
①の理由 自由記述

②の理由 自由記述

青森県景気ウォッチャー調査特別調査（令和２年４月期）

１．概要

　新型コロナウイルス感染症が世界的に流行し、国内外の社会経済や、本県の地域経済及び県
民生活に大きな影響を与えていることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症が県内の景気に及
ぼす影響について、青森県景気ウォッチャーを対象に特別調査を行った。

令和２年４月１日～４月１７日　回答率　９９％

新型コロナウイルス感染症による県内の景気への影響に関する調査について

３．調査事項

令和２年４月

青森県企画政策部統計分析課

①新型コロナウイルス感染症拡大
による現在の景気への影響に対す
る判断

２．調査期間

②新型コロナウイルス感染症によ
る３カ月後の景気への影響に対す
る判断

５段階（非常に影響があった／どちらかといえば影響
があった／どちらとも言えない／どちらかといえば影
響がなかった／まったく影響がなかった）

５段階（非常に影響がある／どちらかといえば影響が
ある／どちらとも言えない／どちらかといえば影響が
ない／まったく影響がない）

設問 回答方法
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① 県全体の動向

県全体をみると、「非常に影響があった」との回答が６６．７％と最も多く、「どちらかと

いえば影響があった」との回答と合わせると８７．９％となった。「どちらとも言えない」と

の回答は９．１％、「どちらかといえば影響がなかった」との回答は３．０％となり、「まっ

たく影響がなかった」との回答はなかった。

② 地区別の動向　（※下北地区については、サンプル数が少ないため参考値）

地区別にみると、全地区において「非常に影響があった」との回答が最も多く、特に東青地

区で高い割合を示した。

③ 分野別の動向

分野別にみると、全分野において「非常に影響があった」との回答が最も多く、特に家計関
連では７割を超える結果となった。

（１）新型コロナウイルス感染症拡大による現在の景気への影響
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新型コロナウイルス感染症拡大による景気への影響に関する現状判断

回答別構成比（県全体）（％）

非常に影響があった
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どちらとも言えない

どちらかといえば影響がなかった

まったく影響がなかった
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東青 津軽 県南 下北(参考)

非常に影響があった

どちらかといえば影響があった

どちらとも言えない
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まったく影響がなかった
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家計関連 企業関連 雇用関連

非常に影響があった

どちらかといえば影響があった

どちらとも言えない

どちらかといえば影響がなかった

まったく影響がなかった

新型コロナウイルス感染症拡大による景気への影響に関する現状判断 回答別構成比（分野別）（％）

新型コロナウイルス感染症拡大による景気への影響に関する現状判断 回答別構成比（地区別）（％）
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④判断理由

判断理由では、「影響があった」理由としては、「全ての団体客がキャンセル(レストラン=

東青)」など、受注のキャンセルを挙げる声が多く、また、「中国製の部材を使っている設備

機器の納入予定が立たない(建設=県南)」などの声や、「仕事が無く社員の半数は休ませてい

る(旅行代理店=津軽)」、「売上低迷により求人オーダーがキャンセルされることがあった(人

材派遣=東青)」などの声もあった。一方で、「どちらとも言えない」理由としては、「来店客

は少し減ったが大きな変化はまだない(美容院=県南)」との声や、「一時的な紙関連、米、保

存食等の需要増により客数アップ(スーパー=県南)」などの声もあった。

　家計関連の内訳をみると、特に飲食において「非常に影響があった」との回答が多く、９１．
７％と非常に高い割合を示した。
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非常に影響があった

どちらかといえば影響があった

どちらとも言えない
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新型コロナウイルス感染症拡大による景気への影響に関する現状判断

回答別構成比（家計関連の内訳）（％）
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① 県全体の動向

県全体をみると、「非常に影響がある」との回答が８４．８％と最も多く、「どちらかとい

えば影響がある」との回答と合わせると９６．９％となった。「どちらとも言えない」との回

答は１２．１％、「まったく影響がない」との回答は１．０％となり、「どちらかといえば影

響がない」との回答はなかった。

② 地区別の動向　（※下北地区については、サンプル数が少ないため参考値）

地区別にみると、全地区において「非常に影響がある」との回答が最も多く、いずれも８割

を超える高い割合を示した。

③ 分野別の動向

分野別にみると、全分野において「非常に影響がある」との回答が８割を超え、雇用関連で

は「どちらかといえば影響がある」との回答と合わせると１００．０％となった。

（２）新型コロナウイルス感染症による３カ月後の景気への影響
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新型コロナウイルス感染症による３か月後の景気への影響に関する先行き

判断 回答別構成比（県全体）（％）

非常に影響がある

どちらかといえば影響がある

どちらとも言えない

どちらかといえば影響がない

まったく影響がない
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非常に影響がある
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まったく影響がない

新型コロナウイルス感染症による３カ月後の景気への影響に関する先行き判断

回答別構成比（地区別）（％）
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まったく影響がない

新型コロナウイルス感染症による３カ月後の景気への影響に関する先行き判断

回答別構成比（分野別）（％）
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　家計関連の内訳をみると、特に飲食において「非常に影響がある」との回答が多く、

１００．０％となった。

④判断理由

判断理由では、「影響がある」理由としては、「さくらまつり等のイベントの中止(レスト

ラン=津軽)」など、祭りやイベント等の中止による集客や収入の減を挙げる声が多く、また、

「感染予防対策による業務が増え、経費が増えている(食料品製造=東青)」などの声や、「こ

のまま感染が広がるようであれば、店をしめなければならない(レストラン=県南)」などの声

もあった。一方で、「どちらとも言えない」理由としては、「現状では所要が下がる連絡は

入っていない(電気機械製造=津軽)」との声や、「感染症(の拡大・収束状況)次第である(百貨

店=東青)」との声もあった。
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新型コロナウイルス感染症による３カ月後の景気への影響に関する先行き判断

回答別構成比（家計関連の内訳）（％）
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（３）判断理由

　① 新型コロナウイルス感染症拡大による現在の景気への影響

先行き 分野 地区 業種 理由
非常に影響が

あった
家計 東青 コンビニ コロナの感染によりほとんどお客様が来店しなくなった。

百貨店 客数減、衣料、服飾品の買い控え。

スーパー
当社のようなスーパーマーケットは、ライフラインとして必要
不可欠。

衣料専門店
人命が一番大事です。行動範囲の自粛などから、消費行動、イ
ベント活動が抑制され、物流、人的交流が制限されると当然経
済は回りません。

家電量販店
マスク、除菌用品の特需、食品の売上増、輸入品の遅れなど大
きな影響があった。

一般小売店 県外、国外客の著しい減少。

商店街
来街者数に非常に大きな影響が有った！今後もさらに続くと思
われる！

卸売業 夜の飲食、会合がゼロに近いくらいないため。

一般飲食店
飲食店でもラーメン屋などの店と違い居酒屋系の店は今回のコ
ロナウイルスで非常にダメージを受けている。宴会が全てキャ
ンセルされ、その上税金を払えと迫られつらい。

レストラン 全ての団体客がキャンセル。

都市型ホテル
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為の行動自粛、会合キャ
ンセル。

観光名所等
感染拡大防止のためのイベント自粛や貸し室の利用停止に伴
い、収入が激減した。パートは4月から休業させている。

旅行代理店 収入がない。旅行どころではない。

タクシー

人の移動が商売の元である自動車旅客運送業は乗客の利用回数
が激減し、それに伴い売上高も4月だけで対前年比で約60%と4
割も激減してしまった。4月に入っても更に実績は日々下降線
を描いているので衝撃的な悪影響としか言いようがない。

住宅建設販売
住宅設備が入荷せず、引き渡しに遅れが出たり、今後も入荷の
目処がたっていない商品もあるため。外出に不安がある分、イ
ベント集客が思うように出来ず、苦しい状況。

津軽 スーパー

紙類不足の時は、入荷後即完売し、売上アップにはつながっ
た。現在はマスク不足で、こちらも入荷すれば即売り切れる
が、入荷量が少なく売上アップにはつながっていない。その
他、飲食業の方は、ちょっとした仕入に当店を利用してくれる
方がいるが、やはりお客様が来ないとのことで、買う量も減っ
ている。

レストラン
3，4，5月の予約がほとんどキャンセルとなり、目標の売上計
画に達成できなかった。

スナック
首都圏での感染者が大幅に増えていたり、飲食店での感染がう
たがわれる中、地方でも外出する人が減っている。

衣料専門店 入学式のスーツを買わない。

一般小売店 3月の売上げの前年比は過去最悪の前年比であった。

商店街
コロナウイルス問題に影響されている店舗数と業種は日々増え
ている。特に、ホテル・飲食業はかなり深刻である。

都市型ホテル 受注した仕事の大部分がキャンセルし、新規も受注できない。
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先行き 分野 地区 業種 理由

非常に影響が
あった

家計 津軽 観光名所等

昨年12月初め社員3名が武漢に出張、1月患者発生確認。マスク
と消毒アルコール手配。2月に台湾へ出張時、旅行エージェン
トより送客中止予告。3月末弘前さくらまつり中止。毎日予約
キャンセル。

旅行代理店 仕事が無い。社員の半数は休ませている。

パチンコ 人が来なくなったから。

県南 コンビニ 夜間の客数減少。

百貨店 客数が前年8割前後に落ち込んでいる。

衣料専門店 館の著しい集客減少。

家電量販店
来店客が大幅に減少している事で比例して売上にも影響してき
ている。

商店街
新型コロナウイルスの影響が、どの業種にもみられ、人通りが
全く激減している。

卸売業
4月から同行営業をかける案件が相手方（東京）が出張ができ
なくなった為、とりあえず、騒ぎがおさまる迄延期となった。

一般飲食店 お客様がまったく来店しなくなりつつ有る。

レストラン 市街に人がいない。

スナック 3割減です。

旅行代理店 売上減、風評被害。

タクシー
土・日曜日でも交通量が非常に少ない。お客様との会話もコロ
ナの話題ばかり。売り上げも相当落ちた！

パチンコ 県内初感染が出てから、お客さんの数が目に見えて減った。

住宅建設販売
モノ（キッチン、トイレ等設備）が入らず建物が完工せず工期
がのびている。お客様も動かない。

下北 コンビニ 客数、客単価が低くなった。

一般飲食店
宴会も出来る為2月末～3月にかけて結構予約が入っていたんで
すが全部キャンセルです。

レストラン
卒業式、歓送迎会シーズン予約が少なく、予約キャンセルも多
い。

スナック 団体のお客様が来なくなった分、売上がへりました。

タクシー 人の動きが無い。

企業 東青 経営コンサルタント

飲食、宿泊、遊技場等、人の集まる業種は大きな影響を受けて
いる。パチンコ店の中には倒産寸前のところまで見られる。飲
食店の不振は鮮魚の流通にも影響し、冷凍に廻るものが多く
なっている。

広告・デザイン
イベントの中止、集客につながるような広告自粛により仕事が
減少。

津軽 飲料品製造 イベント等が休止になっていることから影響がある。

建設
弘前でも飲食店等、軒並み影響があって大変と聞くと恐ろしい
事と実感がわく。

経営コンサルタント

飲食業、ホテル、宴会等会食関係は、キャンセル続きで休業し
たり、従業員を休ませている。さくらまつりも中止となり、観
光客が増える時期に売上が上がる製造業、小売・卸売業は今後
も軒並み影響を受けるのが目に見えている。大型商業施設の人
出もまばらな状態である。
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先行き 分野 地区 業種 理由
非常に影響が

あった
企業 県南 食料品製造 景気低迷。

飲料品製造
3月に入り、ホテルの宴会需要が消滅、宴会向け小容量商品が
全く動かず、飲食店も消費が止まり、ほぼ動きがない。地元で
の感染者発生のインパクトは強すぎた。

広告・デザイン
予定していたイベントが全て中止。広告も自粛で今後どうした
らよいのか？と考えている。

下北 食料品製造 とにかく人が動かないから、物も動かない。

雇用 東青 新聞社求人広告 経済活動の停滞、人的移動の制限。

津軽 新聞社求人広告
式典、イベントなどの中止、延期で企画広告のキャンセルが複
数あり、弘前さくらまつりの特集も発行できなくなった。

県南 人材派遣

サービス業（ホテル、旅行会社等）は社員の出社をストップし
ているので、派遣社員の契約は打ち切りに。また製造業におい
ても、7月以降の景気回復が見えないとのことで派遣打ち切り
に。

新聞社求人広告
自粛が拡大し。イベントや売り出しがなくなり広告も中止が相
次いでいる。

どちらかといえ
ば影響があった

家計 東青 スナック
影響有りすぎです。三月は送別会シーズンで大変期待しており
ましたが全部キャンセル続きの毎日でした。

設計事務所 資材の一部、納入が遅延。

津軽 コンビニ 外出する人が少なくなっています。

美容院 衛生面での、買い物が増えた。

県南 一般小売店 特に高齢者の客足が鈍った。

観光名所等 2月、3月の売上・客入数共に減少したため。

ガソリンスタンド
外出の抑制、イベント行楽等の中止の影響により、燃料をはじ
め消費支出が減少している。

下北 スーパー 食料品は↗、衣料品は↘。その中でゲーム・玩具は↗。

一般小売店
明らかに客数が減少していると思います。特に八戸で1人目の
陽性が出てから外出を控えてるのでは？

ガソリンスタンド

3月上旬までは殆ど影響が無かったが、県内で感染者が出てか
ら、販売数量（特にガソリン）が減りだした。会合もことごと
くキャンセルになった。

企業 東青 食料品製造 接客業展開の店舗の注文がなくなった。

建設 物によって、建設資材の納期がかなり遅れている。

津軽 食料品製造 学校給食のキャンセル。飲食業の注文の減少。

県南 建設 中国製の部材を使っている設備機器の納入予定が立たない。

経営コンサルタント

青森県の場合は最初にコロナの患者が出たのが、3月の末で
あったので、それまではコロナ禍は、どちらかというと遠い世
界の話であったが、今月に入ってから急に我が事になってき
た。4月からは転勤者の流入もあり、更に社会が敏感になって
いる。

雇用 東青 人材派遣
売上低迷により求人オーダーがキャンセルされることがあっ
た。

求人情報誌 取引金額の減額の通告有り。取引中止も数件有り。

どちらとも言え
ない

家計 津軽 住宅建設販売
多少納期（建材、住設）の遅れはあったが、工期への直接的な
ダメージがなかったから。
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先行き 分野 地区 業種 理由
どちらとも言え

ない
家計 県南 スーパー

一時的な紙関連、米、保存食等の需要増により客数アップ。し
かし、飲食店関連のお客様の需要は今後減っていくと予想。

美容院 来店数が少し減りましたが、大きな変化はまだありません。

企業 津軽 電気機械製造
所要は落ちていないが、輸送が困難になってきている。（航空
便）

広告・デザイン 仕事量は昨年同期と同等だが、今後が不安。

県南 電気機械製造
現時点では受注に影響はない。このまま大幅な感染拡大せずに
縮小に向かえばよいのですが、、、。

家計 東青 美容院
まだ周りの者で出てないので気をつけてはいるけれど動きは前
回のままです。

津軽 設計事務所
以前から契約していた仕事が継続していたので業務量が減少す
る事はありませんでした。但し、年度で納めた仕事が多数なの
で今後の仕事量は心配しています。

雇用 津軽 人材派遣 現時点ではあまり影響がないように見える。

どちらかといえ
ば影響がなかっ

た
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　② 新型コロナウイルス感染症による今後の景気への影響

先行き 分野 地区 業種 理由
非常に影響があ

る
家計 東青 コンビニ イベント中止、ネブタ中止で売上が全然見込めない。

衣料専門店
収束の兆しが見えてくると打つ手もあろうが、サッパリです。
但し、見えたときの計画と行動が大事かと思う。

家電量販店
コロナ特需からの反動と、各種イベント中止による消費活動の
低下が予想される。

一般小売店 感染拡大の終息が見通せない。

商店街 ニュース、報道等による！更に悪化すると思われる！

卸売業 今の現状が長引くようなため。

一般飲食店
ねぶた、さくらまつり等人がくる少ない機会もなくなり自力で
個人店はしのがねばならないのはすごく大変だ。とにかく税金
の支払いが負担としてある。

レストラン 3カ月でおさまる状態ではない。

スナック
言葉が出ません。深刻です。仲間の閉店が増えてます。早く終
息してほしいです。

都市型ホテル
新型コロナウイルスの終息が現状見えない。終息後、状況回復
に時間を要す。

観光名所等
現在臨時休館中。今後も継続かもしれない。Openしても来館者
は多数来ない。

旅行代理店 ツアー募集の旅行も中止。まつり関係も中止。収入がない。

タクシー

オリンピックの延期だけでなく、事情が事情なため致し方ない
とはいえ春の祭りから更には地元ではこれを抜きには考えられ
ないねぶた祭りの開催もほぼ期待できず、更には日常の経済活
動としての移動（つまり観光・ビジネス・通学などの）需要も
まったく当てにならないため。

ガソリンスタンド 弘前さくらまつりやねぶたの中止に売上減少は免れない。

住宅建設販売
外出制限による集客不足。イベント自粛ムードによる集客不
足。景気悪化による住宅取得へのマインド低下。

津軽 コンビニ
「売上＝お客様」×「商売＝お金」＝儲け　このバランスが成
り立たないと思う。

スーパー

政府の対応が遅すぎでウイルスの蔓延は3ヶ月後でもまだ続い
ていると思う。現金支給においても、所得50％減の方が対象は
理解できるが、住民税非課税世帯が対象の理由がわからない。
全国民に給付でないと、景気は悪くなる一方だと思う。収入が
減っていなくても、休校などで出費が増えている家庭がほとん
どだと思う。その方たちに給付がないのであれば景気が上向く
訳がない。

衣料専門店 全ての職種で不景気になる。

一般小売店
わが社の前年比ごときでないという業種の方が沢山で大変な世
の中であると思う。

商店街
色んな救済措置や対策をしても、感染拡大の収束やワクチン開
発が進まなければ、景気の回復は厳しいと思う。あとは青森県
内で感染者のクラスターが発生しない事を願う。

レストラン
さくらまつり等のイベントの中止により、キャンセルとなり、
収入が見込めない。

スナック もう、どうにも予測がつきません！
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先行き 分野 地区 業種 理由
非常に影響があ

る
家計 津軽 観光名所等

観光客団体は2カ月～3カ月前の予約、送客の準備が必要。現在
3カ月先のキャンセルが続出。

旅行代理店 資金が底を着く。借り入れしてもキリがない状況。

パチンコ 終息の目処がたっていないから。

設計事務所
コロナの影響で著しく収入減となる方々が周りに沢山いらっ
しゃいます。デフレスパイラルの構図となると感じています。

県南 コンビニ
飲食業の店、店を閉めようと思っている人、多くいると聞きま
す。夜バイトしたいという人も来ています。

百貨店 地域行事、物産催事の中止による集客ダウン。

衣料専門店 市内で感染が報道されて以降の集客が特に減少。

家電量販店
来店客が大幅に減少している事で比例して売上にも影響する状
況が続くと考えられる事から。

商店街
影響がおさまるとは思えないし、仮におさまっても確実に所得
が増えている人はいないと考える。

卸売業
八戸は感染者が数名出ている為、買物も、飲食も、皆さんが控
えている。買い手の欲しいマスク、除菌用品、カップ麺、保存
食は入荷せず、売上にかたよりが出ている。

一般飲食店 コロナがまだまだ衰える気配がない。

レストラン
このまま感染が広がるようであれば、店をしめなければならな
い。お店を休んでいる所も多い。

スナック 良くなる気がしない。

旅行代理店 不要不急業務に該当している為。

タクシー
世界中が大騒ぎしているのに、日本だけが短期間に落ち着くと
は思えない。

パチンコ
店を構えて商売をしていれば、人が動かなくなれば、売り上げ
は上がらない。

ガソリンスタンド

ワクチン開発等により、終息とならない限り、経済活動、企業
活動生産は、ますます停滞が進んでいくものと思われます。発
症者が増加すれば、停滞では済まない可能性を感じています。

住宅建設販売
モノ（キッチン、トイレ等設備）が入らず建物が完工せず工期
がのびている。お客様も動かない。

下北 コンビニ 自営業の人が全く元気がない。

スーパー
このまま人数が増えた場合、むつ地域で患者が出た場合は大き
く落ちる。

一般小売店
イベント、大会の中止、歓送迎会の自粛等、人の移動、交流に
よりお金は廻っていくと思いますが、一度どこかで止まると全
体が止まってしまうと思います。

一般飲食店
今だに先が見えないし役所、会社などの予約もないし、しいて
言えば個人様の法事・法要くらいで例年ですと歓迎会などで賑
わいのある月なのにみんなキャンセルです。

レストラン 外出動機の自粛。食材等の高騰。

タクシー 終息の兆しがまったく見えない。

ガソリンスタンド

青森のねぶた祭りが中止になり、その他の祭りも中止になった
場合、相当な経済の打撃があると思われる。国が効果のある経
済対策をしないと倒産する企業が相当出てくるのでないだろう
か。

企業 東青 食料品製造
感染予防対策による業務が増え、経費が増えている。特にマス
クは深刻で、次にいつ入荷するのか、見当がつかず、不安で
す。
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先行き 分野 地区 業種 理由
非常に影響があ

る
企業 東青 建設

人体でいえば「血が止まった状態」。民間企業の全てが影響を
受ける。

経営コンサルタント

県内にて感染者が発生した所から今後大きな影響があると思わ
れる。学校を始め公共施設の閉鎖も予想され、また人の集まる
所の危険性が言われる所から特定の業種に大きな影響が及ぶも
のと見られる。

広告・デザイン

今後3カ月先までのイベントも中止になっている。また、旅行
客や出張者の激減により宿泊・飲食・土産品等がさらに落ち込
むだろう。（新型コロナの状況がどうなっているか不明なので
憶測）

津軽 食料品製造 未曽有の経験。

飲料品製造 先行きが見えない事から不安。

建設
東京他、緊急事態宣言を受け、ますます身動きが出来ない中手
詰まり状態。これからの生活等の補償や雇用確保等安心して暮
らしていけない不安。

経営コンサルタント

すでに7月のイベントや8月のねぷた祭りの中止も発表され、8
月いっぱいまでは大きく影響があると考えられる。当初4～5月
の会議、総会等は当面9月まで延期されるケースが多い。なん
とか夏までに終息に向かってもらいたいが、見通しは厳しい。

広告・デザイン
見積り依頼が急激に減少し、受注済の工事も、最終工期の延期
等が通達されている。

県南 食料品製造 先行きの不透明感。

飲料品製造
現在、拡大方向で全く先行きが見えず、会合や繁華街の復活が
期待できず、不安感はぬぐえず。

建設
ほぼ全ての業種が関連しているため、連鎖倒産が出てくる。経
営体力のない会社はここ数ヶ月が分かれ目となる。

経営コンサルタント
多くの経済活動が、通常に行われない。特に繁華街、中心街は
夜も昼も深刻だ。

広告・デザイン
予定していたイベントが全て中止。広告も自粛で今後、どこま
で仕事が止まるのか？

下北 食料品製造
さくらまつりもなく、ＧＷも人が動かず、恐らく夏祭りも無く
なるでしょう。

雇用 東青 人材派遣 雇用更新の停止等、雇用状況の悪化が考えられるため。

新聞社求人広告
流行の終息が見えないこと、仮に終息しても不安は簡単には消
えないと思う。

津軽 人材派遣
現時点ではあまり影響がないように見えるが、長期化すれば想
像を絶する影響を受けるのではないかととても不安。自分自身
も不要不急の外出が減り、買い物の回数や時間が減っている。

新聞社求人広告

終息の見通しが立たない中で、５月以降の催事も次々と中止に
なっている。青森ねぶた祭をはじめ各地の夏祭りが中止になる
ようなら、地域経済への影響は計り知れない。

県南 人材派遣
連日の報道の通り。加えて、学校休み（子育て）の影響で、
パートタイム人材の採用が厳しくなっている。なので、スー
パーや工場などの操業も難しくなるだろう。

新聞社求人広告 3カ月で収束するとは思えない。

どちらかといえ
ば影響がある

家計 東青 美容院 これから多くなるでしょう。

設計事務所
行動を自粛しながら工事が中断せず、感染が増大しない事を願
う。

津軽 住宅建設販売
納期回復の傾向にあるが、いつどのような状況になるかで決ま
るので。

県南 一般小売店
岩手、鳥取、島根と並び青森県は発生者が出ていなかったが、
観光・飲食を筆頭に様々な業種に経済的影響は出る。
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先行き 分野 地区 業種 理由
どちらかといえ
ば影響がある

家計 県南 観光名所等 今後も客入数が減ると思われるため。

美容院
自己防衛のため外出しにくくなったり、3密などのことで、用
事や行動出来にくくなることで、かなり経済が下がると思う。

企業 県南 電気機械製造
3ヶ月先では大幅な悪化はないと思うが、年単位の投資に関わ
る仕事なので6ヶ月先くらいから景気悪化すると予想してい
る。

雇用 東青 求人情報誌
取引金額の減額の通告有り、取引中止も数件有りの状況がしば
らく続くと思う。

どちらとも言え
ない

家計 東青 百貨店 感染症しだいです。

企業 津軽 電気機械製造 現状では所要が下がる連絡は入っていないため。

まったく影響が
ない

家計 県南 設計事務所 業務先は官公庁が主な業務のため。
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