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2020年
茨城県内の経済動向と展望

日本銀行水戸事務所長　吉　田　　　豊

　明けましておめでとうございます。

　令和に入り最初の新年が明けました。

　昨年県内を襲った台風で被災された方々にとって

は、大変なご苦労を経ての年越しであったと思いま

す。改めてお見舞い申し上げますとともに、一日も

早い復興をお祈りいたします。

　今年の干支は「子」。動物のネズミになぞらえて

「増える」という意味合いがあり、生命の誕生や子

孫繁栄の年と言われています。ビジネスの世界でも

何か新しい取り組みが生まれ、広がっていくことが

イメージされますので、令和の時代のスタートアッ

プにふさわしい年になると思います。

　さて、本欄では、県内の経済動向に関しまして、

まず2019年の動向を振り返り、次に2020年の展

望や想定される正念場、最後に当面の課題について

述べたいと思います
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１．2019年を振り返って

　私どもでは、毎月「茨城県金融経済概況」を公表

し、県内経済の総括判断を行っています。2019年

中の総括判断は、以下のような変遷をたどりまし

た。

▶　海外経済の成長と外需の増加に起因して、国内

の生産活動が活発化し、内需に波及するという循

環で緩やかな回復基調を維持してきました。この

判断は2017年10月から１年５か月間にわたって

継続していました。

▶　米中貿易摩擦の長期化と深刻化、これに起因す

る海外経済の減速の影響により、本県から中国や

アジアに向けた輸出が減少し、それに伴って県内

企業の生産活動も基調として弱めの動きとなりま

した。一方、企業の設備投資が高水準で実施され

ていることや、９月末にかけて消費増税前の駆け

込み需要が発生したこともあって、個人消費が底

堅く推移したこと、さらには公共投資が増加に転

じたことなどが企業の生産活動を底支えして外需

の落ち込みをカバーするかたちとなりました。

　

▶　10月に入ってからは、これまでの海外経済要

因に加え、台風の被害の影響が一部企業の生産に

影響を及ぼしました。個人消費では消費増税前の

駆け込み需要の反動や台風被害の影響から消費者

の心理が冷え込むことでこれまでの個人消費の底

堅さに一服感が見られました。全体の景気判断も

「回復の動きに一服感がうかがわれている」と下

方修正しました。これまで約６年間にわたり緩や

かな回復基調を継続してきた本県の景況感も、こ

こにきて踊り場局面を迎えています。（図１参照）

２．2020年の展望と２つの正念場　

　前述のとおり、本県景気は緩やかな上向きであっ

た景気回復の方向感が水平になりました。もっと

も、このような景気回復の一服感もしくは踊り場局

面はいつまでも続くわけではないとみています。

2020年内いずれかのタイミングでは、堅調な内需

を背景に緩やかな回復基調に復するのではないかと

みています。

　2020年の県内景気を見通すうえで大きなポイン

トは、個人消費と設備投資の強さであると考えてい

ます。

　まず個人消費については、昨年の消費増税前後の　

駆け込み需要とその反動は確かに確認されたところ

ではありましたが、前回2014年の消費増税時に比

べればその影響は小さかったとされています。そも

そも増税幅が前回は３％に対し今回は２％であった

ほか、食料品をはじめとする軽減税率品目の導入や

キャッシュレス決済利用時のポイント還元など、政

府による対策が功を奏した面が大きいと考えられま

す。小売業界の売り上げは10～11月こそ多くの先

で前年を大きく割り込みましたが、12月に入ると

クリスマス商戦や年末年始に向けて消費者の購入意

欲が高まる時期にあたったこともあって、例年並み

の水準まで盛り返したという声も聞かれるところで

す。また、台風被害からの復旧と復興が時間の経過

とともに進むにつれて、県下を覆っていた消費マイ

ンドの冷え込みも徐々に和らいできている様子で

す。2020年に入ってからもこうした地合いを引き

継ぎ、早晩個人消費は底堅さを取り戻すのではない

かと考えています。

　また、今年は７月には東京オリンピック、パラリ

ンピックという大きなイベントも控えており、開幕

が近づくにつれて国をあげた盛り上がりが見込まれ

ます。県内でも聖火がリレーされ鹿嶋市でサッカー

競技が開催されれば、本県経済にもプラスの効果を

及ぼすことを期待してよいと思います。

　次に企業の設備投資動向も重要なポイントです。

当事務所で実施している短観調査によると、本県企

１～３月
　「緩やかに回復している」

４～10月
「輸出・生産面に海外経済の減速の影響がみ
られるものの、緩やかに回復している」

11～12月
「回復の動きに一服感がうかがわれている」
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業の設備投資額は2018年度に11％と高い伸びを示

した後、2019年度も前年比６％の増加を計画して

います。この背景として、折からの人手不足対応と

しての省人化・効率化投資が待ったなしで行われて

いることや、長期的な勝ち残りのためのビジネス拡

大への備えとして増産投資のほか、新たな技術を導

入し製品の付加価値を高めるための研究開発投資が

着々と進められていることが上げられます。

　このほか、公共投資については先の台風被害から

の復旧工事のほか、県の防災対策強化や政府の国土

強靭化計画による河川や港湾の護岸工事なども大き

な規模で行われること、学校や公共施設などの建

設・補修工事も間断なく入ってくることが見込まれ

ます。

　このように、個人消費、設備投資、公共投資とい

う内需の三本柱が県内の生産やサービス活動を活発

にし、景気を底支えすると考えられます。（図２参

照）

　一方、輸出は海外経済の動向次第、ということに

なります。足許は米中貿易摩擦に起因する中国経済

の減速とアジア各国への波及、先進国向けでは自動

車需要頭打ちなどから、頭の重い展開が続いていま

す。ＩＴ関連需要は半導体の過剰在庫と価格低迷に

より世界的な調整局面となっていましたが、次世代

通信技術である５Ｇ関連材、たとえばスマートフォ

ン需要や地上アンテナ基地局の建設需要が2020年

からいよいよ本格化してくるとみられています。５

Ｇ関連需要が盛り上がってくれば、県内でも半導体

や半導体製造装置などの輸出が増えてくるとみてい

ます。

　輸出増加による景況感回復のポイントは海外要

因、特に米中貿易摩擦問題の行方にかかっていると

いえますが、これに関しては県内企業の努力の及ば

ないところではあります。しかし、米中両国政府と

も自国の景気減速には強い危機感を持っており、双

方これ以上の悪化は望んでいないはずです。今後と

も米中間で問題解決に向けた調整や努力は継続され

ると思われます。

　また世界的な半導体の調整局面が終了して生産や

販売が増加に転じてくれば、ＩＴ関連材は需要が高

まり回復基調に勢いがつくと思われます。５Ｇ関連

やデータセンター向け需要は底堅いとみています

し、ＡＩ（人工知能）や自動運転の技術開発と実

用化への流れも進展が期待されます。このように

2020年は景気回復に寄与する材料はそこそこ多い

のではないかと思います。

　そうした中、今後の県内景気が緩やかな回復に復

し、維持していくために、２つの正念場があると考

えています。

①海外発の悪影響と内需による耐久力

　昨年来の本県の輸出や生産の減少は、海外要因、

米中貿易摩擦の長期化・深刻化やそれに伴う海外経

済の減速によるものでした。海外発の要因で悪い影

響が及ぶときは突然にやってくるものです。米国ト

ランプ大統領の発言やＳＮＳ上の情報発信に振り回

されることも覚悟しておかなければいけません。

　そのとき更に外需が落ち込むようなことがあって

も、個人消費や設備投資、公共投資といった内需で

支えて生産やサービス活動のレベルを維持できる

か、というのが第１の正念場です。

②内外の金融市場の安定

　昨年中、国内の株式市場やドル／円相場に代表さ

れる外国為替市場は、比較的落ち着いた展開をたど

りました。株式相場が大きく下落すると、上場企業

の時価評価の目減りに伴い企業活動が沈滞する可能

性があるほか、県下でも先行きの不安感から企業の

設備投資や個人消費に水を差すことにつながると考

えられます。また、ドル／円の為替相場が急激に円

高になると輸出が落ち込み、輸出向け製品の部品等

を製造している県内企業にも受注減少などの影響が

及ぶことになります。

　国内外で突発的なショックがあったような場合で

も金融市場が一定の安定を維持し、企業の投資意欲

や個人消費意欲を維持できるかが、第２の正念場で

す。

３．当面の３つの課題

　最後に、当面の課題として以下の３点について私

見を述べたいと思います。
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①東京オリンピック・パラリンピック後の需要

　いよいよ東京オリンピック・パラリンピック開催

の年となりました。これから開催が近づくに連れ

て、本県でも様々な需要が盛り上がることと思いま

す。

　問題は閉会後です。一般に、オリンピック・パラ

リンピック閉会後は急速に盛り上がった投資や消費

が減退するため不況になると言われています。

　しかしオリンピック・パラリンピックに向けた需

要を一時のお祭りで終わらせるのは、いかにも残念

です。たとえば、スポーツイベントを通じて地域の

一体感醸成や振興策につなげること、外国人観光客

の対応をインバウンド振興に活かすこと、あるいは

パラリンピックへの関心を社会におけるバリアフ

リーの推進につなげることなどはできないでしょう

か。オリンピック・パラリンピックというイベント

を通じて得た様々な知見を何らかの形で地域や経済

の活性化につなげていくよう、私たちが様々な立場

で考え、実現していくことが大切だと思います。

②キャッシュレス決済の普及

　消費税導入を機に政府によるポイント還元策が講

じられ普及が図られているキャッシュレス決済。全

国的には当初予算が不足するほど使われています

が、皆さんのまわりでも利用は促進されているで

しょうか。政府によるポイント還元策は今年６月末

までと期限が設定された施策です。政府によるポイ

ント還元策や事業者によるキャンペーン期間が終わ

ると、キャッシュレス決済がさっぱり使われなくな

るようなことになれば、何のための利用促進策で

あったか、ということになります。導入のきっかけ

はポイント目当てであってもよいと思いますが、

キャッシュレス決済の促進は消費者が現金よりも使

い勝手の良い便利な決済手段として体験し、定着す

ることが目的であるはずです。官民で莫大なコスト

をかけながら結局普及が進まないのでは、いかにも

残念なことです。キャッシュレス決済の定着と拡大

を図っていくためにはどのような対応が必要か、ポ

イント還元やキャンペーンの期間が終了するまで

に、しっかりと考えていく必要あると思います。

③働き方改革と人手不足への対応

　日本人の仕事一辺倒な働き方を変えようという

「働き方改革」は、政府の取り組みと法整備もあっ

て残業の抑制や休日取得の促進という面では相応に

浸透してきたと思います。しかし、単に働く時間が

減って生産性がそのままでは業績が落ちるだけで

す。本来の働き方改革は、労働時間を少なくすると

ともに集中して効率よく仕事をこなし、少ない労働

時間でも仕事の生産性を上げて業績を向上させると

いうこととセットで取り組むべきものですが、その

点は引き続き課題として残されているのではないで

しょうか。

　企業のヒアリングでは、引き続き人手不足や採用

難で苦労されているお話をうかがいますし、せっか

く採用できても定着せず数年で辞めていくので教育

コストだけかかって成果が回収できない、というお

話もよく聞かれます。そのようにならないために、

働く人から選ばれる職場、長く働いてもらえる職場

をどのように作っていくか、各社各職場の実情に合

わせた創意工夫が求められているのだと思います。

直感的には給料を上げて金銭的な処遇を改善するこ

とが有効ではありますが、それができれば苦労はし

ない、ということだと思います。働く人にとって、

裁量が拡がって仕事を面白いと感じることや、施設

や備品を整えて気持ちよく働ける環境を整えるこ

と、丁寧なコミュニケーションを心がけて職場の風

通しを良くすることなども、地道ではありますが生

産性の向上とともに働く人から選ばれる職場づくり

の一助になるのではないでしょうか。

　新年早々、お堅い経済記事を最後まで読み進めて

くださった読者の皆様、誠にありがとうございまし

た。

　本年が皆様にとって良い１年となりますよう、応

援しております。


