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回 答 率

回 答 企 業 数

調 査 対 象 企 業 数 500社

県内９つの商工会議所（宮崎・都城・延岡・日向・高鍋・日南・小林・
串間・西都）の地域の実情を考慮して、製造業、建設業、卸売業、小売
業、サービス業の５業種で合計５００社を調査対象とした。

調査対象１四半期について前期比、前年同期比及び来期見通しについ
て、売上高（出荷額・受注額）、採算（経常利益ベース）、資金繰りの
状況、仕入れ単価（資材、原材料、商品）、雇用（労働力）状況（含む
パート）、設備投資計画、業況の各項目ごとに景況感を調査した。

県内９商工会議所において、それぞれの地域の調査対象企業へ調査票を
送付し、回答を返信用封筒及びファクシミリで返信していただき、それ
ぞれの商工会議所で行った調査結果を宮崎商工会議所専門経営指導セン
ターにインターネットを活用して返信し、集計分析を行った。

34社

155社

（ 業 種 別 ）　

155社

31.0％

（１）回答率

１．    実施概要

合 計

サ ー ビ ス 業

小 売 業

卸 売 業

建 設 業

製 造 業 53社

25社

15社

28社

（３）調査内容

２０１１年１０月～１２月期

（２）実施時期

（４）調査対象

（５）調査方法

2



２．    調査結果（ＤＩ）

ＤＩとは（景況判断指数）とは

前年同期比（全企業ＤＩの推移）

　　　設備投資ＤＩ＝（拡大　　〃　　）―（減少　　〃　　）

　　　業　　況ＤＩ＝（好転　　〃　　）―（悪化　　〃　　）

　ゼロを基準として、プラス値で景気の上向き傾向を表す回答の割合が多いことを示し、マイナ

　ＤＩは、売上・採算・資金繰り・仕入価格・雇用状況・設備投資・業況などの各項目につい

　　　採　　算ＤＩ＝（好転　　〃　　）―（悪化　　〃　　）

　　　売　　上ＤＩ＝（増加回答の割合）―（減少回答の割合）

ての、判断状況を表します。

スの値で景気の下向き傾向を表す回答の割合が多いことを示します。従って、売上高などの実数

値の上昇率を示すものではなく、強気・弱気などの景気感の相対的な広がりを意味します。

　　　資金繰りＤＩ＝（好転　　〃　　）―（悪化　　〃　　）

　　　仕入価格ＤＩ＝（下落　　〃　　）―（上昇　　〃　　）

　　　雇用状況ＤＩ＝（不足　　〃　　）―（過剰　　〃　　）
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09・4-6 7-9 10-12 10・1-3 4-6 7-9 10-12 11・1-3 4-6 7-9 10-12

■ 売上 -52.3 -47.9 -42.2 -16.1 -20.7 -18.5 -8.1 -14.5 -19 -24.7 -8.1

◆ 採算 -42.9 -46.3 -33.9 -16.2 -19.6 -17.8 -16.3 -13.9 -22.7 -24.7 -22.6

● 資金繰り -29.8 -32.7 -22 -20 -19.8 -18.2 -24.5 -12.4 -16.4 -21.2 -15.3

▲ 仕入価格 -4.6 -5.6 4.6 -18.4 -18 -24.4 -27.7 -41.2 -47.8 -37.7 -41.8

△ 雇用状況 -16.9 -20.7 -8.3 -13.1 -21.3 -22.2 -24.5 -3.6 -9.2 -3.5 1.6

◇ 設備投資 -23 -24.2 -19.3 -15.5 -9.7 -7.4 -3.1 -16.1 -14.3 -20 -11.4

＊ 業況 -51.2 -44.9 -24.8 -12.5 -12.7 -9.8 -5 -20.7 -25.7 -27.1 -21.3
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「円高影響による海外企業への取引シフト進む」

（３）経営上の問題点

　全業種を通して、円高の影響が強く出ており、取引業者が海外取引を始めるケー

スが多くなっている。国内需要は低迷する中、高止まりを見せない仕入にかかる費

用カットのために、国内取引をやめる企業が増えてきている。

　また、今期に関しては年末需要に期待する声が多い中、景気不安による消費行動

の鈍化、公共工事の縮小などにより悪化を挙げる企業が多かった。

　東日本大震災やタイの洪水の影響は少しずつではあるが回復傾向にあるが、業

種によっては仕入れ材料の供給が間に合わず先行きを危惧する企業が少なくな

い。ますます価格競争による企業圧迫が予測されている。

　来期の見通しとしては、年度末需要に期待をするものの、需要の見込みが立た
ず、不安視する企業が多い。その結果、売上ＤＩにも表れているよう、各項目の悪化
が現実味を帯びている。
　また、相次ぐ仕入価格の高騰が確実に企業体力を削り始めており、その対応策と
して企業では新規顧客獲得のための出店やコストの見直しをこれまで以上に進めて
いる。中には、従業員の意識開拓を促し、実際に売り上げ増加につなげる企業も
あった。
　国内経済のみならず、中国やヨーロッパの経済不安が今後どのような形で影響さ
れるか注目されている。

　今回の上位順位は、１位に「新規市場を開拓したい」、２位に「その他の合理化を

実施したい」、３位は「新製品の開発を行いたい」となった。

　長引く経済低迷の中からの脱却と現状を乗り切るための施策について企業の関

心は高い様子である。

今回の上位順位は、１位に「需要の停滞」、２位に「原材料（仕入単価）価格の上

昇」」が挙がり、３位は「製品（販売）単価の低下・上昇難」が続く結果となった。これ

は前回調査時（平成２３年度・第２四半期）と同じ項目であり、第２四半期から引き続

く課題として考えられる。

３．　概況

（４）今後の対応策

（２）来期の見通し

（１）今期の特徴
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４． 県内の景気動向（全業種）

前年同期比では、前期
比同様に仕入れ価格ＤＩ
の上昇（△41.4）が際立
ち、採算の悪化などの影
響となって表れた。受注
単価が下がる中で、原材
料や原油等が上昇し、利
益の薄い経営を余儀なく
されている。また、消費
行動の冷え込みは企業
のみならず、一般消費者
においても年末商戦では
買い控えが顕著に表れ、
例年ほど上がらなかっ
た。

全業種における来期見
通しでは、今後も仕入価
格の上昇が不安材料と
して挙げられ、収益の縮
小を危惧する声が多い。
今後の需要としては、一
部企業において年度末
需要で好転を期待する
声が多いものの、先行き
の不透明な中で、度重な
る震災や経済不況によ
り、自社努力において来
年度を乗り切ることを予
想する企業が多い。

　前期比を見ると、仕入
価格ＤＩ（△32.9）となり、
全業種において、今期は
材料費等の高騰が進ん
だ。状況としては、各業
種で二極化が進み、需
要を見込む声と一層の
冷え込みを危惧する声
が挙げられた。また、円
高やヨーロッパの影響を
受け、海外取引を始める
取引先が増え、さらなる
需要減少が起き始めて
いる。

前年同期比（平成２２年１０月～１２月比）

前期比（平成２３年７月～９月比）

来期見通し（平成２４年１月～３月見通し）
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来期見通し（平成２４年１月～３月見通し）

前年同期比（平成２２年１０月～１２月比）

５． 業種別の景気動向

前期比（平成２３年７月～９月比） 前期比を見ると、売上高
ＤＩ（13.2）が増加を示し、
今期の販売額の増加を
示した。年末の季節的要
因が大きいが、あくまで
前期との比較であり、ほ
ぼ横ばいないし不変と感
じる企業が多い。震災特
需により需要が伸びてい
たものの、その波も収ま
りつつある。また、海外
からの安価な商品の流
入により、企業の置かれ
る状況厳しさを増してい
る。

前年同期比を見ると、こ
ちらも仕入価格ＤＩ（△
52.9）の上昇が際立つ。
東日本大震災やタイの
洪水などにより、材料の
調達が難しくなり、合わ
せて原油高騰により大き
な影響を見せる。仕入価
格上昇により収益の利
幅が狭まり、採算が合わ
ない状況である。一方、
新規顧客の獲得や営業
努力により業績を伸ばす
企業も現れている。

来期見通しでは、仕入れ
価格ＤＩ（△31.4）となり、
見通しとしても仕入価格
の上昇が業界として懸念
されている。震災やタイ
の洪水など相次ぐ自然
災害により供給のサイク
ルに乱れが生じ、需要も
冷え込んでいる状況下、
円高の影響等でさらに厳
しい経営環境となってい
る。年度末の季節需要
も、好転を予想する材料
としては乏しい様子であ
る。
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（１）製造業 
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前年同期比では、採算Ｄ
Ｉ（△４４）の悪化が目立
ち、売上ＤＩの落ち込みも
大きい。一部企業では需
要の増加を理由に好転
を挙げるものの、多くの
企業においては、胃液率
の低下と赤字工事の受
注により経営の圧迫が
進む。また、前年をどうに
か乗り越えた企業も、長
引く不透明な経営状況に
より、現状の打開策を見
いだせず、売上の減少が
進む様子である。

来期見通しでは、売上ＤＩ
（△６０）、採算ＤＩ（△５６）
と今後さらなる厳しい様
子を想像させる数値を示
している。業況の悪化も
予想され、今後の受注減
少、利益率低下による不
安が大きい。これから迎
える年度末需要に関し
て、期待を挙げる声が多
いが、現状では受注見込
みは少なく、価格競争に
よる薄利経営を余儀なく
される企業が多い。

前年同期比（平成２２年１０月～１２月比）

来期見通し（平成２４年１月～３月見通し）

前期比（平成２３年７月～９月比） 建設業の前期比を見る
と、採算ＤＩ（△20）の悪化
が目立つ形となっている
が、売上ＤＩにおいては、
ゼロ表示となった。背景
として、比較した前期と
今期の変化がなく現状維
持の様子が大きい。好転
を見通すには、工事量の
減少や薄利受注により
企業の置かれる立場は
厳しい。民間工事の受注
を受け、好転と挙げる声
があるものの、全体とし
て低調にある。

５． 業種別の景気動向
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（２）建設業 
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卸売業の前期比を見る
と、売上ＤＩならびに採算
ＤＩ、業況ＤＩにおいてプラ
ス数値を示し、今期にお
ける業界の回復傾向がう
かがえる。要因として、今
期は年末に向けた季節
的要因が大きく、年末需
要がプラス拡大の理由と
して考えられる。また、自
社のコスト削減策などが
功を奏した結果である。
しかし、取引業種の低迷
により依然として厳しい
状況におかれる企業も
多くある。

前年同期比を見ると、仕
入価格ＤＩ（△６６．６）と他
の項目と比較すると突出
してマイナス数値を示し
た。前期と比較した仕入
価格上昇が企業の経営
体力を削ることになりえ
る。資金繰りＤＩの悪化も
これによる影響と考えら
れる。業界内では、景気
低迷の影響を受け、消費
の冷え込み、官公庁の
需要停滞など、今後先を
見通すには良い材料が
乏しい状態にある。

来期見通しを見ると、売
上ＤＩ・仕入価格ＤＩがとも
に△３３．３ポイントとな
り、今後の見通しで売上
は悪化を予想する企業
が多い。その理由とし
て、景気低迷による業界
の悪化が、先行きを不透
明にしており、年度末の
需要の見通しが立ってい
ないことが挙げれてい
る。春にかけての需要を
期待する声があるもの
の、全体としてこれまで
以上に厳しい経営を強い
られる様子である。

５． 業種別の景気動向
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（３）卸売業 
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小売業の前期比を見る
と、仕入価格ＤＩ（△35.7）
のマイナス数値が大き
く、次いで資金繰りの悪
化が目立つ形となった。
売上ＤＩ、採算ＤＩではプラ
スに伸びており、仕入の
負担が大きいが売上等
は前期と比較すると増加
した様子である。タイの
洪水の影響が落ち着い
たことや年末の需要によ
り好転を感じる企業が多
い。しかし、価格競争に
より利益の見込めない企
業も少なくない。

前年同期比を見ると、前
期比とは違い、すべての
項目においてマイナス数
値を示した。特に、採算
ＤＩ（△32.1）はマイナス幅
が大きく、国の補助金打
ち切り、消費者の買い控
え、仕入価格上昇による
収益悪化が前年よりも厳
しいものとなっている。ま
た、厳しい状況の中で、
前年と同水準で営業を行
う企業もあり、不景気の
中でコスト削減、新規顧
客獲得による不変と挙げ
る企業も多い。

小売業の来期見通しで
は、仕入価格ＤＩ（△35.7）
のマイナス数値が際立っ
て示した。円高の影響や
原油の高騰など様々な
状況により仕入価格が
上がり、企業負担が大き
くなる。業界自体の価格
の下落が続く中、新たな
商品を柱とした営業を始
める企業では来期への
期待が大きい。円高や景
気低迷、今後予定される
増税による消費行動の
抑制が不安視されてい
る。

前期比（平成２３年７月～９月比）

５． 業種別の景気動向

前年同期比（平成２２年１０月～１２月比）

来期見通し（平成２４年１月～３月見通し）
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悪化      悪化      悪化       上昇      過剰       縮小      悪化 
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（４）小売業 
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サービス業の前年同期
比では、前期比に続き仕
入価格ＤＩ（△45.5）の悪
化が大きい。業況ＤＩもマ
イナス幅が大きく、業界
自体の冷え込みが予想
される。社員の意識改革
により売上の上昇を挙げ
る企業や新規受注によ
る好転となった企業もあ
る。しかし、景気不安が
続き、自然災害も重な
り、現状としては依然とし
て厳しい状況である。今
後、燃料高騰の影響を心
配する声が多い。

来期見通しでは、雇用状
況を除き、マイナス拡大
となった。キャンプシーズ
ンに入ることによる観光
客の増加で売上増加や
新年の需要を期待する
声が多い。しかし、これ
から閑散期を迎える企業
が多く、景気低迷や燃料
費の高騰がさらに消費マ
インドが硬化することを
懸念する声がある。気温
の下がる今後、消費行動
も冷え込み企業の置か
れる見通しは厳しいもの
となっている。

来期見通し（平成２４年１月～３月見通し）

前年同期比（平成２２年１０月～１２月比）

対前期比では仕入価格
ＤＩ（△39.4）のマイナス数
値が目立ち、次いで業界
ＤＩ（△24.2）の悪化が見
える。年末需要による好
転を挙げる企業も少なく
ないが、それ以上に景気
回復の遅れによる消費
行動の鈍化が悪化の原
因となっている様子であ
る。取引先企業の経営も
厳しい状況にあり、需要
が見込めない。また、九
州新幹線の影響も徐々
に出てきており、西九州
との差が出てきている。

前期比（平成２３年７月～９月比）

５． 業種別の景気動向
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増加      増加      好転       低下      不足        拡大          好転 
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増加      増加      好転       低下      不足        拡大          好転 

 

（５）サービス業 
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順位

１位 需要の停滞

２位 原材料（仕入単価）価格の上昇

３位 製品（販売）単価の低下・上昇難

４位 県内大手企業の事業展開による競争の激化

５位 県外大手企業の進出による競争の激化

順位

１位 需要の停滞

２位 製品（販売）単価の低下・上昇難

３位 原材料（仕入単価）価格の上昇

４位 円高による海外製品との競争激化

５位 製品ニーズの変化

順位

１位 需要の停滞

２位 県内大手企業の事業展開による競争の激化

３位 県外大手企業の進出による競争の激化

４位 新規参入業者の増加

５位 新規参入業者の増加

項目一覧

    1.県外大手企業の進出による競争の激化     2.需要の停滞

    3.県内大手企業の事業展開による競争の激化     4.新規参入業者の増加
    5.生産設備の不足     6.製品ニーズの変化
    7.原材料（仕入単価）価格の上昇     8.生産設備の過剰
    9.原材料・人件費以外の経費の増加    10.人件費の増加
   11.製品（販売）単価の低下・上昇難    12.原材料の不足
   13.熟練技術者（従業者）の不足    14.金利負担の増加
   15.従業員の不足    16.事業資金の借入難
   17.商品在庫の過剰    18.取引条件の悪化
   19.円高による海外製品との競争激化    20.代金回収の悪化

６． 経営上の問題点
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順位

１位 需要の停滞

２位 製品（販売）単価の低下・上昇難

３位 県内大手企業の事業展開による競争の激化

４位 原材料（仕入単価）価格の上昇

５位 県外大手企業の進出による競争の激化

順位

１位 需要の停滞

２位 原材料（仕入単価）価格の上昇

３位 県外大手企業の進出による競争の激化

４位 製品ニーズの変化

５位 製品（販売）単価の低下・上昇難

順位

１位 需要の停滞

２位 原材料（仕入単価）価格の上昇

３位 県外大手企業の進出による競争の激化

４位 人件費の増加

５位 熟練技術者（従業者）の不足

項目一覧

    1.県外大手企業の進出による競争の激化     2.需要の停滞

    3.県内大手企業の事業展開による競争の激化     4.新規参入業者の増加
    5.生産設備の不足     6.製品ニーズの変化
    7.原材料（仕入単価）価格の上昇     8.生産設備の過剰
    9.原材料・人件費以外の経費の増加    10.人件費の増加
   11.製品（販売）単価の低下・上昇難    12.原材料の不足
   13.熟練技術者（従業者）の不足    14.金利負担の増加
   15.従業員の不足    16.事業資金の借入難
   17.商品在庫の過剰    18.取引条件の悪化
   19.円高による海外製品との競争激化    20.代金回収の悪化

６． 経営上の問題点

3 

13 

5 

1 0 1 
4 

0 1 0 

6 

1 0 1 0 1 0 
2 1 1 0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

卸売業 

項目 

6 

19 

4 3 
0 

6 
10 

0 
4 5 6 

0 1 1 1 3 3 2 0 
3 

0 

5 

10 

15 

20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

小売業 

項目 

8 

21 

5 3 3 3 

11 

0 
3 

6 5 
0 

6 
2 

6 4 
1 0 0 0 0 

5 

10 

15 

20 

25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

サービス業 

項目 

12



順位

１位 新規市場を開拓したい      

２位 その他の合理化を実施したい

３位 新製品の開発を行いたい

４位 人件費を削減したい　　　　

５位 経営の多角化を行いたい　

順位

１位 新規市場を開拓したい      

２位 その他の合理化を実施したい

３位 新製品の開発を行いたい

４位 人件費を削減したい　　　　

５位 経営の多角化を行いたい　

順位

１位 人件費を削減したい　　　　

２位 新規市場を開拓したい      

３位 その他の合理化を実施したい

４位 経営の多角化を行いたい　

５位 下請発注を減らしたい

項目一覧

    1.新規採用を見合わせたい     2.雇用調整を行いたい（１を除く）
    3.人件費を削減したい     4.生産調整を行いたい（操業短縮など）
    5.その他の合理化を実施したい（製造工程の簡素化など）
    6.設備投資を縮小したい     7.新製品の開発を行いたい
    8.新規市場を開拓したい     9.業種転換を行いたい
   10.経営の多角化を行いたい    11.下請け発注を減らしたい
   12.海外へ生産拠点を移したい    13.海外から原料・部品を調達したい

７． 今後の対応策
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順位

１位 新規市場を開拓したい      

２位 その他の合理化を実施したい

３位 新製品の開発を行いたい

４位 新規採用を見合わせたい　　

５位 経営の多角化を行いたい　

順位

１位 その他の合理化を実施したい

２位 新規市場を開拓したい      

３位 経営の多角化を行いたい　

４位 人件費を削減したい　　　　

５位 雇用調整を行いたい（１を除く）

順位

１位 新規市場を開拓したい      

２位 その他の合理化を実施したい

３位 新製品の開発を行いたい

４位 人件費を削減したい　　　　

５位 設備投資を縮小したい      

項目一覧

    1.新規採用を見合わせたい     2.雇用調整を行いたい（１を除く）
    3.人件費を削減したい     4.生産調整を行いたい（操業短縮など）
    5.その他の合理化を実施したい（製造工程の簡素化など）
    6.設備投資を縮小したい     7.新製品の開発を行いたい
    8.新規市場を開拓したい     9.業種転換を行いたい
   10.経営の多角化を行いたい    11.下請け発注を減らしたい
   12.海外へ生産拠点を移したい    13.海外から原料・部品を調達したい

７． 今後の対応策
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印刷物の公共的発注で、県外流出を防止してほしい。

通信業 日向 運転資金の借り入れの緩和対策。借り入れ中の金利軽減見直し。
大手企業の地方分散化（製造部門）。大手スーパーの地方進出防
止、薄利多売の競争防止。

食品工業 日向 TPPについて、導入された後に、県内の産業・畜産がどうなるのかを
事前に詳しくシミュレーションさせて対応していただきたい。放射能が
県内にどのような影響を与えていくのか。また、影響が出た場合の
迅速な対応をお願いしたい。

管工事冷暖房設備 宮崎 もう少し、国・県・市の方針を明確にし、安心して生活ができる環境を
作ってほしい。

製造業

建設業

製造業

サービス業

小売業

サービス業

サービス業 ホテル 日向

オフセット印刷物製造 宮崎

一般飲食店 高鍋 消費税アップの問題、どうにか上げないでほしい

弁当製造販売 宮崎 消費税の１０％と税金ＵＰをやめてほしい。ますます不景気になり、
消費が落ち込む。

サービス業

小売業

製造業

サービス業

製造業

製造業

アルミ製品製造業 都城 国政の安定。

紙･パルプ製造 日南 今回の東京電力の企業向け値上げにより紙パルプでは東電管内が
８６億円ものコスト負担が生じるとのことである。九州電力管内にお
いても同様の動きがないとも言えない為、今後さらにコスト削減に取
り組まねば生き残りは難しいと考える空洞化の加速が心配である。

製造業

焼酎製造販売 串間 酒質の向上、年間フル稼働を図る。不退転な姿勢で前進あるのみ。

食品添加物製造業 宮崎 消費需要を増やす施策が従来と同じことしか行っていない。将来に
希望が持てる施策を早く提案してほしい。発想の大転換が必要。

建築資材卸 都城 今年も引き続き厳しい状況が続くと思いますが、在庫調整や経済対
策の強化及び対外経済環境の改善策が必要と思います。生産活動
が低い水準にある為、雇用情勢のさらなる悪化が懸念されます。世
界的な金融不安や世界景気の下振れ懸念など、景気が上向かない
状況が企業活動にも大きく影響しそうです。

建築設計 日南 市内の長という肩書のある方達が、地元の業者のことを考えていな
いと思います。

各種印刷 小林 国の政治に対しては、選挙対策の政策は、止めて頂きたい。国民が
振り回されるだけ将来を見据えての全体の計画を望みます。将来に
希望が持てれば、目先の少々の苦難は、我慢できます。

各種時計宝飾其の他 宮崎 国会において、野党時代にできもしないマニュフェストを表し、いざ政
治の実行になったときただ一つも実現できないことは次の政党に代
わっても期待できない。本当に景気を良くしようとすれば、第３勢力
が表れて現況を切り捨てて取り組まなければ、良くならないはずであ
る。

製造業

小売業

製造業

サービス業

建設業

サービス業

サービス業

総合小売業 宮崎 県主導によるイベント等にて消費拡大のきっかけを望む。ちょきく財
産（キャッシュ）、個人の貯めている分を引出消費に充てる作戦を考
える。潜在的には「金」はある。消費しないだけである。（プレミアム券
等）

焼酎製造業 小林 減税
雇用促進策の推進

貨物運送業　 都城 行政には期待してません。

ホテル、飲食業 日向 行政改革を国も県ももっと真剣に取り組んでほしいと思います。

一般旅客自動車運事業 宮崎 雇用対策、観光需要対策

土木工事一式 串間 公共工事の削減が経営内容を悪化させることは必至であり合理化
対策をさらに強化しなければならない。消費税の値上げは絶対反対
であり、民間取引の場合は消費税込価格が慣例となっている。

コンクリート製品 日南 業界が厳しい状況にある中、不良債権事故に対する施策、枠組みを
再構築していただきたい。

製造業

小売業

卸売業

プロパンガス販売 都城 円高で仕入価格が上昇している。万一円安にふれたら仕入価格の
急騰になると思われる。安定的な為替であることを希望したい。

港湾運送業 日南 会議・案内がないため物流推進政策ビジョンが見えない為、要望も
出せないし問題点も洗いだせない。

観光地としての設備投資を県として推進していただきたいと思いま
す。

８．国・県への要望
事業内容 略名 国県への要望業種名
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建設業 管工事 日向 民間委託の実施。

製造業 製材･チップ 都城 木材需給率を50％まで上げる政策を実現する為の実行策をさらに
やってもらいたい。ただし地産地消の考え方があまり厳しくなると、他
県への販売がしずらくなる。つまり、人口が少ない県に籍を置く企業
は非常に不利になる。あまり、限定的な制限はつけてほしくない。

小売業 石油製品販売 日南 誘致企業に力を入れてもらいたい。

卸売業

製造業

製造業

小売業

建築一式工事 高鍋 町においても住宅リフォーム助成事業をやってもらいたい

ＩＣ生産(組立ﾃｽﾄ検査 宮崎 超円高定着で大企業は海外へ生産シフトを実行している。海外拠点
のない中小企業は、困難な時代を迎えている。

製造業

電子電気機械部品製造 宮崎 法人税の見直しと設備費にかかる補助金の充実

食料品小売業 串間 毎年、人口が減少し高齢者が増えて、お客様の買い物の量、金額も
減少し客数も少なくなっている現状です。今後店内も縮小していかな
ければならないと思うときもあります。会議所はじめ各支援機関のア
ドバイスを仰ぎたい。

食品卸売 日向 徹底的なデフレ対策施策をおこなってもらいたい。具体的には公共
投資の増大、より一層の金融緩和・減税など。

管工事・製造業 日南 入札の公共事業の工事等の書類その他を簡素化にして、利益が出
るようにしてほしい。

衣料関係小売 小林 地元経済の活性化と雇用の増加が急務と思う。すぐには出来ないが
少子化への対策と学校（専門分野）の誘致等の強化を政治・行政の
面から実行計画を作り行動してほしい。手遅れになると思う。

製材業　 　　 都城 中小企業円滑化法が延長となったが、果たしてこれが最良の方法か
は謎である。再生できる企業が何％あるのか。自助努力なしに国に
頼るだけでは生き残れない。

小売業

製造業

建設業

サービス業

卸売業

サービス業

卸売業

総合食料品スーパー 日向 消費税は外税にするべきです。TPPは推進すべきですが、一時的に
影響される業種等には、補助金をだすべきと思います。

青果卸 日南 消費税率引き上げは絶対反対です。卸売業

葬祭業 小林 税金の無駄使いをやめてほしい。
天下り反対

鉄鋼卸売業 宮崎 地元企業の存続、守るため商工会中心にシステム作りが必要であ
る。地産地消を食品農産物だけでなく、建設業、加工業（製造）、運
送は地元商社（流通）でまとめた地産地消のＰＲを考えてほしい。

飲食業 日向 人の動きが少なく感じられる。時期的なところもあると思うが、もう少
し元気がほしい。こんな時期の増税や保険料の引き上げはやめて
ほしい。

建築資材販売 日向 世界の経済が立ち直ることが一番。円安になること。以上がよくなら
ないと国内はいくら内需拡大をしても日本の景気は良くならないと思
う。

小売業

８．国・県への要望
業種名 事業内容 略名 国県への要望
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