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　新年、明けましておめでとうございます。

　昨年10月、消費税率が10％に引き上げられました。政府への忖度なのか、増税の影響は小さい

と主張する評論家、経済人もいるようですが、過去２回の消費の減速を忘れているのでしょう。

　消費税が初めて導入されたのは、1989年４月、税率は３％でした。その後、1997年４月に５％、

2014年４月に８％に引き上げられました。

　ご承知のとおり、日本のＧＤＰの５割以上を個人消費が占めています。実質ベースでの国内家

計最終消費支出の伸び率を見ますと、1996年度の対前年2.5％増が1997年度は0.9％減へ、2013年

度の対前年2.8％増が2014年度は2.5％減へと大きく落ち込んでいます。

　何より、影響が少ないとすれば、キャッシュレス決済に対する５％還元、食料品への煩雑な軽

減税率導入などは必要ない筈です。本年６月の消費者還元事業打ち切りの後、政府の目論見通り

にことが運ぶかどうか、見守るしかありません。過去を忘れがちな日本人とはいえ、日々の支払

いで目にする税額のインパクトは大きいのではないでしょうか。

　消費増税の是非を論ずるつもりはありません。ただ、税収の絶対額の伸びにより、既得権益を

維持する政治圧力が強まり、社会の非効率性が温存されるかも知れない点が気掛かりです。問題

の先送りを続けていては、世界に劣後し、日本の未来、とりわけ若者の将来が暗いものとなるで

しょう。

　少子高齢化の影響が多方面に表れてきた現在、長年「企業と人」にフォーカスしてきた経営者

協会の活動に対する期待が、さらに高まるものと考えます。

　会員の皆さまの温かいご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。

（株式会社インテック 相談役）

　明けましておめでとうございます。令和２年の初春を県民の皆様とともに寿ぎたいと存じます。

　平成16年11月の知事就任以来、多くの県民の皆様のご支援とご支持をいただきながら、ふるさ

と富山県の発展と県民の皆様の幸せのために邁進してまいりました。

　私の変わらぬ目標は、県民の皆様一人ひとりが夢と希望を持って、いきいきと働き暮らせる

「元気な富山県」を創ることです。このため、タウンミーティングなどを通して幅広い県民の皆

様のご意見をお聴きしながら、「活力」「未来」「安心」の３つの基本政策と、これらを支える

「人づくり」に関する重要政策の推進に積極的に取り組んでいるところです。

　昨年は、本県ゆかりの万葉集を典拠とする「令和」の時代が始まり、朝乃山関や八村選手が大

活躍するなど、喜ばしい出来事が続きました。また、富山県において、日台観光サミットや全国

知事会議、シアター・オリンピックス、「世界で最も美しい湾クラブ」世界総会などの全国的、

国際的な会議等が開催され、本県の多彩な魅力を含めて、国内外の参加者から高い評価をいただ

くなど、本県の注目度が一段と高まっています。

　間もなく開業から５年を迎える北陸新幹線の乗車人員は、開業前の３倍近くの高い水準が続き、

観光客の増加、企業立地の進展、Ｕターン率の向上、若い世代を中心とした本県への移住者の増

加など様々な効果が現れています。

　また、本県の強みを活かした最先端ものづくりの強化、農林水産業や観光の振興、移住・定住

の促進など、産業経済や地域の活性化を図り、本県を大きく飛躍させる取組みが広がっています。

　今後とも、さらなる飛躍・発展を目指し、北陸新幹線の敦賀・大阪延伸や、ＩｏＴ、ＡＩ、５

Ｇ等の情報通信技術の発展などを見据え、「令和」の世にふさわしい活力と魅力あふれる県づく

りに果敢に挑戦するとともに、県民の皆様の知恵と力を結集して、人が輝く「元気とやま」の創

造に全力を尽くしてまいります。

　結びに、富山県経営者協会の限りないご発展と金岡会長をはじめ会員の皆様のご健勝、ご多幸

を心からお祈り申しあげまして、年頭のごあいさつといたします。

富山県知事　　石 井  隆 一会　長　　金 岡  克 己
　一般社団法人 富山県経営者協会

新年のご挨拶 年頭の辞
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新年のご挨拶

一般社団法人 日本経済団体連合会

　謹んで新年のお慶びを申し上げます。

　「令和」の新時代は、大相撲で躍進する朝乃山

関や、ＮＢＡで健闘する八村塁選手など、若い富

山県出身者の明るい話題で幕が開けました。両名

をはじめとする県出身者の一層の活躍に希望が膨

らむところです。一方、国内外の社会経済情勢を

見渡せば、不安が希望に先立ちます。自然災害の

脅威は未曽有の規模へと高まり続け、人手不足の

深刻化や社会保障不安など厳しい人口動態の影響

もとどまるところが見えません。米中対立や日韓

関係悪化など、日本を取り巻く国際情勢にも改善

の糸口が見えない状況です。

　本年は東京オリンピック・パラリンピックに伴

い、国内消費やインバウンド消費の盛り上がりも

期待されますが、キャッシュレスポイント還元終

了後やオリンピック・パラリンピック閉幕後の反

動落ち込みも懸念されます。国外では英国ＥＵ離

脱問題や米国大統領選挙も控えており、世界経済

の荒波も想定されます。

　このような状況におきましても、協会では、富

山県企業の一層の「創造的で活力ある企業経営」

に資するべく、経営課題に関するセミナーや情報

交換、協会内外での交流促進等、多様な活動に取

り組んでまいります。積極的なご活用とご協力を

お願い申し上げます。

　末筆になりましたが、会員の皆様のご健勝とご

多幸を祈念し、新年のご挨拶といたします。

      （武内プレス工業株式会社 代表取締役社長）

副会長

 武内　繁和

　あけましておめでとうございます。

　昨年は元号が令和に変わり、新しい時代がスタ

ートとなりました。経営環境におきましても、働

き方改革関連法の施行や消費税の増税など、日本

の将来に向け変化の大きい一年でありました。

　また、北陸新幹線の被災など、県内経済にも大

きな影響を及ぼした台風19号をはじめとする自然

災害は、急激な気候変動により被害が大型化して

おり、平素から災害への対応や備えを見直す必要

性を改めて感じております。

　県内経済は、米中貿易摩擦などを背景とした世

界経済の回復基調鈍化の影響や、全国平均を上回

る有効求人倍率に示される深刻な人手不足などか

ら、本年も厳しい環境が続くと思われます。

　企業経営においては、持続的な成長実現にむけ、

「働き方改革の推進」や「生産性の改善」、「ダ

イバーシティの活用」など「企業と人」にフォー

カスした取組が一層重要性を増すものと考えてい

ます。

　富山県経営者協会としても、今まで以上に会員

企業の皆様とも相互連携をはかり、支援活動にま

い進して参りたいと思います。

　本年の皆様のますますのご健勝とご多幸を祈願

し、新年のご挨拶といたします。

（トナミ運輸株式会社 代表取締役社長）

副会長

 綿貫　勝介

　昨年は多くの行事・イベントが続く年だった。令和の時代が始まる天皇陛下のご即位があり、

大成功を収めたラグビーワールドカップに先立ち、日本で初めてのＧ20が大阪で開催され、経団

連は先行して経団連会館でＢ20を主催した。多くの国々で政治と経済の不安定な状況が発生して

いるなかで日本経済は安定的な成長を続けていることから、日本は世界でもっとリーダーシップ

を発揮すべきとの声を聞く。

　２０２０年を迎えるにあたり、わが国成長戦略の要であるSociety 5.0をしっかり社会実装して

いく決意を新たにしている。デジタル技術の強みを活かして、より人間的で幸福な暮らしを実現

し、社会課題の解決を図っていくことでＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に貢献すること

ができる。

　その実現にはこれまでの個別課題の解決だけでは不十分であることから、分野横断的な活動を

展開するデジタルトランスフォーメーション会議の議論を進め、新たなルールづくり、制度改革

の方向性を積極的に打ち出していく。産業構造の変革を進め、新たな挑戦を促す競争環境の整備

にも果敢に取り組んでいく。

　少子高齢化に伴う人口減少の課題を真正面からとらえて、国民の将来不安を解消し、安心で明

るい未来の構築に向けた成長戦略・財政健全化・全世代型社会保障改革を一体的に図る「経済構

造改革」の実現を目指す。

　昨今の台風被害、特に集中豪雨等の異常気象から地球温暖化が一層進みつつあると認識せざる

を得ない。経団連は昨年４月に「日本を支える電力システムを再構築する」を提言した。そこで

指摘した諸課題と施策の実現に向けて、日本の化石燃料依存からの脱却を進め、地球規模の課題

を日本がイノベーションで先導すべく、経済界が総力を挙げて取り組んでいく。

　激動の国際情勢はその変化の速度を増しており、先を見通すことは容易ではない。そうしたな

か、わが国の政治と経済の安定を強みに、自由で開かれた国際経済秩序の維持・強化に向けた民

間外交を展開し、グローバルな経済社会の安定と成長に貢献していきたい。

　さらに今年は夏に東京オリンピック・パラリンピックが開催され、２０２５年には大阪・関西

万博があり、多くの国々から多数のお客様が来日される。その成功に向けて皆様のより一層のご

支援、ご協力をお願い申しあげる。

会長　　中 西  宏 明

デジタル技術を活かし、
　人間的で幸福な暮らしの実現と
　　　　　　　　社会課題の解決を
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新年のご挨拶

　謹んで新春のお慶びを申し上げます。

　新年にあたり、新時代「令和」の幕開けとなっ

た昨年を振り返りますと、日本はもとより世界的

にも自然災害の発生が著しく、その経済的損失は

年間平均1,000億ドルを超える（外務省）と言われ

ており、更には深刻化する貿易摩擦や地政学的な

緊張を背景に、下振れリスクの顕在化や不透明感

の増大により世界経済の低迷を印象づけた１年と

言えます。

　一方、我が国におきましても外需の不振と内需

の回復途上による低成長が続く中、経済再生等に

向けて「働き方改革関連法」が施行され、少子高

齢化や生産性向上の低迷など多岐にわたる課題解

決のため、多様で柔軟な働き方の実現に至る諸施

策を中心とする法的要求事項として、着実な対応

が求められる段階となっております。

　この情勢下、当協会の人事・労務政策委員会と

いたしましても、これらの動向と密接に関わる課

題と向き合い、法令対応や人事・労務制度運営の

ための必要情報の収集と発信、更にはメンタルヘ

ルスの対処に至るまで、総括的に委員会活動の対

象として推進してまいります。

　会員企業の皆様のご理解とご協力をお願い申し

上げますと共に、末筆ではございますが、皆様方

の更なるご健勝とご活躍をご祈念申し上げ、新年

のご挨拶といたします。

（株式会社タカギセイコー 代表取締役会長）

副会長

 八十島　清吉

　謹んで新年のお慶びを申し上げます。

　昨年は令和元年の幕開けでしたが「米中摩擦」

や「日韓関係の悪化」「香港の反政府デモ」など

が社会・経済に影を落とし、生活面では台風によ

る甚大な被害が発生し、自然災害の怖さを見せつ

けられました。一方、明るい話題としては、ラグ

ビーワールドカップの日本代表チームの快進撃が

日本中を興奮と感動の世界へ導いてくれました。

また富山県では、朝乃山の優勝、八村塁選手の活

躍などビッグなニュースが郷土に誇りと感動を与

えてくれました。スポーツの熱気が地域の活力、

活性化に繋がれば幸いです。

　企業は、「働き方改革」を最重要テーマに、こ

れまでとは違った「柔軟な働き方」や「労働環

境」を構築しつつあります。改革のゴールは、一

人ひとりの力を最大限に引き出すことであり、そ

れが「働きがいの向上」「生産性の向上」に繋が

ることが肝要です。これからも会員相互の連携に

て活動を盛り上げて行きましょう。

　2020年は東京オリンピック・パラリンピック開

催の年です。賑やかな一年となりそうですが「時

間」を大切にして輝かしい令和の時代を築いて参

りましょう。

　皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げて、新

年のご挨拶といたします。

（ＹＫＫ株式会社 特別顧問）

副会長

 井上　　孝

　新年明けましておめでとうございます。皆さま

方におかれましては、ご健勝に新しい年をお迎え

のこととお慶び申し上げます。

　昨年は、時代が平成から令和へと遷り変わり、

様々な儀式が執り行われ、国民を挙げてのお祝い

ムードの中、新時代への期待に包まれました。一

方、近年の台風や豪雨の猛威は想像を絶するもの

があり、台風が立て続けに関東地方などを直撃し、

各地に甚大な爪痕を残しました。被災地への支援

が始まる中、当社も電気の安定供給を担う一企業

として、延べ750人弱の人員を派遣しました。復

旧応援で被災地の方々から非常に感謝されたこと

は、当社の存在意義の再確認にも繋がりました。

　さて、経済情勢につきましては、海外経済の先

行きなどに不透明感はありますが、経済対策の実

施や東京五輪の開催などにより着実な景気拡大を

期待したいと思います。

　今年は十二支の新しい循環が始まる「子年」で

あり、鼠は子沢山であることから「子孫繁栄」の

象徴ともされます。我々、富山県企業にとっても

様々な結び付きが生まれ、持続的な発展に繋がる

年にしていきたいと思います。

　終わりに、会員の皆さま方のご多幸とご活躍を

お祈り申し上げまして、新年のご挨拶といたしま

す。

（北陸電気工事株式会社 代表取締役社長）

副会長

 矢野　　茂

　新年を迎え、会員の皆様のご健勝とご繁栄を心

からお慶び申し上げます。

　昨年は、新元号となる「令和」が施行された記

念すべき年であるとともに、令和最初となる五月

場所では県出身の力士「朝乃山」が初優勝。同じ

く県出身の八村選手がＮＢＡドラフト１巡目で指

名を受け、その後大躍進を遂げるなど、スポーツ

界における県出身者の大活躍に富山県全体が元気

づけられました。

　一方、全国各地で台風や大雨などによる予想を

超えた災害が発生し、改めて自然災害に対する備

えの大切さを感じた年でもあったのではないでし

ょうか。

　2020年の県内経済は、引き続き堅調な雇用環境

が見込まれてはおりますが、米中貿易摩擦の行方

や消費増税の反動減影響等が懸念されるなど、不

透明さが残る見通しです。当協会におきましても、

県内経済の活性化に向けて引き続き会員の皆様と

連携し、諸課題に取り組んでまいりますので、変

わらぬご支援とご参画をお願い申し上げます。

　おわりに、会員企業ならびに従業員の皆様のご

健勝とご多幸をお祈り申し上げ、新年の挨拶とさ

せていたたぎます。

（三協立山株式会社 代表取締役社長）

副会長

 山下　清胤
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2020年の日本の景気見通し

2020年東京オリンピック・パラリンピックで期待している競技や選手
回  答  者

（企業名50音順・敬称略）
新春アンケート  回答一覧

代表取締役社長

代表取締役社長

代表社員

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

相談役

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

顧問

株式会社アイザック

アイシン軽金属株式会社

あおぞら経営税理士法人

朝日印刷株式会社

アルビス株式会社

株式会社池田模範堂

株式会社インテック

オーアイ工業株式会社

　 　 岡 部

株式会社カナモリ

川田工業株式会社

株式会社

石﨑　大善

中村　隆次

松村　篤樹

濱　　　尚

池田　和男

池田嘉津弘

金岡　克己

大愛　高義

岡部　竜一

金森勇四郎

川田　紳一

レスリング、ボッチャ（藤井友里子）、バスケットボール

バスケットボール、八村塁選手

サッカー、森保監督にエール。

野球、柔道、バドミントン、バスケットボールなど

バスケットボール　富山出身の八村塁選手、馬場雄大選手

男子100ｍ×４のリレー　車いすテニスの国枝慎吾

トランポリン

バスケットボールの八村選手の活躍に期待している。

水泳、陸上競技、柔道

野球、ソフトボール

陸上リレー、水泳メドレー、卓球

アジア向け輸出下振れの反動から、輸出、生産が緩やかに増加するが、
東京オリンピック終了後の後半は増税対策の効果一巡と重なり内需の伸
び鈍化を懸念する。

米中貿易摩擦の長期化により、輸出低迷が続き、設備投資の抑制、消費
税増税対策終了やオリンピック特需の反動もあり、景気回復は難しい。

新技術を基にした製品・サービスは期待、他方社会保障問題、人口逓減、
中小企業の生産性向上の遅れがあり、消費は伸びにくい。米中摩擦も不
確定。

米中貿易摩擦による世界経済の下揺れリスクに注意が必要だが、景気は
五輪開催に伴う内需拡大やデジタル技術の進歩による新たな市場の形成
などに期待。

個人消費の回復が遅れている状態が継続すると思われる。

オリンピックの影響がプラス要素となり、色んなマイナス要素をカバー
してトータルでは若干プラスとなりそうです。

東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う成長は見込めるが、後半
はその反動および消費増税対策の一巡により成長は鈍化する。

国外では米中摩擦など不透明な中、国内では消費増税の影響があり消費
が落ち込むと予想される。今後の見通しは国内外ともに厳しい状況にな
ると予想。

2019年度後半に底となりその後は緩やかな成長軌道になる。オリンピッ
クの成否により若干変動するがあまり悲観的になる必要はない。

米中貿易の摩擦が深刻な事態になった場合、米大統領選に向けて厳しい
政策を取った場合や消費増税によって消費者が心理な悪影響が2020年春
迄上下。

１年後となると微妙だが、オリンピック・パラリンピック効果で、中盤
までは良いと思う。但し終盤は落ち着き横這い状態に戻るのでは。

2020年

１　日本の景気予想（現在と１年後との比較において）
　　景気見通しについて、70字以内でご記述ください。
　　　参考：民間エコノミスト40人平均（公益社団法人日本経済研究センター10月9日）
　　　　　　①2019年7月～9月のＧＤＰ予測：0.68％
　　　　　　②2019年度ＧＤＰ予測　　　　：0.68％
　　　　　　③2020年度ＧＤＰ予測　　　　：0.39％

２　日経平均株価（225種・東証）予想
　　（現在と１年後との比較において）
　　　参考：2019年11月7日終値　23,330.32円

３　対ドル円相場予想（現在と１年後との比較において）
　　　参考：2019年11月7日（東京17時）　108.96円

４　原油価格（ドバイ原油）予想
　　（現在と１年後との比較において）
　　　参考：2019年11月7日終値　60.50ドル（１バレル 1月渡し）

５　2020年東京オリンピック・パラリンピックで期待している
　　競技や選手を教えてください。 

　「2020年の景気見通し」は、令和の新しい時代を迎え、また、東京オリンピック・パラリンピ
ックが開催されることなどから、期待感を込めて緩やかな景気拡大は継続するとの見方がある一

方、米中の貿易摩擦、イギリスのＥＵ離脱など世界経済の不透明感や消費増税の反動減、オリンピック後の不
況などを懸念する意見が多く、景気は良くなるとの回答が16％、横這いが56％、悪くなるが28％であった。
　「株価」では上昇するが19％、同程度が50％、下降するが31％と予想。また、輸出関連産業に大きな影響を
及ぼす「対ドル円相場」は円高が34％、同程度が59％、円安が７％と予想。製造コストの引き下げや、電気、
ガス等公共関連料金、原材料価格に影響をおよぼす「原油価格」は、上昇するが34％、同程度が51％、下降す
るが15％であった。過去の新春アンケートでは、「景気に明るさを持っている」と予想する傾向にあったが、
2020年は昨年に引き続き「明るい」と「厳しい」に分かれた。
　「東京オリンピック・パラリンピックで期待している競技や選手」は、富山出身の八村塁選手や馬場雄大選
手のバスケットボール、渋野日向子選手のゴルフ、柔道、ボッチャなど様々な競技・選手の名前があがり、全
ての競技の選手に向けて「活躍してほしい」との期待感が溢れるアンケート結果であった。
　新元号の令和は、諸外国で「ビューティフル・ハーモニー」と訳されているとのこと。令和２年が経済や文
化において、美しい調和を図りながら元気で明るい一年となるよう期待したい。

総括

良くなる　　　
横這い　　　
悪くなる

上昇する　　　
同程度　　　
下降する

上昇する　　　
同程度　　　
下降する

円高となる　　　
同程度　　　
円安となる

質問内容と回答項目 景気予想の集計結果

16%
56%
28%

19%
50%
31%

34%
59%
  7%

34%
51%
15%

　当協会では、理事、監事および幹事を対象に「新春アンケート」　　　　　　　　を行い、2020年の
景気見通し等について尋ねた。94人から回答があった。各回答は9～17ページに掲載する。
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（2019年12月実施）
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2020年の日本の景気見通し

2020年東京オリンピック・パラリンピックで期待している競技や選手
回  答  者

（企業名50音順・敬称略）
新春アンケート  回答一覧

代表取締役社長

代表取締役社長

代表社員

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

相談役

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

顧問

株式会社アイザック

アイシン軽金属株式会社

あおぞら経営税理士法人

朝日印刷株式会社

アルビス株式会社

株式会社池田模範堂

株式会社インテック

オーアイ工業株式会社

　 　 岡 部

株式会社カナモリ

川田工業株式会社

株式会社

石﨑　大善

中村　隆次

松村　篤樹

濱　　　尚

池田　和男

池田嘉津弘

金岡　克己

大愛　高義

岡部　竜一

金森勇四郎

川田　紳一

レスリング、ボッチャ（藤井友里子）、バスケットボール

バスケットボール、八村塁選手

サッカー、森保監督にエール。

野球、柔道、バドミントン、バスケットボールなど

バスケットボール　富山出身の八村塁選手、馬場雄大選手

男子100ｍ×４のリレー　車いすテニスの国枝慎吾

トランポリン

バスケットボールの八村選手の活躍に期待している。

水泳、陸上競技、柔道

野球、ソフトボール

陸上リレー、水泳メドレー、卓球

アジア向け輸出下振れの反動から、輸出、生産が緩やかに増加するが、
東京オリンピック終了後の後半は増税対策の効果一巡と重なり内需の伸
び鈍化を懸念する。

米中貿易摩擦の長期化により、輸出低迷が続き、設備投資の抑制、消費
税増税対策終了やオリンピック特需の反動もあり、景気回復は難しい。

新技術を基にした製品・サービスは期待、他方社会保障問題、人口逓減、
中小企業の生産性向上の遅れがあり、消費は伸びにくい。米中摩擦も不
確定。

米中貿易摩擦による世界経済の下揺れリスクに注意が必要だが、景気は
五輪開催に伴う内需拡大やデジタル技術の進歩による新たな市場の形成
などに期待。

個人消費の回復が遅れている状態が継続すると思われる。

オリンピックの影響がプラス要素となり、色んなマイナス要素をカバー
してトータルでは若干プラスとなりそうです。

東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う成長は見込めるが、後半
はその反動および消費増税対策の一巡により成長は鈍化する。

国外では米中摩擦など不透明な中、国内では消費増税の影響があり消費
が落ち込むと予想される。今後の見通しは国内外ともに厳しい状況にな
ると予想。

2019年度後半に底となりその後は緩やかな成長軌道になる。オリンピッ
クの成否により若干変動するがあまり悲観的になる必要はない。

米中貿易の摩擦が深刻な事態になった場合、米大統領選に向けて厳しい
政策を取った場合や消費増税によって消費者が心理な悪影響が2020年春
迄上下。

１年後となると微妙だが、オリンピック・パラリンピック効果で、中盤
までは良いと思う。但し終盤は落ち着き横這い状態に戻るのでは。

2020年

１　日本の景気予想（現在と１年後との比較において）
　　景気見通しについて、70字以内でご記述ください。
　　　参考：民間エコノミスト40人平均（公益社団法人日本経済研究センター10月9日）
　　　　　　①2019年7月～9月のＧＤＰ予測：0.68％
　　　　　　②2019年度ＧＤＰ予測　　　　：0.68％
　　　　　　③2020年度ＧＤＰ予測　　　　：0.39％

２　日経平均株価（225種・東証）予想
　　（現在と１年後との比較において）
　　　参考：2019年11月7日終値　23,330.32円

３　対ドル円相場予想（現在と１年後との比較において）
　　　参考：2019年11月7日（東京17時）　108.96円

４　原油価格（ドバイ原油）予想
　　（現在と１年後との比較において）
　　　参考：2019年11月7日終値　60.50ドル（１バレル 1月渡し）

５　2020年東京オリンピック・パラリンピックで期待している
　　競技や選手を教えてください。 

　「2020年の景気見通し」は、令和の新しい時代を迎え、また、東京オリンピック・パラリンピ
ックが開催されることなどから、期待感を込めて緩やかな景気拡大は継続するとの見方がある一

方、米中の貿易摩擦、イギリスのＥＵ離脱など世界経済の不透明感や消費増税の反動減、オリンピック後の不
況などを懸念する意見が多く、景気は良くなるとの回答が16％、横這いが56％、悪くなるが28％であった。
　「株価」では上昇するが19％、同程度が50％、下降するが31％と予想。また、輸出関連産業に大きな影響を
及ぼす「対ドル円相場」は円高が34％、同程度が59％、円安が７％と予想。製造コストの引き下げや、電気、
ガス等公共関連料金、原材料価格に影響をおよぼす「原油価格」は、上昇するが34％、同程度が51％、下降す
るが15％であった。過去の新春アンケートでは、「景気に明るさを持っている」と予想する傾向にあったが、
2020年は昨年に引き続き「明るい」と「厳しい」に分かれた。
　「東京オリンピック・パラリンピックで期待している競技や選手」は、富山出身の八村塁選手や馬場雄大選
手のバスケットボール、渋野日向子選手のゴルフ、柔道、ボッチャなど様々な競技・選手の名前があがり、全
ての競技の選手に向けて「活躍してほしい」との期待感が溢れるアンケート結果であった。
　新元号の令和は、諸外国で「ビューティフル・ハーモニー」と訳されているとのこと。令和２年が経済や文
化において、美しい調和を図りながら元気で明るい一年となるよう期待したい。

総括

良くなる　　　
横這い　　　
悪くなる

上昇する　　　
同程度　　　
下降する

上昇する　　　
同程度　　　
下降する

円高となる　　　
同程度　　　
円安となる

質問内容と回答項目 景気予想の集計結果
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56%
28%

19%
50%
31%

34%
59%
  7%

34%
51%
15%

　当協会では、理事、監事および幹事を対象に「新春アンケート」　　　　　　　　を行い、2020年の
景気見通し等について尋ねた。94人から回答があった。各回答は9～17ページに掲載する。

新春アンケート新春アンケート
（2019年12月実施）
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代表取締役社長

代表取締役社長

専務取締役

代表取締役社長

取締役社長

代表取締役社長

理事長

代表取締役社長

代表取締役社長

理事 支社長

執行役員工場長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

取締役相談役

代表取締役社長

代表取締役社長

取締役店長

代表取締役社長

株式会社北日本新聞社

北日本放送株式会社

キタムラ機械株式会社

協和ファーマケミカル株式会社

　 　 　 廣 貫 堂

コーセル株式会社

　　　　　　　五省会

コマツＮＴＣ株式会社

サクラパックス株式会社

関西電力株式会社
北陸支社

株式会社

特定医療法人財団

株式会社小松製作所
氷見工場

三協立山株式会社

三光合成株式会社

ＪＦＥマテリアル株式会社

株式会社シキノハイテック

新日本海重工業株式会社

株式会社スギノマシン

第一薬品工業株式会社

ダイト株 式 会 社

株式会社大和 富山店

高岡交通株式会社

駒澤　信雄

瀧脇　俊彦

北村　耕作

大島　悦男

塩井　保彦

谷川　正人

西能　　淳

杉野　高広

橋本　　淳

藤井　俊成

西山　知克

山下　清胤

黒田　健宗

西村　博文

浜田　満広

釣谷　邦男

杉野　芳宏

寺田　　敦

大津賀保信

中﨑　俊也

渡辺　守人

ボッチャ

柔道、卓球、水泳

バスケットボールの八村塁、馬場雄大、ボッチャの藤井友里子選手

パラリンピックの走り幅跳び

八村塁選手に期待しています。

野球、陸上400ｍリレー、女子ゴルフなど、たくさんあります。

卓球・柔道・競泳、他、どれも楽しみです！

柔道

球技種目（サッカー、野球、バスケット、ホッケー）

陸上・水泳・柔道・レスリング・バドミントン・卓球

女子ゴルフの渋野日向子

富山県出身者が出場する競技（例えばバスケットボール）

女子ゴルフ、ソフトボール

バスケットボール男子　八村塁

女子レスリング　川井梨沙子

若い選手の皆さんの活躍を期待しています。

男子バスケットボール（八村選手、馬場選手の活躍に大きな期待）

ラグビー

バスケットボール

日本のお家芸　柔道、水泳、体操、陸上、野球・・・  全ての選手

オリンピック・パラリンピックの開催や内需にけん引される形で、緩や
かな景気回復が続くと思われる。

国内においては消費増税の影響、海外でもブレグジット問題をはじめ不
確定要素が多く、日本の景気の見通しは決して明るくないと考える。

オリンピック後の不動産価格の下落が景気を押し下げる。

米中貿易摩擦や英国議会の混迷などにより、世界経済の不透明感が強く
なる。国内はオリンピック後の喪失感や風水害の多発も懸念材料。

消費税増税による一時的なマイナス成長に陥るも一年後には緩やかに回
復見込み。米国の関税引き上げによる輸出は伸び悩む。

米中貿易摩擦において、関税にとどまらず覇権争も含め長期化すること
で、世界景気の回復が見込みにくい。

米中貿易摩擦による世界経済の減速が顕在化する一方、オリンピックへ
の期待感と堅調な内需が押し合う形となり、概ね横這いで推移する。

工作機械業界は下げ止まったという人もいますが、回復する時期が見通
すことができない。

米中の貿易摩擦は長期化するも余剰設備は縮小し需要が少し回復するが、
本格的な回復まではいかない。

海外では米中貿易摩擦や英ＥＵ離脱問題、国内では消費増税などにより、
景気は確実に悪くなると予想。東京オリンピック後は相当冷え込む。

東京五輪関連需要の盛り上がりで前半は堅調に推移するが、五輪後は関
連需要及び消費増税対策効果が一巡すると、景気は一時的に停滞し成長
は鈍化する。

（期待値を込めて）米中貿易摩擦の影響や増税の反動減が懸念されるが、
東京五輪の開催に加えて個人消費が堅調に推移することを含めて回復基
調。

リーマンショック以来の景気持続は長過ぎる。足元やや逆風であるが、
米国大統領選挙以後は更に悪くなると考える。

貿易摩擦問題の先行きが不透明なことに加え、消費税増税影響や五輪後
の反動などのマイナス要因も懸念されることから景気の大幅な改善は期
待できない。

米中貿易摩擦の影響の不透明さ、英国のＥＵ離脱の影響が懸念されるが、
既往のアジア向け輸出下振れの反動などから輸出・生産は緩やかに持ち
直す。

米・中の経済戦争、英国のＥＵ離脱問題などの海外の政治・経済の不安
定要素が、日本国内の景気動向に大きく影響する一年になると考えます。

米国大統領選挙の結果による。トランプ氏の再選となれば、対中国強硬
戦略から米国経済は潤い、延いては日本経済も良い方向へ転ずるのでは。

東京五輪関連の需要の盛り上がりにより、高めの成長は期待できるもの
の、終了後は消費増税対策の効果の一巡と時期が重なることから、景気
の停滞は否めないのではないか。

東京五輪によるインバウンド需要等が見込まれるものの、米中貿易摩擦
の影響拡大も懸念され、先行は不透明である。

全体ややプラス基調も業界毎の格差は大きいと捉える。高い技術分野は
概ね良も、人口動態等含めヒトの質と量に頼る業界は特に地方は厳しい
といえる。

世界経済の減速を背景に輸出が減少するなか、消費税増税による反動減
が予想され、2020年度に入っても内需の伸びは緩やかに鈍化すると予想。
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2020年の日本の景気見通し

2020年東京オリンピック・パラリンピックで期待している競技や選手
回  答  者

常務執行役員支店長

佐藤工業株式会社
北陸支店

金子　政史

（企業名50音順・敬称略）
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2020年の日本の景気見通し

2020年東京オリンピック・パラリンピックで期待している競技や選手
回  答  者
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代表取締役社長

代表取締役社長

専務取締役

代表取締役社長

取締役社長

代表取締役社長

理事長

代表取締役社長

代表取締役社長

理事 支社長

執行役員工場長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

取締役相談役

代表取締役社長

代表取締役社長

取締役店長

代表取締役社長

株式会社北日本新聞社

北日本放送株式会社

キタムラ機械株式会社

協和ファーマケミカル株式会社

　 　 　 廣 貫 堂

コーセル株式会社

　　　　　　　五省会

コマツＮＴＣ株式会社

サクラパックス株式会社

関西電力株式会社
北陸支社

株式会社

特定医療法人財団

株式会社小松製作所
氷見工場

三協立山株式会社

三光合成株式会社

ＪＦＥマテリアル株式会社

株式会社シキノハイテック

新日本海重工業株式会社

株式会社スギノマシン

第一薬品工業株式会社

ダイト株 式 会 社

株式会社大和 富山店

高岡交通株式会社

駒澤　信雄

瀧脇　俊彦

北村　耕作

大島　悦男

塩井　保彦

谷川　正人

西能　　淳

杉野　高広

橋本　　淳

藤井　俊成

西山　知克

山下　清胤

黒田　健宗

西村　博文

浜田　満広

釣谷　邦男

杉野　芳宏

寺田　　敦

大津賀保信

中﨑　俊也

渡辺　守人

ボッチャ

柔道、卓球、水泳

バスケットボールの八村塁、馬場雄大、ボッチャの藤井友里子選手

パラリンピックの走り幅跳び

八村塁選手に期待しています。

野球、陸上400ｍリレー、女子ゴルフなど、たくさんあります。

卓球・柔道・競泳、他、どれも楽しみです！

柔道

球技種目（サッカー、野球、バスケット、ホッケー）

陸上・水泳・柔道・レスリング・バドミントン・卓球

女子ゴルフの渋野日向子

富山県出身者が出場する競技（例えばバスケットボール）

女子ゴルフ、ソフトボール

バスケットボール男子　八村塁

女子レスリング　川井梨沙子

若い選手の皆さんの活躍を期待しています。

男子バスケットボール（八村選手、馬場選手の活躍に大きな期待）

ラグビー

バスケットボール

日本のお家芸　柔道、水泳、体操、陸上、野球・・・  全ての選手

オリンピック・パラリンピックの開催や内需にけん引される形で、緩や
かな景気回復が続くと思われる。

国内においては消費増税の影響、海外でもブレグジット問題をはじめ不
確定要素が多く、日本の景気の見通しは決して明るくないと考える。

オリンピック後の不動産価格の下落が景気を押し下げる。

米中貿易摩擦や英国議会の混迷などにより、世界経済の不透明感が強く
なる。国内はオリンピック後の喪失感や風水害の多発も懸念材料。

消費税増税による一時的なマイナス成長に陥るも一年後には緩やかに回
復見込み。米国の関税引き上げによる輸出は伸び悩む。

米中貿易摩擦において、関税にとどまらず覇権争も含め長期化すること
で、世界景気の回復が見込みにくい。

米中貿易摩擦による世界経済の減速が顕在化する一方、オリンピックへ
の期待感と堅調な内需が押し合う形となり、概ね横這いで推移する。

工作機械業界は下げ止まったという人もいますが、回復する時期が見通
すことができない。

米中の貿易摩擦は長期化するも余剰設備は縮小し需要が少し回復するが、
本格的な回復まではいかない。

海外では米中貿易摩擦や英ＥＵ離脱問題、国内では消費増税などにより、
景気は確実に悪くなると予想。東京オリンピック後は相当冷え込む。

東京五輪関連需要の盛り上がりで前半は堅調に推移するが、五輪後は関
連需要及び消費増税対策効果が一巡すると、景気は一時的に停滞し成長
は鈍化する。

（期待値を込めて）米中貿易摩擦の影響や増税の反動減が懸念されるが、
東京五輪の開催に加えて個人消費が堅調に推移することを含めて回復基
調。

リーマンショック以来の景気持続は長過ぎる。足元やや逆風であるが、
米国大統領選挙以後は更に悪くなると考える。

貿易摩擦問題の先行きが不透明なことに加え、消費税増税影響や五輪後
の反動などのマイナス要因も懸念されることから景気の大幅な改善は期
待できない。

米中貿易摩擦の影響の不透明さ、英国のＥＵ離脱の影響が懸念されるが、
既往のアジア向け輸出下振れの反動などから輸出・生産は緩やかに持ち
直す。

米・中の経済戦争、英国のＥＵ離脱問題などの海外の政治・経済の不安
定要素が、日本国内の景気動向に大きく影響する一年になると考えます。

米国大統領選挙の結果による。トランプ氏の再選となれば、対中国強硬
戦略から米国経済は潤い、延いては日本経済も良い方向へ転ずるのでは。

東京五輪関連の需要の盛り上がりにより、高めの成長は期待できるもの
の、終了後は消費増税対策の効果の一巡と時期が重なることから、景気
の停滞は否めないのではないか。

東京五輪によるインバウンド需要等が見込まれるものの、米中貿易摩擦
の影響拡大も懸念され、先行は不透明である。

全体ややプラス基調も業界毎の格差は大きいと捉える。高い技術分野は
概ね良も、人口動態等含めヒトの質と量に頼る業界は特に地方は厳しい
といえる。

世界経済の減速を背景に輸出が減少するなか、消費税増税による反動減
が予想され、2020年度に入っても内需の伸びは緩やかに鈍化すると予想。
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2020年の日本の景気見通し

2020年東京オリンピック・パラリンピックで期待している競技や選手
回  答  者

常務執行役員支店長

佐藤工業株式会社
北陸支店

金子　政史

（企業名50音順・敬称略）
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2020年の日本の景気見通し

2020年東京オリンピック・パラリンピックで期待している競技や選手
回  答  者
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2020年の日本の景気見通し

2020年東京オリンピック・パラリンピックで期待している競技や選手
回  答  者

（企業名50音順・敬称略）
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2020年の日本の景気見通し

2020年東京オリンピック・パラリンピックで期待している競技や選手
回  答  者

理事長

代表取締役会長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役 社長執行役員

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

理事長

代表取締役社長

代表取締役

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役頭取

取締役社長

理事長

代表取締役会長

代表取締役会長

代表取締役社長

高 岡 信 用 金 庫

株式会社タカギセイコー

武内プレス工業株式会社

立山科学工業株式会社

立山黒部貫光株式会社

田中精密工業株式会社

株式会社チューエツ

中越合金鋳工株式会社

株式会社チューリップテレビ

津根精機株式会社

テイカ製薬株式会社

医療法人社団 藤聖会

藤堂工業株式会社

東邦工業株式会社

トナミ運輸株式会社

砺波工業株式会社

株式会社富山銀行

富山港湾運送株式会社

富 山 信 用 金 庫

富山スガキ株式会社

株式会社富山第一銀行

富山地方鉄道株式会社

吉岡　　周

八十島清吉

武内　繁和

水口　勝史

見角　　要

金森　俊幸

山影　有三

本多　真貴

山野　昌道

津根　良彦

松井　竹史

藤井　久丈

藤堂　利一

斉藤　大助

綿貫　勝介

上田　信和

齊藤　栄吉

金尾　雅行

山地　　清

須垣　純夫

金岡　純二

辻川　　徹

女子ゴルフ（畑岡奈紗・鈴木愛・渋野日向子）

バドミントン、陸上競技

５人制男子バスケでの八村塁選手の活躍を期待している。

野球、バスケットボール、水泳

男子陸上100ｍ走　桐生祥秀選手

水泳・サッカー・ゴルフ

バスケットボール・八村塁・馬場雄大

競泳　瀬戸大也

競泳の瀬戸大也、大橋悠依。バドミントン奥原希望。

野球、バドミントン

柔道・ラグビー・バドミントン・水泳　等

陸上競技・水泳・昨年話題となったラグビーに期待が高まる。

バドミントン　桃田選手

柔道、水泳、バドミントン、金銀銅25個

バドミントンと同代表選手の園田、嘉村ペアに期待している。

野球

水泳、柔道。　水泳の瀬戸大也選手

オリンピック  柔道  阿部一二三  / パラリンピック  カヌー  瀬立モニカ　

野球

柔道、野球

八村塁　バスケットボール

バスケットボール

米中貿易摩擦の長期化で、2020年の日本の景気は徐々に悪化の方向に向
かう。2020年東京オリンピック終了後は、特に鮮明になると思われる。

オリンピック景気の終了と中国・新興国経済の減速により、日本の景気
も悪化すると判断。

米中貿易摩擦を引き金とした中国経済の落ちこみで外需の冷えこみが続
く。更に、キャッシュレス決済のポイント還元終了で個人消費も冷えこ
むと予想。

年前半は東京オリンピックによる需要増により上向くが、年後半は終了
後の反動で需要減になる。結果として一年間では横這いで終わる見通し
である。

米中貿易問題の動向、消費増税の余波や激甚災害の増加等、懸念材料が
多いが、東京オリンピック開催に伴うインバウンドの伸展に期待したい。

米中貿易摩擦の状況次第だが、輸出低迷の長期化および消費増税対策の
還元制度終了に伴う消費低迷もあり、2020年後半は内外需とも低迷の予
想。

東京オリンピック開催に伴う特需は見込まれるが、海外情勢の悪化によ
る景気後退のリスクは今後も継続するものと考える。

日本の内需は人口減少に伴い伸び悩むものの、米中貿易摩擦も一旦は落
着きを見せ、輸出産業の需要が見込まれる。

米中及び日韓対立が長期化しボディブローとなってきいてくる。増税や
年金対策への不安から個人消費も落ち込み景気後退と予測。

異常気象で世界中で又日本中で深刻な被害が増している。経済に与える
影響も深刻で先を見た対策・努力をして初めて景気を維持出来るかもし
れない。

2020年度は、東京オリンピック・パラリンピック開催で企業業績は上昇
すると思われる。日本経済全体を考えると先行きの不透明さを少し感じ
る。

引き続き、世界経済は米中関係のバランスの中で、特に、中国経済の状
況が影響すると思う。米国大統領選挙もひとつのターニングポイントと
考えられる。

世界経済の悪化に伴いポピュリズムが更に深化し、紛争が多発する厳し
い年になるのでは。特に中国の体制維持に注視することが必要か？

世界経済の停滞や消費増税後の消費マインドの冷え込みもあり、国内景
気は停滞感が続くと思われるが、オリンピックの景気への好影響を期待
する。

オリンピックによる景況感も少なくなり、消費税の増税等による設備投
資の減退と、海外貿易があまりふるわなくなると思われるため。

内需が底固さを維持する中、輸出も世界半導体の在庫調整の進捗や新興
国・途上国の成長期待から持ち直し、景気は横這い圏内の動きを予想。

米中貿易摩擦、覇権争いが深刻化し、国内外の経済活動の停滞、生産の
縮小により景気は悪化する。オリンピック特需の終了が拍車をかけ下半
期は要注意。

米中通商協議の進展次第。早期妥結ならば日本経済も改善。妥結なしな
ら、米大統領選の年であっても日本経済は停滞。オリンピック後の反動
も懸念材料。

為替が安定しており、上期はオリンピック特需で好調に推移するが、10
月以降若干下降気味と思われる。それでも年間では良くなる。

米中貿易摩擦は長期リスクとなるも、堅調な米経済が世界経済へ好循環
を生み出す。日本経済は波あるも景気対策により底堅く景気回復を継続
していくだろう。

米中貿易摩擦の先行きが不透明であり、国内の消費税増税後の影響や企
業の人手不足感が依然として強いことから、景気見通しは緩やかに悪く
なる。
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2020年の日本の景気見通し
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2020年の日本の景気見通し

2020年東京オリンピック・パラリンピックで期待している競技や選手
回  答  者

理事長

代表取締役会長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役 社長執行役員

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

理事長

代表取締役社長

代表取締役

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役頭取

取締役社長

理事長

代表取締役会長

代表取締役会長

代表取締役社長

高 岡 信 用 金 庫

株式会社タカギセイコー

武内プレス工業株式会社

立山科学工業株式会社

立山黒部貫光株式会社

田中精密工業株式会社

株式会社チューエツ

中越合金鋳工株式会社

株式会社チューリップテレビ

津根精機株式会社

テイカ製薬株式会社

医療法人社団 藤聖会

藤堂工業株式会社

東邦工業株式会社

トナミ運輸株式会社

砺波工業株式会社

株式会社富山銀行

富山港湾運送株式会社

富 山 信 用 金 庫

富山スガキ株式会社

株式会社富山第一銀行

富山地方鉄道株式会社

吉岡　　周

八十島清吉

武内　繁和

水口　勝史

見角　　要

金森　俊幸

山影　有三

本多　真貴

山野　昌道

津根　良彦

松井　竹史

藤井　久丈

藤堂　利一

斉藤　大助

綿貫　勝介

上田　信和

齊藤　栄吉

金尾　雅行

山地　　清

須垣　純夫

金岡　純二

辻川　　徹

女子ゴルフ（畑岡奈紗・鈴木愛・渋野日向子）

バドミントン、陸上競技

５人制男子バスケでの八村塁選手の活躍を期待している。

野球、バスケットボール、水泳

男子陸上100ｍ走　桐生祥秀選手

水泳・サッカー・ゴルフ

バスケットボール・八村塁・馬場雄大

競泳　瀬戸大也

競泳の瀬戸大也、大橋悠依。バドミントン奥原希望。

野球、バドミントン

柔道・ラグビー・バドミントン・水泳　等

陸上競技・水泳・昨年話題となったラグビーに期待が高まる。

バドミントン　桃田選手

柔道、水泳、バドミントン、金銀銅25個

バドミントンと同代表選手の園田、嘉村ペアに期待している。

野球

水泳、柔道。　水泳の瀬戸大也選手

オリンピック  柔道  阿部一二三  / パラリンピック  カヌー  瀬立モニカ　

野球

柔道、野球

八村塁　バスケットボール

バスケットボール

米中貿易摩擦の長期化で、2020年の日本の景気は徐々に悪化の方向に向
かう。2020年東京オリンピック終了後は、特に鮮明になると思われる。

オリンピック景気の終了と中国・新興国経済の減速により、日本の景気
も悪化すると判断。

米中貿易摩擦を引き金とした中国経済の落ちこみで外需の冷えこみが続
く。更に、キャッシュレス決済のポイント還元終了で個人消費も冷えこ
むと予想。

年前半は東京オリンピックによる需要増により上向くが、年後半は終了
後の反動で需要減になる。結果として一年間では横這いで終わる見通し
である。

米中貿易問題の動向、消費増税の余波や激甚災害の増加等、懸念材料が
多いが、東京オリンピック開催に伴うインバウンドの伸展に期待したい。

米中貿易摩擦の状況次第だが、輸出低迷の長期化および消費増税対策の
還元制度終了に伴う消費低迷もあり、2020年後半は内外需とも低迷の予
想。

東京オリンピック開催に伴う特需は見込まれるが、海外情勢の悪化によ
る景気後退のリスクは今後も継続するものと考える。

日本の内需は人口減少に伴い伸び悩むものの、米中貿易摩擦も一旦は落
着きを見せ、輸出産業の需要が見込まれる。

米中及び日韓対立が長期化しボディブローとなってきいてくる。増税や
年金対策への不安から個人消費も落ち込み景気後退と予測。

異常気象で世界中で又日本中で深刻な被害が増している。経済に与える
影響も深刻で先を見た対策・努力をして初めて景気を維持出来るかもし
れない。

2020年度は、東京オリンピック・パラリンピック開催で企業業績は上昇
すると思われる。日本経済全体を考えると先行きの不透明さを少し感じ
る。

引き続き、世界経済は米中関係のバランスの中で、特に、中国経済の状
況が影響すると思う。米国大統領選挙もひとつのターニングポイントと
考えられる。

世界経済の悪化に伴いポピュリズムが更に深化し、紛争が多発する厳し
い年になるのでは。特に中国の体制維持に注視することが必要か？

世界経済の停滞や消費増税後の消費マインドの冷え込みもあり、国内景
気は停滞感が続くと思われるが、オリンピックの景気への好影響を期待
する。

オリンピックによる景況感も少なくなり、消費税の増税等による設備投
資の減退と、海外貿易があまりふるわなくなると思われるため。

内需が底固さを維持する中、輸出も世界半導体の在庫調整の進捗や新興
国・途上国の成長期待から持ち直し、景気は横這い圏内の動きを予想。

米中貿易摩擦、覇権争いが深刻化し、国内外の経済活動の停滞、生産の
縮小により景気は悪化する。オリンピック特需の終了が拍車をかけ下半
期は要注意。

米中通商協議の進展次第。早期妥結ならば日本経済も改善。妥結なしな
ら、米大統領選の年であっても日本経済は停滞。オリンピック後の反動
も懸念材料。

為替が安定しており、上期はオリンピック特需で好調に推移するが、10
月以降若干下降気味と思われる。それでも年間では良くなる。

米中貿易摩擦は長期リスクとなるも、堅調な米経済が世界経済へ好循環
を生み出す。日本経済は波あるも景気対策により底堅く景気回復を継続
していくだろう。

米中貿易摩擦の先行きが不透明であり、国内の消費税増税後の影響や企
業の人手不足感が依然として強いことから、景気見通しは緩やかに悪く
なる。
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2020年の日本の景気見通し

2020年東京オリンピック・パラリンピックで期待している競技や選手
回  答  者

代表取締役社長

代表取締役社長

取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

魚津・早月工場長

専務執行役員工場長

執行役員工場長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役会長・社長

代表取締役会長

代表取締役社長

代表取締役社長

常務取締役代表取締役社長

富山中央青果株式会社

富山テレビ放送株式会社

富山電気ビルデイング株式会社

富山日産自動車株式会社

富山日野自動車株式会社

株式会社富山村田製作所

株式会社トヨックス

日本カーバイド工業株式会社

日産化学株式会社
富山工場

日本カーボン株式会社
富山工場

日本海建興株式会社

日本海コンクリート工業株式会社

株式会社日本抵抗器製作所

ハリタ金属株式会社

日の出屋製菓産業株式会社

ファインネクス株式会社

富士化学工業株式会社

伏木海陸運送株式会社

株式会社不 二 越

安井　　豊

中西　　修

山田　岩男

真藤　隆生

小林　　誠

萱原　史也

中西　　誠

竹内　利二

西田　雄二

山崎　裕功

灰谷　久登

宮島　悦郎

木村　　準　

張田　　真

川合　声一

松田　　登

西田　　洋

川西　邦夫

小林　昌行新田　八朗

競泳（瀬戸大也、萩野公介）

バスケットボール　八村塁選手

バスケットボール　八村　馬場

野球　侍ジャパン　ソフトボール　上野選手

バスケットボール　八村塁

陸上･男子４×100ｍリレー

バスケットボール　富山出身の八村塁を応援

陸上100ｍ、200ｍと400ｍリレー

富山県出身の選手の活躍　レスリングやバスケットボール

卓球、バトミントン、ゴルフ

特にパラリンピックの選手のみなさんに期待しています。

柔道、男子100ｍ×４リレー、ボッチャ

ラグビー（７人制）

バトミントンや柔道での金メダル

競泳の瀬戸大也選手、柔道の阿部詩選手

卓球女子団体のシングル、ダブルスの選手組合せ 伊藤・平野・石川

バスケット　野球

卓球

野球＆ソフトボール、野球選手全員、ソフトは上野投手

八村塁選手

オリンピック終了後の下期には、押し上げ要因がなくなるため、景気の
停滞色が強まることは避けられないだろう。

米中貿易摩擦や日韓関係、消費増税による影響など不安材料はあるが、
日本経済は底堅く推移。特に東京五輪による個人消費やインバウンド効
果に期待する。

米中間の問題の他、米国の経済制裁実施などに起因するリスクが顕在化
することで、設備投資や消費が弱まり、内需低迷が長期化する可能性が
ある。

2020年度は、７～９月の東京オリンピックに向けて個人消費需要により、
一時的に景気は持ち直すが、年度後半は、その反動で景気が停滞する。

米中貿易摩擦の長期化による貿易の停滞から製造業の悪化は避けられず、
消費増税による個人消費の落ち込みも顕在化。東京五輪終了後は一層悪
化を懸念。

景気の牽引役である企業の設備投資が海外需要の復活で持ち直すと予想
するものの、個人消費の伸びは期待できず、横這いと推定する。

消費増税後の景気は一旦停滞するが東京五輪の盛り上がりに期待する。
終了後の再低迷も建設業の需要平準化も進んでおり長期的な低迷はない
と判断。

米中、日韓等の問題で前半は落ち込むが、後半からは半導体を中心に
徐々に回復するのでは。又米大統領選挙の影響で米中合意が成立し、他
も回復。

米国では良好な個人消費を背景に景気は底固く推移しているものの、米
中貿易摩擦の長期化を受け、成長のペースは鈍化続くと考えている。

米中対立、イギリスのＥＵ離脱問題など不安定な要因はあるも、国内需
要の底堅さより、総じて2019年度と同等と予想する。

消費増税、五輪後の内需反動減は一時的だが、力強さに欠ける。輸出は
底打ちし、後半には緩やかに持ち直す。省力化やデジタル化を中心に設
備投資拡大。

常務取締役製造所長

工場長

日本高周波鋼業株式会社
富山製造所

日本ゼオン株式会社
高岡工場

堀川　健一

浅野　浩一

「五輪不況」が懸念されるが、政府が行う各種景気対策の効果を期待し、
「横這い」。

落ち込んでいる景気は、米中協議進展と東京オリンピックの効果で持ち
直し回復して行く。

英国のＥＵ離脱など世界経済の先行き不透明感はあるものの、米中貿易
摩擦は解消されると思われ、また東京オリンピック特需があと１年は継
続するため。

消費税率引上げによる消費の落込を下支えする各種政策により景気は緩
やかに回復傾向の継続が期待されるが世界経済は通商問題影響に留意が
必要。

地域にもよるが、オリンピック関係の「宴のあと」、景気の世界的な停
滞期への移行により良くない条件の中で経営判断が必要となる。

人口バランスの悪化によりゆるやかに悪くなっていく。

米国大統領選挙の趨勢が夏場頃迄に決まり、それ迄は横這いだが、それ
以降は下降局面に入っていくと思っている。

中国の経済成長鈍化、米中貿易戦争や英国のＥＵ離脱といった世界経済
を取り巻くネガティブなファクターがあり、予断を許さない状況。

米中貿易摩擦、英国のＥＵ離脱問題の長期化等により、世界経済は不確
実性が増している。内需も力強さに欠け、低成長が続くが、輸出の持ち
直しに期待。

景気の見通しは、米中通商問題の継続や、英国のＥＵ離脱、中国経済の
減速懸念などにより、先行き不透明な状況が続くと考えられる。

日本海ガス
絆ホールディングス株式会社
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代表取締役社長

代表取締役社長

取締役社長
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代表取締役社長

代表取締役社長
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代表取締役会長

代表取締役社長

代表取締役社長

常務取締役代表取締役社長

富山中央青果株式会社

富山テレビ放送株式会社

富山電気ビルデイング株式会社

富山日産自動車株式会社

富山日野自動車株式会社

株式会社富山村田製作所

株式会社トヨックス

日本カーバイド工業株式会社

日産化学株式会社
富山工場

日本カーボン株式会社
富山工場

日本海建興株式会社

日本海コンクリート工業株式会社

株式会社日本抵抗器製作所

ハリタ金属株式会社

日の出屋製菓産業株式会社

ファインネクス株式会社

富士化学工業株式会社

伏木海陸運送株式会社

株式会社不 二 越

安井　　豊

中西　　修

山田　岩男

真藤　隆生

小林　　誠

萱原　史也

中西　　誠

竹内　利二

西田　雄二

山崎　裕功

灰谷　久登

宮島　悦郎

木村　　準　

張田　　真

川合　声一

松田　　登

西田　　洋

川西　邦夫

小林　昌行新田　八朗

競泳（瀬戸大也、萩野公介）

バスケットボール　八村塁選手

バスケットボール　八村　馬場

野球　侍ジャパン　ソフトボール　上野選手

バスケットボール　八村塁

陸上･男子４×100ｍリレー

バスケットボール　富山出身の八村塁を応援

陸上100ｍ、200ｍと400ｍリレー

富山県出身の選手の活躍　レスリングやバスケットボール

卓球、バトミントン、ゴルフ

特にパラリンピックの選手のみなさんに期待しています。

柔道、男子100ｍ×４リレー、ボッチャ

ラグビー（７人制）

バトミントンや柔道での金メダル

競泳の瀬戸大也選手、柔道の阿部詩選手

卓球女子団体のシングル、ダブルスの選手組合せ 伊藤・平野・石川

バスケット　野球

卓球

野球＆ソフトボール、野球選手全員、ソフトは上野投手

八村塁選手

オリンピック終了後の下期には、押し上げ要因がなくなるため、景気の
停滞色が強まることは避けられないだろう。

米中貿易摩擦や日韓関係、消費増税による影響など不安材料はあるが、
日本経済は底堅く推移。特に東京五輪による個人消費やインバウンド効
果に期待する。

米中間の問題の他、米国の経済制裁実施などに起因するリスクが顕在化
することで、設備投資や消費が弱まり、内需低迷が長期化する可能性が
ある。

2020年度は、７～９月の東京オリンピックに向けて個人消費需要により、
一時的に景気は持ち直すが、年度後半は、その反動で景気が停滞する。

米中貿易摩擦の長期化による貿易の停滞から製造業の悪化は避けられず、
消費増税による個人消費の落ち込みも顕在化。東京五輪終了後は一層悪
化を懸念。

景気の牽引役である企業の設備投資が海外需要の復活で持ち直すと予想
するものの、個人消費の伸びは期待できず、横這いと推定する。

消費増税後の景気は一旦停滞するが東京五輪の盛り上がりに期待する。
終了後の再低迷も建設業の需要平準化も進んでおり長期的な低迷はない
と判断。

米中、日韓等の問題で前半は落ち込むが、後半からは半導体を中心に
徐々に回復するのでは。又米大統領選挙の影響で米中合意が成立し、他
も回復。

米国では良好な個人消費を背景に景気は底固く推移しているものの、米
中貿易摩擦の長期化を受け、成長のペースは鈍化続くと考えている。

米中対立、イギリスのＥＵ離脱問題など不安定な要因はあるも、国内需
要の底堅さより、総じて2019年度と同等と予想する。

消費増税、五輪後の内需反動減は一時的だが、力強さに欠ける。輸出は
底打ちし、後半には緩やかに持ち直す。省力化やデジタル化を中心に設
備投資拡大。

常務取締役製造所長

工場長

日本高周波鋼業株式会社
富山製造所

日本ゼオン株式会社
高岡工場

堀川　健一

浅野　浩一

「五輪不況」が懸念されるが、政府が行う各種景気対策の効果を期待し、
「横這い」。

落ち込んでいる景気は、米中協議進展と東京オリンピックの効果で持ち
直し回復して行く。

英国のＥＵ離脱など世界経済の先行き不透明感はあるものの、米中貿易
摩擦は解消されると思われ、また東京オリンピック特需があと１年は継
続するため。

消費税率引上げによる消費の落込を下支えする各種政策により景気は緩
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必要。
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日本海ガス
絆ホールディングス株式会社
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2020年の日本の景気見通し

2020年東京オリンピック・パラリンピックで期待している競技や選手
回  答  者

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役頭取

代表取締役会長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役副社長

代表取締役社長

執行役員支社長

執行役員事業所長

代表取締役

代表取締役会長

代表取締役会長

代表取締役会長

特別顧問

北 酸 株 式 会 社

株式会社ホクタテ

株式会社北陸銀行

北陸コカ・コーラボトリング株式会社

北陸電気工業株式会社

北陸電気工事株式会社

北陸電機製造株式会社

北陸電力株式会社

株式会社三田商会

株式会社ほくつう
富山支社

三菱ケミカル株式会社
富山事業所

山口　昌広

滝野　弘二

庵　　栄伸

稲垣　晴彦

多田　守男

矢野　　茂

松本　重夫

尾島　志朗

土肥　良治

田中由紀夫

赤井　一隆

源　　和之

宮本岳司朗

梅田ひろ美

蓮池　浩二

井上　　孝

株式会社  源　

株式会社宮本工業所

株式会社ユニゾーン

株式会社リッチェル

ＹＫＫ株 式 会 社

執行役員 富山第一工場長

富士フイルム富山化学株式会社
富山第一工場

山田　亮介

バスケットボール　八村塁

バドミントン

柔道の男子73kg級　大野将平選手のオリンピック金メダル連覇

柔道

特定の種目や選手よりも参加する全てのアスリートが自己の極限を目指して活躍する姿に感動を覚えます。

卓球、バドミントン

競泳、マラソン、バドミントン、ラグビー、レスリングなど

バスケット、サッカー、ラグビー、野球等

バスケットボールの八村塁

陸上100ｍ×４リレー、水泳　瀬戸選手、野球　侍ジャパン

前川楓選手

全ての競技と選手の活躍を期待しています。日本中が共感する感動を。

ゴルフ、バスケット、柔道

陸上、柔道、サッカー、車椅子バスケ。服部勇馬、阿部兄妹

中国経済成長の鈍化・平均賃金伸び悩みによる内需落ち込み等に加え、
東京オリンピック後の高揚ムードが終了し、心理的にも停滞期に入る。

被災地復旧工事等の公共工事、人手不足への対応のための省力化設備投
資が見込まれる反面、消費税増税の反動等により予断の許さない状況が
続く。

米中貿易摩擦の長期化、中国、欧州経済低迷の進展、とりわけ、ドイツ
の低迷長期化とブレグジット後の英国の凋落トレンドが国内輸出関連企
業の業績を下押しする。

米中対立による世界経済への悪影響により輸出が低調に推移し、内需で
は消費税率引上げにより消費マインドが抑制され徐々に景気は悪化して
いくだろう。

中国や欧州の景気減速といった海外経済リスクの高まりにより、国内企
業の設備投資は鈍化。深刻な景気後退は予想されないが、低成長が続く
見通し。

グローバルにはジオポリティカルリセッションとも言われる景気後退局
面ですが、日本はその安定した社会というアドバンテージを活かして成
長の機会を持つ事が可能と思います。

現在は米中摩擦や中国経済失速などがあり低迷しているが、米国大統領
選挙、ＥＶ自動車本格生産化等により景気上昇局面と予想します。

東京五輪やインフラ建設の需要一巡などから景気が一時停退するが、企
業の省力化投資や研究開発投資などの内需により緩やかな景気回復が持
続する。

米中貿易摩擦等不透明な世界情勢を受けて、停滞気味の景気状況が継続
する。省エネ・省人化や国土強靭化への設備投資が景気を引っ張ること
を期待。

通商問題を巡る緊張や、中国経済の先行き等に対する懸念はあるものの、
雇用・所得環境の改善が続くなかで、緩やかな回復が続くと考えられる。

米中、日韓いずれも長引く。半導体・スマホ関連は上向くも、自動車工
作機関連は低調。ロジスティック関連は好調。全体的にはまだ弱いが年
後半に期待。

各通商交渉の進展に、海外の環境で底打ちの大手企業が、緩やかに回復。
が、国内は預貯金や内部留保の減少と益々厳しい景気の見通しとなる。

世界的な景気減速や米中貿易摩擦の激化により、設備投資の伸びは鈍化
し、内需も力強さに欠け、低成長が続く見通し。

米中貿易摩擦が続くなか、日本の輸出にも影響があり、国内消費動向も
低迷しているので景気は弱含みのまま推移するものと思われる。

米中間の貿易協議が合意に至らない上、英国のＥＵ離脱等、世界経済は
先行き不透明で、輸出拡大は見込めない。また、消費税増税で国内消費
が停滞する。

米中貿易摩擦の長期化や中国経済減速の影響で輸出が低迷し、災害復興
等の公的投資はあるものの個人消費は弱く、国内景気は横這いで推移す
ると予想する。

内需は個人消費の弱い伸びと設備投資の底固さはあるが、輸出の回復は
期待薄。貿易摩擦の再激化や地政学的なリスクによっては、減速と成り
うる。
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