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新年のご挨拶
一般社団法人 富山県経営者協会
会 長

山下 清胤

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルスの感染拡大が予想を超えて長期化して第５波にまで及び、経済、
ビジネスや我々の暮らしに大きな影響を及ぼすとともに、不安な影を落としつづけた一年であり
ました。
その中で一年延期された東京オリンピック、パラリンピックが開催され、選手達の活躍が世界
の人々に勇気と希望を与えてくれました。また、県内においても昨年11月には、２年ぶりに富山
マラソン2021が開催され、県内外から約１万人が参加する大会となりました。これは富山から全
国に向けて発信するとても明るい話題となりました。
足元では感染拡大が収まりつつあり、国内では各種規制も緩和され、先行きの明るさを期待し
たいところではありますが、一方で海外諸国での新たな変異株の発生など、未だ不透明感を払拭
できるには至っておらず、予断を許さない状況はしばらく続くものと思います。
会員各社におかれては大変厳しい状況が続く中、企業経営にご尽力されてきたものと思います。
これからの人口減少下で迎える「ポストコロナ」「ウィズコロナ」に向け企業の持続的な成長実
現を図るためには、多様な人材の活躍推進とともに労働生産性の向上が不可欠であり、その鍵と
なるのが「働き方改革の深化」や「ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）」であると思い
ます。
これまで多くの企業は、インプット（労働投入）を効率化する働き方改革に取り組み、一定の
成果を上げてきましたが、労働生産性をさらに向上させていくためには、これまでの働き方改革
の取り組みを継続しながら、同時に、働き手のエンゲージメントの向上により、アウトプット（付
加価値）の最大化に向け、働き方改革を深化させていく必要があります。また、デジタル技術を
活用した業務の効率化においても情報の活用を図る、人材育成が広く求められています。
本年も当協会のテーマである「企業と人」にフォーカスし、労働生産性向上に向けた働き方改
革と人材育成を会員各社との連携を図りつつ、富山県の発展のために尽力してまいります。
結びに、会員各社のご繁栄、皆様のご健勝とご多幸を祈念し、新年のご挨拶とさせていだだき
ます。
（三協立山株式会社 相談役）
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年頭の辞
富山県知事

新田 八朗

明けましておめでとうございます。令和４年の初春を皆様とともに寿ぎたいと存じます。
さて、私は、令和２年11月の知事就任以来、「県民目線」、「スピード重視」、「現場主義」
を大切にした県政運営に努め、県民の皆様にお約束している８つの重点政策・８８の具体策にも
誠心誠意取り組んでまいりました。
昨年は、新たな成長戦略の策定を進めるとともに、「ワンチームとやま」連携推進本部会議に
よる市町村との連携・協力の強化や、行政、産業・地域社会のデジタル・トランスフォーメーシ
ョンの推進等を着実に進めてきたところです。
一方で、新型コロナウイルス感染症の再拡大や記録的な大雪、高病原性鳥インフルエンザの発
生など、県民の皆様の命や暮らしに関わる重大な事案に見舞われました。
これらの困難に対応し、乗り越えていくなかで、県民の皆様が豊かで安心して暮らせる社会の
実現に取り組んでいく決意を新たにしています。
依然として、新型コロナウイルス感染症の影響が続いていますが、県としましては、県民の皆
様の命と暮らしを守ることを最優先課題として、引き続き感染拡大防止対策や経済対策に取り組
み、県民の皆様とともに、この危機を乗り越えてまいります。
同時に、ビヨンドコロナを見据えた新しい富山県の未来をつくっていかなければなりません。
これからは、収入や健康といった外形的な価値だけでなく、自己実現、周囲の人間関係や地域
社会とのつながりなども含めて、自分らしくいきいきと生きられること、主観的な幸福度を重視
した「真の幸せ」（ウェルビーイング）を目指すことが、県民の皆様のやる気や意欲につながり、
結果として、経済・社会の活力をさらに高めるものと考えています。
このため、現在議論を進めている新たな成長戦略では、県民の皆様のウェルビーイングの向上
を図ることにより、次世代の価値を生む人材が富山に育ち、また、県外から引き寄せられて本県
に集積することを核に据えることとし、「幸せ人口1000万〜ウェルビーイング先進地域、富山
〜」をビジョンとしていきたいと考えています。
本年も、皆様とワンチームとなって、笑顔と希望に満ちあふれ、チャンスがあり、夢を叶える
ことができる、ワクワクすることがたくさんある富山県の実現に向けて一層努力してまいります。
結びに、富山県経営者協会の限りないご発展と、山下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、年頭のご挨拶といたします。
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― 経 団 連 会 長 新 年 メ ッ セ ージ ―

サステイナブルな資本主義で
持続可能な未来社会の確立を
一般社団法人 日本経済団体連合会
会 長

十倉 雅和

昨年６月１日に会長に就任してから半年が過ぎた。この間、最優先してコロナ禍の克服と社
会経済活動の活性化の両立を実践した。並行して、前会長の中西さんが提唱した Society 5.0 for
SDGs、サステイナブルな資本主義といった路線を継承しつつ、市場経済の中に社会性の視点
（from the social point of view）を入れることで、これまでの路線をさらに発展させるべくスピ
ード感をもって取り組んだ。
経団連が掲げる「サステイナブルな資本主義」は、岸田総理が目指す「新しい資本主義」と
軌を一にするものである。岸田総理は、昨年10月の政権発足以来、「新しい資本主義の実現」
に力を注ぐことを表明してこられた。柱となるコンセプトは、「成長と分配の好循環」と「コ
ロナ後の新しい社会の開拓」である。総理を議長とする「新しい資本主義実現会議」では私か
ら、分配は成長とセットで議論すべきでありまずは成長が重要であることを強調した。そのた
めに取り組むべき課題は、コロナで問題となった我が国の危機管理能力の向上など社会的共通
資本の構築であり、こうした課題は市場経済だけでは解決できないため、政府の役割が重要に
なることを指摘した。また、新しい資本主義の実現には、サステイナブルな地球環境が欠かせ
ないことから、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）と並んで、グリーントランスフォ
ーメーション（ＧＸ）についても、政府全体で議論していく必要があることを繰り返し訴えて
いる。
ＧＸ、ＤＸに加えて、スタートアップ振興、規制改革、地方創生、働き方の変革と人材の育
成、国際社会との連携・協調、財政健全化と持続可能な全世代型社会保障改革など、内外の重
要政策課題を強力に推進することが急務である。
企業こそが成長と分配の担い手であるという覚悟と気概を持って、経団連は、2022年も岸田
内閣と力を合わせ、コロナ禍の克服とサステイナブルな資本主義による持続可能で豊かな未来
社会の確立に向けて、全力で取り組んでいく所存である。皆様のより一層のご支援、ご協力を
お願い申しあげる。
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新年のご挨拶

副会長

八十島

副会長

清吉

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
新年にあたり、改めて昨年を振り返りますと、
世界は一昨年に続き新型コロナウイルスの感染拡
大が、人々の健康・生活、社会・経済に大きな影
響を与えた１年でした。

矢野

茂

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。
今年は、新たなコロナ変異株の出現に備えつ
つ、緩和的な金融政策や、政府の行う経済対策

日本においては、特に第５波となるデルタ株に

で、経済の正常化による雇用の改善が進み、景

よって医療体制の逼迫を余儀なくされつつも、ワ

気回復の契機になればと思います。加えて、地

クチン接種や治療薬の進展で感染者数は激減し、

方発の事業である「デジタル田園都市国家構

オミクロン株も出現する一方で、経済再生への光

想」が実現すれば、住む場所や働く場所がより

が見えてきた状況にあります。今後ともウィズコ

自由になり、都市間格差の解消と地方の活性化

ロナの新常態を堅持しながら、変革実践による新

が期待できます。一日も早く、コロナ禍の終息

たな時代を切り拓いていく必要があります。

に一定の成果が見え、富山県が活性化するため

今年は昨年以上に経済回復が予測される反面、

に皆さんと共に手を携えて、超スマート社会を

米中対立による覇権争いの激化や足元の資源高、

実現し、皆様が安心して暮らせる日々が戻って

サプライチェーンの危機への対応、そして感染症

くることを願ってやみません。

拡大の抑制と経済活動のバランス等、不透明な状

さて、今年の干支は「壬寅（みずのえとら）」

況下にあっても、人口減少という構造問題を抱え

です。壬寅の年は、「辛く厳しい冬はいずれ終

る日本の持続的発展に向け、当協会のテーマであ

わり、暖かい春が来る」と言われます。富山県

る「企業と人」の観点を重視した働き方改革の更

が華々しく輝き、生命力に溢れ、持続的な発展

なる深化により、付加価値の高い働き方への移行

に繋がる年になることを期待しております。

を強力に推進する必要があります。

結びに、富山県経営者協会の継続的なご発展

会員企業の皆様のご理解とご協力をお願い申し

と、会員企業の皆さま方のご多幸とご活躍をお

上げますと共に、皆様方の更なるご健勝とご活躍

祈り申し上げまして、新年のご挨拶といたしま

をご祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたします。

す。

（株式会社タカギセイコー 代表取締役会長）

（北陸電気工事株式会社 代表取締役社長）
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新年のご挨拶

副会長

浅野

慎一

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
新型コロナ感染が世界的に拡大してから２度目の
新年を迎えることになりますが、いまだ世界経済並
びに皆様の暮らしにも大きな影響を及ぼしています。
昨年からワクチン接種が進むにつれ、新型コロナ
は一部の国・地域を除き下火に向かい、それまで滞
っていた経済活動も活発化している一方、新たな変
異株であるオミクロン株が英国をはじめとする欧州
や香港、日本でも検出されるなど、世界的に拡大す
る兆しがみられております。引き続き会員の皆様に
は、感染症対策を継続して頂きたくお願い致します。
今後、景気回復するまで少し時間が必要かと思わ
れますが、このような新常態化での成長を継続する
ために、変化をチャンスと捉え、多様なお客様から
の要望と更なる市場創造に向け、働き方改革として
テレワークへの対応、ＤＸ推進の業務のデジタル化
などにより、活力のある働き甲斐のある企業となる
ことで、地域社会への発展に貢献が出来ます様に、
会員の皆様と協力しながら、課題解決できればと思
っております。どうか会員各位の相互連携を何卒お
願い申し上げます。
最後になりましたが、皆様のご健勝とご多幸をお
祈り申し上げて、年頭のご挨拶とさせていただきま
す。
（ＹＫＫ株式会社 副社長黒部事業所長）
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2022年

新 春 アン ケ ート

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」
（ 2021年12月実施）を行い、「2022年の
日本の景気見通し・日経平均株価・対ドル円相場・原油価格（ドバイ原油）予想」と、新型コロナウイル
ス感染症による厳しい状況が徐々に緩和されるなか、将来、新型コロナウイルス対策の行動制限がなくな
った時「一番やってみたいこと」は何ですか？について尋ねた。83人から回答があった。各回答は８〜15
ページに掲載する。

質問内容と回答項目
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7日）
①2021年7月〜9月のＧＤＰ予測 ： 1.00 ％
②2021年度ＧＤＰ予測
： 3.34 ％
③2022年度ＧＤＰ予測
： 2.78 ％

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）

景気予想の集計結果
良くなる

70.7%

横這い

24.4%

悪くなる

4.9%

上昇する

37.3%

同程度

53.0%

下降する

9.6%

参考：2021年11月9日終値 29,285.46 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：2021年11月9日（東京17時） 112.85 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：2021年11月9日（東京17時）81.60 ドル （１バレル １月渡し）

５

円高となる 20.5%
同程度

43.4%

円安となる 36.1%

上昇する

20.5%

同程度

43.4%

下降する

36.1%

将来、新型コロナウイルス対策の行動制限がなくなった時
「一番やってみたいこと」は何ですか？

「2022年の景気見通し」は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が徐々に緩和され、
緩やかに持ち直しつつあるが、経済社会活動が正常化に向かうなかで、各種政策などを背景に、
景気が持ち直していくことが期待される。供給面での制約や原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意
する必要があるといわれているが、感染症による内外経済への影響や金融資本市場の変動等の影響も注視して
いく必要がある。今回のアンケートでは、景気は良くなるとの回答が70.7％、横這いが24.4％、悪くなるが4.9
％であった。
「株価」では、上昇するが37.3％、同程度が53.0％、下降するが9.6％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20.5％、同程度が43.4％、円安が36.1％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20.5％、同程度
が43.4％、下降するが36.1％であった。
将来、新型コロナウイルス対策の行動制限がなくなった時「一番やってみたいこと」は何ですか？について
は、旅行（国内・海外）いう意見が多くみられた。また、対面でのコミュニケーション活動の再開、マスクか
らの解放、全社員での交流会、文化芸能やスポーツ観戦など、オンラインではなく生で感じたいとの意見もあ
った。

総括
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新春アンケート 回答一覧

株式会社アイザック
代表取締役社長

松村

篤樹

あおぞら経営税理士法人
代表社員

朝日

重紀

朝日印刷株式会社
代表取締役社長

池田

和男

アルビス株 式 会 社
代表取締役社長

池田嘉津弘
株式会社池田模範堂
代表取締役社長

北岡

隆之

株式会社インテック
代表取締役社長

竹内

克彦

株式会社大谷工業
取締役

金森勇四郎
株 式 会 社カナモリ
代表取締役社長

久米

一郎

関西電力株式会社

北陸支社

理事 支社長

駒澤

信雄

株式会社北日本新聞社
代表取締役

瀧脇

俊彦

北日本放送株式会社
代表取締役社長
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感染対策の行動制限がなくなった時「一番やってみたいこと」
コロナ変異株の動向にもよるが、経済活動の正常化が段階的に進み、
雇用・所得環境が改善し国内需要が回復する。一方、供給制約や資源
価格高騰が懸念要素。

旅行
新型コロナの不確実性はあるが、生産性向上、ＤＸ及びＣＮへの投資
意欲と機会が顕在化し、国内の投資は活発化し、また国内消費も上向
く。

保留していた旅行及び新しい領域での新しい人々との出会い。
コロナワクチンの普及により景気回復が進展すると予想。特にこの落
ち着いた感染状況を維持できるならば、政府景気刺激策とリベンジ消
費に期待できる。

海外出張や海外旅行など国外での活動をしたい。
ワクチン効果による重症化リスク軽減等コロナ禍収束気運の高まりに
よる個人消費回復基調や国際物流バランスの改善等による原料価格安
定を期待する。

オンラインでは実現できない海外視察や大規模展示会の開催等
コロナ禍が収束後、飲食業や旅行業などのサービス業が復活していく。
また訪日客増によるインバウンド需要も期待できる。

親しい知人たちとのマスクなしでの宴会。
新型コロナウイルス感染状況が沈静化する中、ウィズコロナでの経済
活動正常化の進展および個人消費の回復により、景気は緩やかに上向
く。

米シリコンバレーでの、リモート会議では分からない空気感の共有
新型コロナウィルスのワクチン、治療薬の普及により、運輸、小売、
飲食、サービス業界が徐々に正常化し、メーカーの生産活動も次第に
活性化していく。

マスクをしないで日常生活を送りたい
新型コロナや変異株が、感染しなければ、徐々に経済活動が回復する
だろうが、労働不足解消や賃金アップの政策、資源高や円安の影響で
消費が低迷する。

旅行
供給制約や第６波リスクはあるが、22年は補正予算の効果や民間最終
消費支出のいわゆるリベンジ消費の効果が残ることから同程度の景気
が期待される。

富山の文化遺産や美術館などを巡りたいと思います。
コロナの動向や政治情勢にもよるが、基本的には回復基調をたどる。

大人数でのパーティー
新型コロナウィルスの治療薬ができれば景気はある程度は回復する。

県外へ温泉旅行

原油価格

大善

2022年の日本の景気見通し

円 相 場

石﨑

者

日経平均株価

答

景気予想

回

（企業名50音順・敬称略）

キタムラ機械株式会社
代表取締役専務

櫻井

隆

協和ファーマケミカル株式会社
代表取締役社長

塩井

保彦

株式会社廣貫堂
代表取締役会長

谷川

正人

コーセル株 式 会 社
代表取締役社長

西能

淳

特定医療法人財団 五省会
理事長

高橋

正明

コマツＮＴＣ株式会社
代表取締役社長兼ＣＥＯ

西山

知克

株式会社小松製作所
氷見工場
執行役員工場長

橋本

淳

サクラパックス株式会社
代表取締役社長

川島

康広

佐藤工業株式会社
北陸支店
執行役員支店長

山下

清胤

三協立山株式会社
相談役

大島

健二

ＪＦＥマテリアル株式会社
代表取締役社長

感染対策の行動制限がなくなった時「一番やってみたいこと」

原油価格

耕作

2022年の日本の景気見通し

円 相 場

北村

者

日経平均株価

答

景気予想

回

半導体や樹脂、電子部品の安定供給が行える様になり、生産出荷量が
増加する為に景気が上向き、政府の助成金や補助金の給付により売上
も増加する。

海外出張及び海外視察
一部好況を示している産業はあるものの、新型コロナ影響については、
明確な出口が見えていない。好転を実感出来るのは、22年下半期以降
と予測する。

人数制限なしの懇親会（飲み会）
国内要因としては、コロナ第６波、海外要因としてインフレ、中国不
動産、米国テーパリングをリスクとしながらも緩やかな景気回復を見
込む。

出張
コロナ感染が落ち着くものの再拡大の懸念もあり、部材不足の継続、
原材料の高騰など、経営環境リスクも多く不安定な状況が続く。

仲間たちとの懇親イベント
引き続き感染動向及び社会不安の影響が残り、景気は緩やかな回復基
調にとどまる。

100名を超える規模での新入職員歓迎会。
半導体不足等により、一時的及び部分的に産業の停滞はみられるが、
不足を補うための設備投資が活発に行われ、景気は上向くと考える。

仕事、プライベート双方で友人と交流を復活したい。
コロナの収束傾向で飲食、サービス、旅行関係業種が持ち直し国内景
気は好転するが、製造業は米中関係等先行き不透明。

国内外の同業他社との交流
コロナが落ち着けば、景気は良くなると予想するも、コロナ前にはな
らない。業種により、すごく良くなるところと悪くなるところの格差
も拡がる。

社内のコミュニケーション活動の再開。マスクからの開放。
アフターコロナへの移行に伴い、コロナ禍による影響は収束し、個人
消費の回復をはじめ、経済全体が回復傾向に向かうものと思われる。

文化芸能やスポーツ観戦など、オンラインではなく生で感じたい
資源高を含めた不確実性は来年以降も残るが、コロナ禍からの回復が
様々な分野で大きく進むことが見込まれており、経済活動は改善基調
が続くと考える

企業と人との直接のコミュニケーション
新型コロナの経口薬ができ、経済活動が活発化することが期待される

海外出張

富山経協：2022年1月号
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新春アンケート 回答一覧
感染対策の行動制限がなくなった時「一番やってみたいこと」
ワクチン普及に伴い経済活動が正常化に向かい、景気回復が続く

株式会社シキノハイテック
代表取締役社長

釣谷

邦男

新日本海重工業株式会社
代表取締役社長

寺田

敦

第一薬品工業株式会社
代表取締役社長

大津賀保信
ダ イト 株 式 会 社
代表取締役社長

中﨑

俊也

株式会社大和 富山店
取締役店長

吉岡

周

高 岡 信 用 金 庫
理事長

八十島清吉
株式会社タカギセイコー
代表取締役会長

武内

繁和

武内プレス工業株式会社
代表取締役社長

水口

勝史

立山科学株式会社
代表取締役社長

見角

要

立山黒部貫光株式会社
代表取締役社長

金森

俊幸

田中精密工業株式会社
代表取締役 社長執行役員

10 富山経協：2022年1月号

新型コロナウイルス感染症の影響の大きさ次第と考えます。

個人的には、旅行です。
ワクチンや治療薬の普及、医療提供体制の拡充の下、感染抑制と経
済・社会活動の両立が進んでいくことで、個人消費全般も持ち直し景
気は上昇すると思われる。

対面（リアル）でのコミュニケーション、交流（公私共に）
ワクチン接種など新型コロナウィルスの対策が進み、活動制限が緩和
され、消費活動も活発化し景気は回復すると予想される。

マスクをしなくてよい生活
コロナ禍も収束をむかえ、旅行等も増加し、個人消費も活発になると
思う。

宿泊を伴う旅行（国内外共）
コロナ禍がワクチン接種と治療薬の普及によって、収束に向かうと予
想される。年の後半には半導体不足も解消され、景気は良くなると予
想される。

グループでの海外旅行を実施したい。
資源価格の高騰が景気回復の懸念材料ではあるが、新型コロナ感染拡
大による行動制限の緩和にともない個人消費が景気回復をけん引する
ものと思われる。

国内・海外拠点の視察と社員との直接的なコミュニケーション
国内の新型コロナウイルスの感染は小康状態が続き、景気回復も緩や
かに進むと考えられるが、新たな変異株によるマイナス影響は不透明
である。

マスク無しでの国内・海外の旅行。
コロナウイルスの影響で先行不透明感もあるが、新政府による景気刺
激策が着実に個人消費の拡大、企業の投資増大にも繋がっていくもの
と考えられる。

海外子会社への出張と社員皆さんとの会食
景気の回復ペースが急速に高まることは難しく、当面は感染拡大防止
と経済活動活性化を慎重にバランスさせて緩やかな回復が続くと思わ
れる。

国内外から広く誘客を図り、地域復興と国際化の推進に努める。
世界的なワクチン接種の拡大、治療薬の開発により、景気回復のボト
ルネックとなっているサプライチェーンの混乱が順次解消され景気回
復に繋がる。

会えなかった人との再会

原油価格

満広

2022年の日本の景気見通し

円 相 場

浜田

者

日経平均株価

答

景気予想

回

（企業名50音順・敬称略）

株式会社チューエツ
代表取締役社長

本多

真貴

中越合金鋳工株式会社
代表取締役社長

山野

昌道

株式会社チューリップテレビ
代表取締役社長

津根

感染対策の行動制限がなくなった時「一番やってみたいこと」

原油価格

有三

2022年の日本の景気見通し

円 相 場

山影

者

日経平均株価

答

景気予想

回

新型コロナウィルス感染拡大に歯止めがかかれば景気は回復に向かう
が、再び感染が拡大すれば景気回復が失速する恐れもあるため、予断
を許さない状況。

社内・社外とのコミュニケーションの活性化
新型コロナウィルス対応で逼迫している物流は緩やかに回復してくる
一方で、半導体及び人員の不足により低調な景気動向と予想する。

温泉でゆっくり過ごしたい
底堅い製造業に加え、新型コロナの状況安定により消費意欲が上向き、
全体として良くなる方向へ。

バンドのライブを開催したい

良彦

津根精機株式会社
代表取締役社長

藤堂

利一

藤堂工業株式会社
代表取締役社長

斉藤

大助

東邦工業株式会社

綿貫

新型コロナウィルス感染症は段階的に収束に向かう一方で、カーボン
ニュートラル・円安・資源価格高騰の影響を受けながら緩やかに回復
すると思われる。

気兼ねなくゴルフを楽しみたい
コロナは終息しそうになく引続き厳しい一年になると覚悟している。
中国の体制が維持されなければ世界経済は大変な事態となるが、そん
なドラスティックなことにならなければ横ばいか？

代表取締役

北海道への社員旅行（トマム星野リゾートで連泊）

勝介

日本経済は徐々にコロナと共生する道を確かなものにしてきている。
ワクチン接種が進展する中、政府の経済対策を含め、個人消費の拡大
に期待したい。

トナミ運輸株式会社
代表取締役社長

上田

信和

砺波工業株式会社
代表取締役社長

中沖

雄

株式会社富山銀行
代表取締役頭取

金尾

雅行

富山港湾運送株式会社
取締役社長

山地

清

富 山 信 用 金 庫
理事長

経済対策の施行等によって一部の業種をのぞき、全般的に景気は上向
いてくると思われる。

社内の親睦をはかるためにも社員全員で社員旅行を行いたい。
ワクチン接種の進展と共に行動制限等経済活動への制約が薄らぐ他、
世界経済の回復が続くこと等を背景に、景気の緩やかな持ち直し基調
が続くことを期待

欧州でオペラ鑑賞、米国でプロレス観戦を堪能したい
時代を牽引する人材・産業が育っていないため大型の財政出動を行っ
ても経済活動は不活発。大半が貯蓄に回り株価を現状維持程度に支え
る効果のみ。

海外視察
コロナは終息に向かい、経済活動は活発化。米国物価高、原油高、中
国不動産市場が懸念材料だが、政策対応で過度な落ち込みは回避され
る。

他県の信用金庫を訪問し、現場を見て、経営の参考にしたい。

富山経協：2022年1月号
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新春アンケート 回答一覧

富山スガキ株式会社
代表取締役会長

野村

充

株式会社富山第一銀行
代表取締役頭取

辻川

徹

富山地方鉄道株式会社
代表取締役社長

安井

豊

富山中央青果株式会社
代表取締役社長

中西

修

富山テレビ放送株式会社
代表取締役社長

山田

岩男

富山電気ビルデイング株式会社
取締役社長

白倉

三喜

富 山日産自動 車 株 式 会 社
代表取締役会長(兼)社長

小林

誠

富山日野自動車株式会社
代表取締役社長

西田

吉宏

株式会社富山村田製作所
代表取締役社長

品川祐一郎
トヨタモビリティ富山株式会社
代表取締役社長

中西

誠

株式会社トヨックス
代表取締役社長

12 富山経協：2022年1月号

感染対策の行動制限がなくなった時「一番やってみたいこと」
コロナ終息の兆しが見え始め、元の生活に戻れば経済は活況となるが、
原油価格高騰が続けば大きなマイナス要因となる。

旅行、宴会
コロナ禍の収束とともに景気は緩やかに回復。移動や大規模イベント
の制約から業種間格差は残る。気候変動対応による資源価格の変動が
経済活動を撹乱。

友人達との夜を徹した語らい。豪華客船での船旅。
新型コロナワクチンの接種が進展し、経済活動の回復が期待されるた
め、景気は緩やかに良くなると考えるもの

国内・海外旅行
コロナ禍による影響も「ワクチン効果」や「飲み薬」の普及により、
景況感を押し上げて経済活動にも一定の回復が期待できる。

親睦会など、会社行事の再開
新型コロナの感染動向は依然として先行き不透明であるが、景気は回
復基調にあり、個人消費も正常に向かう。懸念材料は原油高、円安、
半導体不足か。

海外視察
緩やかな景気回復が続く。労働需給は徐々にタイトになるが、テレワ
ーク、通信インフラ整備、ＡＩなど技術の普及により生産性向上、成
長力底上げに期待。

豪華客船で世界一周旅行
コロナが収束したとしても、外食（外出）や他人と距離を保ち、マス
クを使う習慣は引き続く。個人消費が回復しないと景気は好転しない
と思います。

各団体の懇親会や地域のイベント
新型コロナについては途上国にワクチンが行き渡らない状況から世界
的な終息の目処が立たず、サプライチェーンの危機的状況が当面続く
ものと予想。

グルメツアー
経済活動再開に伴う景気回復や新政権による経済対策は期待されるも
のの、円安の進行や各種物価上昇もあり、国内経済は伸び悩みが予想
される。

海外旅行
岸田新政権による政策期待や、ワクチン普及に伴う経済活動の正常化
が明るい材料だが、引き続きコロナ禍懸念と海外情勢の不透明感はぬ
ぐえません。

国内・海外を問わず、旅行に行ってみたいです。
コロナ状況の影響は当面続きますが、デジタルとリアルでの、経済活
動が動き出し、少しずつ良化に向かっていくと思います。

みんなでワイワイガヤガヤ食事を行いたい

原油価格

純夫

2022年の日本の景気見通し

円 相 場

須垣

者

日経平均株価

答

景気予想

回

（企業名50音順・敬称略）

日産化学株式会社

富山工場

執行役員富山工場長

岡部

英敏

日本カーボン株式会社
富山工場
工場長

土屋

誠

日本海ガス株式会社
代表取締役社長

山田

仁史

日本海建興株式会社
代表取締役社長

定村

剛

日本高周波鋼業株式会社

富山製造所

取締役常務執行役員製造所長

宮城

孝一

日本ゼオン株式会社高岡工場
工場長

木村

準

株式会社日本抵抗器製作所
代表取締役社長

川合

声一

日の出屋製菓産業株式会社
代表取締役会長・社長

松田

登

ファインネクス株式会社
代表取締役会長

西田

洋

富士化学工業株式会社
代表取締役社長

川西

邦夫

伏木海陸運送株式会社

感染対策の行動制限がなくなった時「一番やってみたいこと」

原油価格

康

2022年の日本の景気見通し

円 相 場

高子

者

日経平均株価

答

景気予想

回

新型コロナの影響が和らぎ、国内景気は緩やかに回復基調と予想。
（背景として国内外の経済活動や企業収益の回復、雇用・所得の改善
等があげられる）

自粛していた友人や親戚との交流
半導体不足はメーカーの設備増強で若干なりとも回復。しかし、新型
コロナ再拡大の懸念はあるため、国内・海外の経済回復は来年厳しい
のでは。

旅行、新年会、忘年会
コロナ禍から少しずつ回復基調にある中、脱炭素社会への加速が、原
油価格の上昇を招き、それが生産コストの上昇、個人消費の抑制につ
ながり、景気が減速、悪化する。

海外視察、研修
３回目のワクチン接種の計画もあり、コロナ禍はある程度落ち着くと
予想される。政府は経済対策にも注力することから期待も込めて「良
くなる」

コロナ前、毎年行っていた東京ディズニーランドへ行きたい。
世界的にはコロナ禍からの脱却が徐々に進み、景気回復トレンドとな
るが、原燃料価格などは高止まりし、物価上昇圧力が続くことから双
方で相殺となる。

海外旅行
新型コロナワクチンの普及、治療薬の開発、実用化が進み、外出自粛
に伴う支出抑制で増加した貯蓄の取り崩しが進むことから。

社員一同が会する、近隣企業や住民との対話を活性化するイベント
ワクチン定期接種、経口薬普及で、経済活動正常化、雇用・所得環境
改善が図られコロナ危機下で積み上がった貯蓄の一部が消費に回り成
長回復を見込む。

夜なべ談義
今後もコロナウィルスの変異株は、次々と現れてきてしまうと考えて
いる。しかしワクチンの接種等により抗力がついてきており乗り越え
られると思う。

全社員での交流会
コロナの影響は少なくなるものの中国の政治経済圧力は続くものと思
われるので景気は伸びないと思う。

国内有名ゴルフコースツアー
新型コロナウイルス感染症がある程度収束し、経済活動が正常化する
ことを期待したい。

外食や旅行
新型コロナウイルス感染症の影響長期化により企業の収益は業種によ
る二極化が進んでいるが、製造業を中心に景気の回復基調は維持され
ると思われる。

代表取締役社長
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新春アンケート 回答一覧

株式会社不二越
取締役副社長

三善

隆広

富士フイルム富山化学株式会社

富山第一工場

取締役常務執行役員 富山第一工場長

山口

昌広

北 酸 株 式 会 社
代表取締役社長

滝野

弘二

株 式 会 社ホクタテ
代表取締役社長

村上

一浩

株式会社ほくつう
富山支社

執行役員支社長

庵

栄伸

株式会社北陸銀行
代表取締役頭取

稲垣

晴彦

北陸コカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役会長

多田

守男

北陸電気工業株式会社
代表取締役社長

矢野

茂

北陸電気工事株式会社
代表取締役社長

大西

賢治

北陸電機製造株式会社
代表取締役社長

小田

満広

北陸電力株式会社
常務執行役員
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感染対策の行動制限がなくなった時「一番やってみたいこと」
コロナ禍による制約が減少、又半導体不足も徐々に解消されることか
ら消費拡大。

海外生産会社への出張による現地スタッフとの直接交流
ワクチン接種の進展と軽症者に対する治療薬の実用化により経済活動
の制限が本格的に解除され、景気は緩やかに上向く。原油価格が懸念
材料。

遠方にいる家族に会いに行きたい。
テレワークの推進やリモート等の業務大革命の結果、新技術が普及し
た。働き方改革の推進が進み、余暇が創出され個人消費が拡大するこ
とを期待する。

花見
新型コロナ感染状況次第だが小康状態が継続し半導体などの供給体制
が年末まで改善または兆しがみえてくればデジタル自動車関連業界が
けん引する

一同に会する全社会議の開催と社内研修旅行（海外）の復活。
ワクチン接種によりウィズコロナでの消費回復が見込まれますが、半
導体不足や物価高による影響が予測されますので横這いと思います。

国内・海外旅行
ワクチン普及等による各種制限の緩和もあり、消費やサービス需要の
回復を主因として緩やかにではあるが、景気回復に向かうと考えられ
る。

多くの職員に対面で所信表明や意見交換ができる催しの再開
コロナ収束にともなって、現在よりはマシな状況になるが、期待値ま
では回復しないと思います。

海外旅行
コロナの落ちつきが見えるものの、原油高、貴金属高騰など不安定要
素も多く、上昇局面以外も有り横這いと予想します。

海外出張による海外拠点スタッフとの面談
新型コロナ感染症の収束に伴い停滞していた経済が活性化することに
加え、５Ｇなど情報・通信技術の進展による生産性向上及び経済成長
に期待する。

国内での脱炭素への対応強化及び海外での事業展開に向けた調査
このコロナ禍から完全に脱出し、かつてのように自由に活動できるよ
うになるならば、我が国の景気は良くなると思う。

海外旅行
コロナ禍が収束し、経済社会活動は正常化に向かう中で、各種政策の
効果や海外経済の改善によって景気が持ち直していくことが期待され
る。

海外旅行を楽しみたい

原油価格

茂

2022年の日本の景気見通し

円 相 場

藤樫

者

日経平均株価

答

景気予想

回

（企業名50音順・敬称略）

株式会社三田商会
代表取締役社長

久保田喜文
三菱ケミカル株式会社
富山事業所

感染対策の行動制限がなくなった時「一番やってみたいこと」
コロナ感染が一旦落ち着いてきた事により国内の経済が徐々に上向く
事が予想される。但し、米中欧州における感染リスクの拡大と原油の
高止まりが心配。

社員旅行の再開、仕入先・お客様との対面式ビジネスの活性化
withコロナが常態化し継続する。消費は緩やかに回復するが、コロナ
前の状態に直ちに戻ることはない

経営執行職事業所長

地域とのコミュニケーション（工場見学など）

源

国内における低い感染者数と水際対策、新政権の経済対策で、内需の
経済が急上昇。それも後半では外的要因が重なり合う物価上昇が消費
購買力を上回り失速。

和之

株式会社

源

代表取締役

梅田ひろ美
株式会社ユニゾーン
代表取締役会長

蓮池

浩二

株式会社リッチェル
代表取締役会長

浅野

慎一

ＹＫＫ 株 式 会 社
副社長黒部事業所長

原油価格

良治

2022年の日本の景気見通し

円 相 場

土肥

者

日経平均株価

答

景気予想

回

旅行
今後の日本の景気見通しは、景気が停滞して物価が上昇するスタグフ
レーションになると思われる。

海外旅行
コロナ禍で打撃を受けた企業の復活、再生があるものの、原油や材料
価格の高騰により商品の値上げ又消費の落込みが懸念される。

社員との食事会
22年にかけては、経済活動の正状化に伴う雇用並びに所得環境の改善
が見込まれますが、今後の景気回復に向けて変異株感染症への対応が
継続して必要。

職場のメンバーとの食事会と県外への旅行
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