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茨城県内の経済情勢と
２０２１年の展望

日本銀行水戸事務所長　鈴　木　直　行　

新年明けましておめでとうございます。

茨城県中小企業団体中央会ならびに会員の皆様には、

私どもの経済調査へのご協力をはじめ、旧年中も大変お

世話になり、厚く御礼を申し上げます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受

けた１年となりました。そうした中で、10月に第72回

中小企業団体全国大会が茨城県で盛大かつ無事に開催さ

れたことは、特に印象に残る出来事でした。経済活動と

感染対策を見事に両立された茨城県中小企業団体中央会

の皆様に、改めて敬意を表します。

さて本欄では、県内の経済情勢について、まず2020

年の動向を振り返ったうえで、2021年の展望や当面の

課題を整理してみたいと思います。

１．2020年を振り返って
⑴景気判断の推移

私どもでは、毎月「茨城県金融経済概況」を公表し、

県内景気の総括判断を行っています。2020年は、感染

症の影響により３月から６月まで４か月連続で判断を引

き下げました。その後、内外経済活動の再開や経済対策

の効果もあって、９月から徐々に判断を引き上げていま

すが、持ち直しのペースは緩やかです。12月は判断を

据え置いて、「引続き厳しい状態にあるが、持ち直しつ

つある」としました。

⑵感染症による影響の波及経路

感染症による経済への影響の主な波及経路をみると、

下記【図１】のように整理することができます。

【図１】感染症による経済への影響
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　そこで、感染症が、どのような経路でどのような影響

を与えてきたのか、県内経済の特徴的な動きにも触れつ

つみていきたいと思います。

（２－１）「３つの経路」を通じた需要の減少

　感染症は、まず、①個人消費の減少、②輸出の減少、

③インバウンド需要の蒸発という３つの経路を通じて経

済に影響を与えました。以下では、これらの項目別に県

内経済の動きを振り返ります。

①個人消費の減少

　個人消費は、外出・営業自粛の影響等により年央にか

けて大幅に減少しました。その後は、サービス消費を中

心に低水準ながら、巣ごもり消費やテレワーク関連需要

が堅調なほか、政府や自治体の経済対策の効果もあって、

全体として持ち直しつつあります。

　巣ごもり消費は、買いだめ的な動きが一服する一方、

外出や外食を手控え、ときには自宅での内食・中食を少

し贅沢にする動きもあり、食料品を中心に底堅い動きが

続いています。テレワーク関連需要は、テレビ会議や在

宅勤務向けのパソコンやその周辺機器等の家電販売が堅

調です。また、コロナ禍の下での新たな傾向として、①

従来は都心に出かけていた県内客が、密を避けて地元で

買い物をする「都心店から地元店・郊外店へのシフト」や、

②海外旅行を諦めた消費者が、代わりに海外ブランド品

等を購入する「コト消費からモノ消費へのシフト」といっ

た動きもみられています。

　このように総じて堅調なモノ消費に対し、飲食、宿泊、

旅行等のサービス消費は、経済対策の効果等により全体

として持ち直しつつありますが、感染症の動向に左右さ

れる面も少なくありません。そうした中で、忘年会を開

催する代わりにおせち料理を社員に配ったり、忘年旅行

の代わりに旅行券を社員に配布するといった、新たな需

要も生まれているようです。

②輸出の減少

　輸出は、海外経済の落ち込みから年央にかけて大幅に

減少しました。主に県内で生産されている品目をみると、

鉄鋼、建設用・鉱山用機械、有機化合物の減少が目立ち

ました。その後は、海外経済が持ち直すもとで、緩やか

に持ち直しつつあります。

③インバウンド需要の蒸発

　渡航制限に伴い訪日客による宿泊や買物等のインバウ

ンド需要は全国的に蒸発しました。茨城県の場合、宿

泊者数に占める外国人比率が低め（2019年中は全国：

19.4%、茨城県：3.5%）であるなど、インバウンド需

要への依存度は低く、全国と比べると影響は小さめとみ

られます。

（２－２）需要減少による影響

①生産の減少

　生産は、上記のような内外需要の減少を受けて年央に

かけて大幅に減少しました。その後は、内外の経済活動

が再開するもとで、緩やかに持ち直しています。

　全国の動きと比較すると、茨城県の生産は落ち込みが

小さかった一方、回復ペースは緩やかです。これは、全

国的な生産の急減とその後の急回復をけん引した自動車

（輸送機械）生産への依存度が、当県の場合は低めとなっ

ていること（全国：18.0%、茨城県：3.9%）が要因の

１つとみられます。幅広い業種の製造業がバランスよく

展開する当県は、一部業種の振れによる影響をある程度

吸収しやすい産業構造にあるとみることもできそうです。

②企業の収益と業況感の悪化

　私どもが四半期毎に実施している茨城県の企業短期経

済観測調査（短観）の結果をみると、県内企業の2020

年度の業績は、前年対比で減収・減益となる計画です。

　こうした中、業績が「良い」と答えた企業の割合から「悪

い」と答えた企業の割合を差し引いた業況判断指数（全

産業）は、６月調査で大幅に悪化し、東日本大震災後の

水準まで低下した後、２四半期連続で改善し、12月調

査では５四半期振りにプラス（「良い」超）に転化しま

した。
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【図２】茨城県の鉱工業生産指数
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　もっとも、県内企業の先行きに対する見方は慎重で、

2021年３月までの予測では、感染症の再拡大等から先

行きの不透明感が強く、製造業、非製造業ともに再び「悪

い」超となる見通しです。なお、先行きの「悪い」超幅

は９月調査よりやや縮小しました。先行きに対する悲観

的な見方は、幾分和らいでいるようです。

③雇用者所得の減少

　企業収益の減少を受けて、持続化給付金、雇用調整助

成金、資金繰り支援といった企業支援策が実施されてい

ます。そうした中で、雇用者数、賃金、両者を掛け合わ

せた雇用者所得は、大幅な減少を回避しつつも、昨年央

から前年を下回っています。

２．2021年の展望
　2021年は、感染症への警戒感が続きますが、緩和的

な金融環境、経済対策の効果にも支えられるかたちで、

県内景気は緩やかに改善していくとみています。ただし、

こうした見通しは、感染症の帰
き

趨
すう

や、それが内外経済に

与える大きさなどによって変わり得るため、不透明感が

きわめて強いと認識しています。

　そこで、2021年の県内経済を展望するうえでの主な

注目点について、マイナス要因とプラス要因に分けて整

理したいと思います。

⑴マイナス要因となり得る動き

①雇用・所得環境の動向

　雇用・所得環境は、当面、感染症の影響が続くもとで

弱い動きが続き、その後、経済が改善基調をたどるもと

で、徐々に改善していくとみられます。この間、雇用・

所得環境を巡る弱い動きが広がり、個人消費の下押し圧

力とならないかが注目点です。

②外出・営業自粛の動き

　感染症の再拡大に伴い、外出・営業自粛の動きが広がっ

た場合には、個人消費をはじめとする経済活動に対しど

の程度の下押し圧力となるかが注目点です。

③海外経済の動向

　このところの輸出・生産の持ち直しの動きを支えてい

る海外経済の改善ペースが、感染症の再拡大とそれに伴

う広範な公衆衛生上の措置などにより減速し、輸出・生

産の下押し圧力とならないかが注目点です。

⑵プラス要因となり得る動き

①感染症との共生に向けた新たな取組み

＜IT技術の活用＞

　県内企業では、昨年中、テレワークの導入、無人レジ

の導入、リモート・サービス強化に向けた通信インフラ

の充実、生産プロセスの自動化といった、IT技術を活用

しつつ感染症との共生に向けた取組み進める動きがみら

れました。今後もこうした取り組みが広がると、企業の

業務継続力や生産性が向上するとともに、デジタル関連

投資の拡大や新しい需要の取り込みにつながることが期

待されます。

＜ビジネスモデルの見直し＞

　このほかの事例として、ビュッフェ形式から顧客間の

接触が少ない個別配膳形式へと店舗形態を見直す飲食

店、消毒用アルコールの製造販売に取り組む酒造メー

カーなどもみられました。今後も感染症との共生に向け

たビジネスモデルの見直しが進むと、新たな需要の掘り
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【図３】県内企業の業況判断指数（D.I.）

【図４】茨城県の雇用者所得（常用雇用者数×名目賃金）

（出所）日本銀行水戸事務所「企業短期経済観測調査（短観）」

（出所）茨城県・厚生労働省「毎月勤労統計調査」、日銀水戸事務所
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起こしにつながることが期待されます。

②茨城県の強みを活かす取組み

＜新たな住宅需要の取り込み＞

　関東甲信の１都８県を対象とした民間調査結果

（LIFUL HOME’S社が昨年４～８月に調査）によると、

「借りて住みたい街」の１位が水戸、６位がつくばとなり、

上位10先のうち２先が本県の街となっています。テレ

ワークとオフィスワークを組み合わせた働き方が広がる

と、都心から近く、豊かな自然、充実した教育環境が整っ

た本県は、過密な都会を離れた住環境を求める人々の移

住や２地域居住の有力な候補地となり得るでしょう。こ

うした需要の取り込みが進むと、県内の住宅投資や個人

消費の増加につながることが期待されます。

＜屋外型レジャー需要の取り込み＞

　密を避けつつ体験できる屋外型レジャーとして、サイ

クリングやキャンプ場が改めて注目されています。つく

ば霞ヶ浦りんりんロードをはじめとするサイクリング

コースや日本一の数を誇るキャンプ場が整備された本県

で、こうしたレジャー需要の取り込みが進むと、観光、

飲食、宿泊などのサービス消費の拡大につながることが

期待されます。

　全国有数の産出額を誇る農業と組み合わせて楽しんで

もらうことも考えられるでしょう。例えば、感染症が落

ち着き、東京オリンピックなどで来日する外国人観光客

に対し、サイクリングとともにメロン等の農産物の収穫

を楽しんでもらう体験型観光を提供できるようになる

と、県産農産物の海外ファンが広がり、その後の輸出拡

大につながることが期待できそうです。

＜企業誘致の拡大＞

　工業立地面積が２年連続で全国１位の本県は、陸海空

の交通網や行政の支援体制が整備されているほか、幅広

い業種の製造業が展開しており、コロナ禍の経験も踏ま

えた生産拠点見直しの受け皿として有力な候補地となり

得るでしょう。デジタル化や脱炭素化といった今後期待

される分野を含む企業の進出が進むと、生産、所得、雇

用の拡大につながることが期待されます。

３．県経済の一段の発展に向けた課題
　最後に、県経済の一段の発展に向けた課題の１つとし

て、人材の交流・確保・育成について考えてみたいと思

います。

①人材の交流

　前述（２．（１））のとおり、このところの雇用・所得

環境には弱い動きがみられます。このうち雇用者数（常

用労働者数）は、前年を下回る状況が続いています。業

種別にみると、宿泊・飲食等のサービス業を中心に前年

を下回る一方、不動産業・物品賃貸業、情報通信業、医

療・福祉、卸・小売などでは前年を上回っています。こ

のため、当面の課題としては、余剰人員を抱える企業と

人手不足に悩む企業の間で、企業や業種を超えた人材交

流が行われることが、雇用環境の悪化を防ぐうえで重要

となります。

②人材の確保と育成

　もう少し先を展望しますと、経済活動が活発化するに

したがって、人材の確保が改めて重要な課題になるとみ

られます。県内企業では、知名度が必ずしも高くないこ

ともあって、人材確保に苦労されることが多いと伺って

います。

　この点、コロナ禍で首都圏の大手企業が採用を絞り込

んでいる現在の局面は、県内企業の皆様が必要とする人

材を採用するチャンスが広がっていると捉えることがで

きます。また、前述の屋外型レジャー需要の取り込みな

どによる茨城県の関係人口の増加は、県内企業に関心を

もつ人材の増加にもつながることが期待されます。

　より長い目で県内企業の人材確保について考えます

と、県内の中学・高校を含む学校と企業が連携して人材

育成に取り組み、生徒達に早い段階から県内企業の魅力

や仕事のやりがいを知ってもらうことも、有意義な取り

組みとなり得るのではないでしょうか。地元で活躍する

職業人が学校で仕事のやりがいを語る機会を設けると

か、学校の生徒と地元企業が協力して商品開発を行うと

いった、息の長い取り組みを重ねていくことが、県内企

業の将来を担う人材の確保につながることが期待されま

す。

　新年早々、硬い文章に最後までお付き合いいただき、

ありがとうございます。

　本年も、微力ながら、皆様のお力になれるよう取り組

んで参ります。引き続きご指導の程、宜しくお願い申し

上げます。


