拍車を掛けている。（一般製材） 
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（４）ＴＰＰ１１など海外との経済連携による影響 

分野 内     容 

機  械 ［影響があると予想される業種］ 

・金属製品、生産用機械、輸送用機械などの企業から影響について回答があり、「売上高」への影

響が 16.2％、「仕入価格」が 15.4％、「収益」が 7.4％。 

（北海道機械工業会「企業経営環境調査」） 

Ｉ  Ｔ ［その他］ 

・米中の貿易摩擦による世界経済の低迷を懸念。 

食  品 

（冷凍） 

［影響があると予想される業種］ 

・ＴＰＰの影響は北海道が最も受け、畜産、麦、ビート、ポテトなどの畑作やコメ、加工品、罐詰、

冷凍素材にも影響が考えられる 

食  品 

（菓子） 

・各企業によって見解が分かれる。 

卸売市場 ［理解度・認識度］ 

〇総合市場 

・ある程度の認知度はあるが、今後どのような事例が大きく関わるのか不明。関税撤廃により肉･

野菜･果実などの輸入品が安くなることはプラス要因。逆に海外からの安い農畜産物などが日本

の農業に与える影響を懸念している。 

〇総合市場 

・具体的な影響は見られない。 

〇水産市場 

・理解度･認識度はそう高くない。 

［影響があると予想される業種］ 

〇水産市場 

・農林水産業。 

〇青果市場 

・輸出入増加による市場内外流通の増減は予想できない。 

［問題点・課題］ 

〇総合市場 

・生産者の収益性、生産量維持を注視。 

〇水産市場 

・業界への影響は未知数。 

〇青果市場 

・販売、流通における今までの経験が参考にならなくなってくるため、柔軟に対応できる人員の育

成と企業風土の開発。 

建  設 ［理解度・認識度］ 

・ＴＰＰ協定の「政府調達」に関しては、業界内で影響を懸念する動きは見られない状況（ＥＰＡ

も同様）。 

［問題点・課題］ 

・道内建設業の受注機会は減少しないと考えており、特段の対策は予定していない。 

運  輸 ［理解度・認識度］ 

・一般的に理解度は低いと思われる。 

［影響があると予想される業種］ 

・輸入農作物が増加した場合、道内の農産物輸送等に大きな影響が出る恐れがある。 

［問題点・課題］ 

・運送事業者が対策できることは極めて少なく、行政機関等への支援策の要請などが主たる活動

となる。 
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分野 内     容 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

［理解度・認識度］ 

○食料品製造業 

・相応に理解。（水産食料品：留萌） 

○卸売業 

・ＴＰＰについての理解は進んでいるが、米国との２国間協定がどう進むかが問題。（各種商品：

札幌） 

○サービス業 

・道内の中小ＩＴ企業がシステム開発等に絡んで海外企業と取引するケースは少なく、ＴＰＰに

関する影響は、現状ではないと認識している。（ソフトウェア） 

［影響があると予想される業種］ 

○食料品製造業 

・水産費のカナダからの輸入。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・輸入製材の市場価格低下が懸念されるため、国産材中心の製材工場は、製品値上げが困難になり

影響が大きい（値上げ→販売低迷・国産材自給率低下、値下げ→利益減少・赤字経営）。（一般

製材） 

○紙・紙加工品製造業 

・流通に使われる段ボール箱に影響が出ると考えられる。（加工紙） 

○卸売業 

・医療・薬品・食品・農業資材等、幅広く影響があると想定している。（各種商品：札幌） 

○運輸業 

・輸出入の量によって運搬物にも変動がある。（一般貨物自動車運送：小樽） 

［問題点・課題］ 

○木材・木製品製造業 

・生産コスト削減、高付加価値商品の開発、輸出に向けた商品開発、市場開拓。（一般製材） 

○卸売業 

・安全基準等の緩和が進めば、品質より価格競争となる可能性があり、仕入先の変更等の対策が必

要となる。（各種商品：札幌） 
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（５）消費税率の引き上げについて 

分野 内     容 

機  械 ［影響の度合い］ 

・「影響大」と回答した企業が 12.5％、「多少あり」が 43.4％、「あまりない」が 41.2％。 

［具体的影響内容］ 

・「システム改修や税率表示変更等に伴うコストの増」が 5.1％、「消費者の節約志向の高まりに

よる売上の減少」が 11.8％、「駆け込み需要の反動による売上・受注の減」が 14.0％。 

［消費税率引き上げへの対策について］ 

・「取引先との消費税の取扱いの取り決め」が 30.1％、「システム改修」が 19.1％、「仕入れ先

や仕入れ価格の見直し」が 16.2％。 

（北海道機械工業会「企業経営環境調査」） 

Ｉ  Ｔ ［影響の内容］ 

・消費税率引き上げが受注増の一因。道内ＩＴ企業の多くは企業間の取引が多く、あまり影響はな

いとの見通し。 

［国・道への要望］ 

・受託事業者等がしわ寄せを受け適正な価格転嫁ができず、増税分を負担させられるような事態

の未然回避措置を要望。 

食  品 

（冷凍） 

［影響の内容］ 

・８～９月に向け一部の駆け込み需要が想定されるが、製造キャパの範囲で対応する。 

・軽減税率対応により一部コストアップも考えられる。業界は小売販売がほとんどないので対象

になるものは少ないが、一部該当する企業ではシステムの変更が必要で、費用負担が大きい。ま

た、負担の大きさや煩雑さから、売り場では８％を貫くという話題もあり、これがメーカー負担

になるのでは、という不安がある。 

食  品 

（菓子） 

［影響の内容］ 

・食品業界なので、他業界と比較して影響は少ないと思われる。 

［対策］ 

・全員個々に対応。 

［国・道への要望］ 

・全体として 10％までに留められるようにしてほしい。 

商 店 街 ［影響の内容］ 

・消費税率の再引き上げによる消費者の購買意欲の減退等により、来街者数や売上の減少等、極め

て大きな影響を受けると予想される。また、中小・小規模事業者にとって軽減税率の導入に伴う

事務負担は極めて大きい。 

［対策］ 

・消費税率の引上げに係る組合等からの相談に応じるとともに、消費税率の引き上げや軽減税率

の導入対策として国等が実施する「キャッシュレス推進フェア」等への協力のほか、商店街向け

独自説明会を実施している。 

［国・道への要望］ 

・これまでも国や道に対して、消費税に引上げによる景気の腰折れを防ぐための十分な対策を講

じるよう、あらゆる機会を活用して要請している。 

・消費税引上げに際し、国では「キャッシュレス・消費者還元事業」を実施しているが、中小・小

規模事業者が引上げ後も制度を有効に活用ができるようきめ細やかな対応を望む。 

卸売市場 ［影響の内容］ 

〇総合市場 

・現時点では、本年 10 月からの増税に対する具体的な懸念事項は見られない。生鮮に関わる駆け

込み需要等は発生しないが、消費者の水産離れが加速することを懸念。 

〇総合市場 

・影響大。消費者の節約志向の高まりによる購買力の減少を懸念。 
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分野 内     容 

卸売市場 〇水産市場 

・影響大。システム改修に伴うコストの増。 

・軽減税率制度により、業界への影響は軽微と予想。 

〇青果市場 

・日々消費する食品を節約というわけにもいかないので、消費の上下動はあまりないものと思わ

れる。長期間の保存に向かないため、駆け込み需要もない見込み。加工業者や外食産業におい

て、廃棄率の見直しなど行えば、若干消費量の減少も考えられる。 

［対策］ 

〇総合市場 

・生鮮品であることから買いだめ等の消費行動は期待できず、一方で買い控え傾向は加速すると

考えられる。増税時期は年末商戦の商談開始時期と重複してくるため、売上額、収益額の確保は

厳しいものとなる。 

・システム改修等はグループ全体で対応。 

〇水産市場 

・軽減税率制度対策としてのシステム改修･導入の実施。 

〇青果市場 

・仕入れの仕方によって税率が変わるため、システム対応は進行中。 

［国・道への要望］ 

〇総合市場 

・大手小売店等の強力なバイイングパワーを有する先に対する事前、事後の監視、指導。 

〇水産市場 

・中小企業や地方自治への支援制度の確立。便乗値上げや転嫁拒否等に対する監視･取締の徹底。 

観  光 

（旅行業） 

［対策］ 

・消費増税に対応したクーポン券の発行については、８月１日発券分より 10％での対応を既に行

っている。 

・キャッシュレス化を向上させるために、消費者へのポイント還元・割引を行う。 

・消費者５％還元で集客力を向上させる。 

・決済手数料を実質 0.87％（1.3％のうち国が 1/3を補助）とする。 

観  光 
（ホテル業） 

［影響の内容］ 

・人件費に係る影響が大きい。客室の清掃業務等は主婦層がメインであるが、人手不足で時給を上

げないとなかなか来てくれない。また、主婦層は扶養の範囲で働く傾向があるので、時給を上げ

ると結果的に働く時間が短くなる。消費税増税分の仕入れ高を客室単価に転嫁するもの難しい。 

建  設 ［影響の内容］ 

・消費税 10％の引上げに伴う駆け込み需要は想定よりも少なく、８％に引き上げられたときより

も少なかったと思われる。（増税前の平成 31 年３月 31 日迄に工事等の契約を済ませば経過措

置として 10 月１日以降の引渡しでも消費税８％が適応される。） 

・しかし、消費税率が引き上げられることにより資材等の価格が上がる影響は大きいことから、利

益確保のため経費節減などの対策が必要となってくる。 

［対策］ 

・消費税率引き上げに対する業界としての対策は現在のところ特にないが、下請け契約、資材購入

等において消費税を適正に上乗せした契約締結が重要となってくる。 

運  輸 ［影響の内容］ 

・駆け込み需要及び増税後の反動による輸送量への影響が懸念される。 

［対策］ 

・消費税が運賃等に適正に転嫁されるよう、広報活動等の対策を実施。 

［国・道への要望］ 

・消費税の円滑かつ適正な転嫁を徹底されるよう指導されたい。 
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分 野 内     容 

経済団体 
商工会議所 
連合会 

［影響の内容］ 

〇小売業 

・10 月の消費税増税に向けては駆け込み需要に期待したいが、その後の反動（買い控え）の影響

があると考えている。 

〇建設資材卸業 

・消費税率引き上げ前の駆け込みについては、10 月以降エコポイントの付与があるので、それほ

どでもないようだ。 

〇コンビニ 

・消費税増税により原材料等も値上がりし、企業は影響を受け、消費者も節約志向に向かっていく

のではないか。 

〇ビアホール 

・仕入コスト・人件費の上昇に伴い、消費税率の改正時にどのような価格戦略をとっていくかが喫

緊の課題である。 

〇美容業 

・今年 10月から消費税が 10％に上がるため、常連客が来店する回数が減るのではないかと心配し

ているが、打開策は特にない。 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

［影響の内容］ 

○木材・木製品製造業 

・住宅関連需要の影響は少ないと思われる。その他、若干駆け込みがあるが、限定的で影響は小さ

いと思われる。（一般製材） 

○一般機器製造業 

・外税方式により消費税の増税は大部分で理解されると思われる。（印刷業、金属工作機械：札幌） 

○卸売業 

・前回より増税幅は小さいが、消費者への心理的影響は大きい。年金問題もあって消費意欲は大幅

に低下すると思われ、売上に与える影響は大きいと考えている。（各種商品：札幌） 

○小売業 

・多少の駆け込み需要はあると思われるが、過去の消費税率アップの時も家電業界の個人店には

大きな影響はなかった。（電気機械器具） 

○サービス業 

・企業のＩＴ投資は消費税率引き上げに関わらず積極的に実施されると予測されることから、増

税がシステム案件の減少につながることは考えにくく、道内の中小システム開発企業への影響

はほとんどない。逆に、税率変更に伴うシステム改修や軽減税率適用のためのシステム開発案件

の増加が見込まれ、増収益につながりそうだ。（ソフトウェア） 

・影響の度合いは多少あり、駆け込み需要の反動による売上・受注の減。（自動車整備） 

○運輸業 

・影響は大である。運送業の道具である車両代や燃料代の値上がりが利益を圧迫する。（一般貨物

自動車運送：小樽） 

［対策］ 

○卸売業 

・システム改修。インボイス制度への対応等、軽減税率の周知徹底。（各種商品：札幌） 

○小売業 

・キャッシュレス決裁を想定し、ＪＭＳと提携しカード端末機の導入を全道に紹介している。（電

気機械器具） 
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分 野 内     容 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

○商店街 

・複数税率への対応が必要となり、システム改修・メニュー表の改訂などコスト増となる。国のキ

ャシュレス支払へのポイント還元を実施するため、キャッシュレス決済端末の導入と併せて、新

たに決済手数料の支払負担が発生する。（各種商品：帯広） 

○サービス業 

・当業界においては、消費税率引き上げに対して、現状で負の影響は聞こえてこない。案件の見積

についても従来から消費税率引き上げは折込み済みで対応しているケースが多く、業界として

改めて何らかの対策を打つことは考えていない。（ソフトウェア） 

［国・道への要望］ 

○食料品製造業 

・軽減税率の廃止。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・施策等を実施される場合は、早めの情報提供をお願いしたい。（一般製材） 

○一般機器製造業 

・消費低迷などマクロ的な経済への悪影響により売上に響く可能性があるので、経済対策をしっ

かり行ってほしい。（金属工作機械：札幌） 

○卸売業 

・年金システムの問題や実質賃金の伸び悩み等から将来への不安が高まっている中での消費税引

き上げは、個人消費を更に萎縮させ影響は大きいと見込まれる。明確な財政の安定策や社会保障

の充実等、納得できる税収の使い道を示してほしい。（各種商品：札幌） 

○小売業 

・個人店への消費者５％還元を率が低くても１年ほど続けてほしい。（電気機械器具） 
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（６）電気料金が経営に与える影響と対策 

分 野 内     容 

機  械 ［現在の電気料金の負担感］ 

・「負担だ」と回答した企業が 22.1％、「やや負担だ」が 47.1％、「あまり負担ではない」が 

33.１％、「まったく負担ではない」が 3.7％。 

［前年同期と比較した電気料金の負担感の変化］ 

・「重くなった」が 22.8％、「軽くなった」が 5.1％、「変わらない」が 69.9％。 

［電気料金の負担感の今後の見通し］ 

・「重くなる見込み」が 22.8％、「軽くなる見込み」が 2.9％、「変わらない見込」が 68.4％。 

［新たな対策］ 

・「省エネ機器の導入」が 30.9％、「契約プランの見直し」が 13.2％、「電力会社の切替」が 

8.1％。 

（北海道機械工業会「企業経営環境調査」） 

Ｉ  Ｔ ［現在の電気料金の負担感］ 

・印刷事業も行っているＩＴ企業等、一部の企業は負担を感じている。 

［前年同期と比較した電気料金の負担感の変化］ 

・変わらない。 

［電気料金の負担感の今後の見通し］ 

・変わらない見通し。 

食  品 

（冷凍） 

［現在の電気料金の負担感］ 

・非常に負担に思う企業が多い。 

［前年同期と比較した電気料金の負担感の変化］ 

・変わらない、もしくはやや重くなっている。 

［電気料金の負担感の今後の見通し］ 

・重くなる見込み。業界では製造、流通、消費に電気が使われることが多く、付加価値の高い製品

でなければ冷凍食品製造は厳しくなる。 

食  品 

（菓子） 

［電気料金の負担感の今後の見通し］ 

・働き方改革に伴い保管施設の充実を迫られることになり、そうした施設の品質保持に必要な電

力需要が高まる。 

商 店 街 ［現在の電気料金の負担感］ 

・現行の電気料金については引き続き負担感が強く、今後も同様の負担感が続くものと憂慮され

る。 

［新たな対策］ 

・省エネ機器の導入や契約プランの見直し等については、事業所が個々に判断し行っている。 

卸売市場 ［現在の電気料金の負担感］ 

〇総合市場 

・電気料金に関する高止まり感は認識しており、道内における電力自由化の恩恵はあまり感じら

れない。 

・非常に負担。 

〇水産市場 

・やや負担である。 

〇青果市場 

・冷蔵倉庫の稼働や低温売場の冷却など、夏場は冷房に係る電気の消費が大きいため、非常に負担

である。 
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分 野 内     容 

卸売市場 ［前年同期と比較した電気料金の負担感の変化］ 

〇総合市場 

・変わらない。 

〇水産市場 

・変わらない。 

〇青果市場 

・負担感は変わらない。 

［電気料金の負担感の今後の見通し］ 

〇水産市場 

・変わらない見込み。 

〇青果市場 

・猛暑日が続いたり入庫量が増えれば負担は重くなる。そうでなければ変わらない。 

［新たな対策］ 

〇総合市場 

・今後の設備更新に関しては、省エネ対策機器の導入を優先して進める（新冷蔵庫建設着工）。 

・電力会社の見直し実施。 

〇水産市場 

・節電励行とクールビズ運動の継続。関係居住区内の冷房の設定温度を管理。 

〇青果市場 

・モニタリング機器は導入済みで、対策は特にない。 

観  光 
（ホテル業） 

［影響の度合い］ 

・非常に負担。 

［前年同期と比較した電気料金の負担感の変化］ 

・原油高に係る燃料調整費により電気料金は上昇傾向。以前は燃料調整費はそれほど大きいもの

ではなかったため、負担は重くなったと感じる。 

［電気料金の負担感の今後の見通し］ 

・燃料調整費次第ではあるが、重くなる見込。 

建  設 ［現在の電気料金の負担感］ 

・電気料金については、各企業において経費節減・省エネ設備の導入等を行い、個別企業の努力目

標は達成していることから、業界全体に対する影響は少ない。 

・現状では負担感はなく変化も見られないが、建設業は仮設工事費に電気料がかかり工事原価に

反映されるため、電気料金の値上げがあれば、仮設経費（維持経費等）への影響が出る。 

運  輸 ［現在の電気料金の負担感］ 

・電気は運送に付随する荷役機器や貨物施設（ターミナル、保冷貯蔵施設等）に多く利用されてお

り、負担感は大きい。 

［前年同期と比較した電気料金の負担感の変化］ 

・電気の使用量については、季節的（冷暖房等）要因以外については、変動する要因は少ないため、

電気料金の変動がない場合は負担感の変動は少ない。 

［電気料金の負担感の今後の見通し］ 

・貨物量が大きく変わらない限りは、変わらない見通し。 
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分 野 内     容 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

［現在の電気料金の負担感］ 

○食料品製造業 

・非常に負担。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・負担である。人件費以外の生産コストに直結しているため負担大。（一般製材） 

○紙・紙加工品製造業 

・やや負担。（加工紙） 

○印刷業 

・非常に負担。（印刷） 

○窯業・土石製品製造業 

・実態の把握ができていないが、近年、生コン出荷量は低迷し、固定費のウエイトが高まる中、高

止まりした電気料金の引き下げが望まれる。（生コンクリート） 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・やや負担。（金属製品） 

○一般機器製造業 

・非常に負担であり、料金の値下げを要望。（印刷業、金属工作機械：札幌） 

○卸売業 

・コストに占める電気料金の割合が小さいことから負担感は少ない。（各種商品：札幌） 

○小売業 

・あまり負担ではない。（電気機械器具） 

○サービス業 

・非常に負担。（公衆浴場） 

・ＩＴ企業は電気が企業活動の成否につながるため、電気の安定供給にこだわるＩＴ企業が多く、

電気料金の負担感についての認識はそれほど高くない。（ソフトウェア） 

・あまり負担ではない。（自動車整備） 

○運輸業 

・前年に比べ増加しており、負担となっている。（一般貨物自動車運送：小樽） 

［前年同期と比較した電気料金の負担感の変化］ 

○食料品製造業 

・重くなった。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・年々重くなっている。新電力にして１年が過ぎたが以前より５～６％電力料金は安い。種々対策

によって、前年同期と負担感は同等。（一般製材） 

○紙・紙加工品製造業 

・重くなった。（加工紙） 

○印刷製造業 

・変わらない。（印刷） 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・変わらない。（金属製品） 

○卸売業 

・前年対比では負担感はやや大きくなっている。（各種商品：札幌） 

○小売業 

・変わらない。（電気機械器具） 

○サービス業 

・変わらない。（公衆浴場） 

・前年同期と比較した電気料金の負担感や今後の見通しについては、軽くなることに越したこと

はないが、経営上の軽微なリスクにはなっても、現状では電気料金は経営課題にはなっていな

い。（ソフトウェア） 

・会員は新電力会社に移行し、毎月の電気料金は下がった。（自動車整備） 
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分 野 内     容 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

［電気料金の負担感の今後の見通し］ 

○食料品製造業 

・重くなる。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・買い入れ先を変更するが、負担感は多少重くなる見込み。（一般製材） 

○紙・紙加工品製造業 

・重くなる。（加工紙） 

○印刷業 

・重くなる。（印刷） 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・変わらない見込。（金属製品） 

○卸売業 

・それほど変わらない見通し。（各種商品：札幌） 

○小売業 

・変わらない見込み。（電気機械器具） 

○サービス業 

・変わらない。（公衆浴場） 

・変らない見込み。（自動車整備） 

［新たな対策］ 

○食料品製造業 

・電気料金プランと節電の見直し。（水産食料品：留萌） 

○木材・木製品製造業 

・買い入れ先の変更を７月より実施。契約プランの見直し。（一般製材） 

○印刷業 

・組合として新電力紹介事業を行っている。（印刷） 

○鉄鋼・金属製品製造業 

・電力オーバー対策会議の実施、構内の電熱ヒーター使用禁止、高電力機器の重複使用禁止。（金

属製品） 

○卸売業 

・新ビルを建築中で省エネ機器を取り入れている。（各種商品：札幌） 

○小売業 

・契約プランの見直し。（電気機械器具） 

○サービス業 

・電力会社の切替・省エネ機器の導入等。（公衆浴場） 

・前年の胆振東部地震でブラックアウトを経験したため、自家発電装置の導入や高容量のバッテ

リーの購入等を電気確保策として自前で考える道内中小ＩＴ企業が散見されたが、実際に導入

した事例は聞こえていない。電力会社の切り替えは臨機応変に実施している。（ソフトウェア） 

・協同組合から希望する傘下会員に新電力の紹介をしている。（自動車整備） 

○運輸業 

・契約プランの見直しを電力会社に図ってもらうか、電力会社の切り替えをしている。（一般貨物

自動車運送：小樽） 

［その他］ 

○小売業 

・消費者への省エネ家電を推進している。（電気機械器具） 

○サービス業 

・ＢＣＰ（事業継続計画）の策定については、コストや人員の問題で当初よりは関心が薄まってい

る。（ソフトウェア） 
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（７）日本銀行の金融政策に伴う影響 

分 野 内     容 

機  械 ・「設備投資」に影響があると回答した企業が 19.8％、「資金繰り」が 7.4％、「融資審査」が 

4.4％。 

（北海道機械工業会「企業経営環境調査」） 

Ｉ  Ｔ ・現状では特段の影響はないものと考えているが、長期的にはどのような影響があるのか判断は

難しい。 

食  品 

（菓子） 

・円滑な資金提供。 

建  設 ・マイナス金利等については、借入が必要な企業にとってはメリットとなり得るが、現時点では影

響が顕在化していない状況である。 

経済団体 
中小企業 
団体中央会 

○食料品製造業 

・マイナス金利で借り入れは容易になっているのだろうが、日本の景気は良くなるのか疑問。（水

産食料品：留萌） 

 


