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みなさんこんにちは。先週のガバナー公式訪問につ

きまして、皆さんのご協力を頂きありがとうござい

ました。お陰様で無事に開催する事が出来ましたこ

と感謝いたします。本日は千葉銀行 横芝支店長 

児島 正人様にお越し頂いております。児島様には

後ほど卓話をお願いしたいと思いますのでよろしく

お願い致します。さて、太平洋を挟んだアメリカで

は熾烈な大統領選挙が繰り広げられ、アメリカを二

分し、法廷闘争も予想されるなど混迷しています。

リードしているバイデン氏が当選した場合、これま

でと全く異なった政権運営になる可能性が大きく世

界に与える影響、そして日本への政治的や経済的な

影響もあるのではないでしょうか。さて 11 月はロ

ータリー財団月間になります。財団の活動は、ポリ

オ根絶活動をはじめ世界各地への援助などの他、地

区補助金やグローバル補助金など、様々な奉仕プロ

ジェクトを立案実践する事に活用されています。ま

た派遣奨学生やロータリー平和フェローに対し、奨

学金を与えるだけでなく、現地のロータリアンやカ

ウンセラーとの交流を通じ、世界平和の構築に貢献

するための人材育成に取り組んでいます。当クラブ

でも、地区補助金を活用した奉仕プロジェクトを３

月 18 日に計画しておりますので、引き続き財団へ

の寄付にもご協力頂けますようお願い致します。引

き続き理事会報告をさせて頂きます。 

 

 

第 5回定例理事会 

日時：令和 2年 11月 5日（木） 午前 11：00～ 

場所：成田空港南ＲＣ事務所 

議題 

第 1号議案．10月度会計承認の件 

      承認されました 

第 2号議案．会費納入の件 分割納付依頼の件 

      承認は受け入れられない、会長幹事が

対応する事 

第 3号議案．ガバナーからの指摘事項 

      クラブ定款は次年度に最新版に差替える 

      財団寄付金 150＄ 前向きに協力して

いく事で承認されました。 

第４号議案 地区委員推薦の件 

      推薦に前向きに協力する事で承認され

ました。 

第 5号議案．会報修正の件 

      10月 1日号理事会報告２号の「残り 1

名」を「未納者」に訂正承認 

第 6号議案．事務所パソコン買換えの件 

      新しいパソコンに入替えする事で承認

されました。 

第 7号議案．ホームページ・ＳＳＬ化の件 

      クラブ広報委員会を中心に検討する事

で承認されました。 

第 8号議案．奉仕プロジェクト・テント寄贈について 

      横芝光町・山武市と新たに芝山町にも

寄贈する事で承認されました。 

第 9号議案．11月 26日夜間例会について 

      会費は 3,000円 高田元会員送別会と

して開催で承認されました。 

第 10号議案．その他 

      ・会員増強について 

       会員にアンケートを取る事で承認さ

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○例会のお知らせ 

・多古ＲＣ ・八日市場ＲＣ ・茂原中央ＲＣ 

○活動計画書受領クラブ 

・八日市場ＲＣ ・旭ＲＣ 

○ガバナー事務所より 

・2021-22年度地区委員 ご推薦のお願い 

・11月ロータリーレート 1ドル＝104円 

 

会長挨拶 



 

 

卓話  

『今後の経済の見通しについて』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．皆様、こんにちは。千葉銀行横芝支店支店長の児

島でございます。本日は、「今後の経済の見通しにつ

いて」というテーマでお話しさせていただきますが、

まず「日本経済の見通しについて」、次に「千葉県経

済の見通しについて」、最後に「調査・アンケート結

果から見た県内企業の新型コロナウイルス感染拡大

の影響と今後を見据えた取り組みについて」、お話し

させていただきたいと思います。なお、私はアナリ

ストでも経済評論家でもありませんのでざっくりと

したお話になりますがご容赦いただければと思いま

す。 

2．それではまず、①「日本経済の見通しについて」

お話しさせていただきたいと思います。お手許の資

料、日銀の 10月展望レポートをご覧ください。 

（1）資料 2ページ、わが国の経済・物価の現状です。

わが国の景気は、内外における新型コロナウイルス

感染症の影響から引き続き厳しい現状にありますが、

経済活動が再開するもとで、持ち直しています。海

外経済は、大きく落ち込んだ状態から、持ち直して

います。そうしたもとで、輸出や鉱工業生産は増加

しています。一方、企業収益の悪化を背景に、設備

投資は減少傾向にあります。雇用・所得環境をみる

と、感染症の影響が続くなかで、弱い動きがみられ

ています。個人消費は、飲食・宿泊等のサービス消

費は依然として低水準となっていますが、全体とし

て徐々に持ち直しています。住宅投資は緩やかに減

少し、公共投資は緩やかな増加を続けています。こ

の間、企業の業況感は、大幅に悪化したあと、幾分

改善しています。わが国の金融環境は、全体として

緩和した状態にありますが、企業の資金繰りに厳し

さがみられるなど、企業金融面で緩和度合いが低下

した状態となっています。物価面では、消費者物価

の前年比は、感染症や既往の原油下落、Go Toトラ

ベル事業の影響などにより、小幅のマイナスとなっ

ています。予想物価上昇率は弱含んでいます。 

（2）次に、経済の中心的な見通しです。資料の 2ペ

ージ・3 ページをご覧ください。先行きのわが国経

済は、経済活動が再開し、新型コロナウイルス感染

症の影響が徐々に和らいでいくもとで、緩和的な金

融環境や政府の経済対策の効果にも支えられて、改

善基調を辿るものとみられます。もっとも、感染症

への警戒感が残るなかで、そのペースは緩やかなも

のにとどまるものと考えられます。その後、世界的

に感染症の影響が収束していけば、海外経済が着実

な成長戦略に復していくもとで、わが国経済はさら

に改善を続けると予想されます。この中心的な見通

しでは、先行き、感染対策と経済活動の両立に向け

た取り組みが進展するもとで、広範な公衆衛生上の

措置が再び導入されるような感染症の大規模な再拡

大はないこと、また、見通し期間の終盤にかけて感

染症の影響が概ね収束していくことを想定していま

す。さらに、わが国において、感染症の影響が収束

されるまでの間、企業や家計の中長期的な成長期待

が大きく低下せず、金融システムの安定性が維持さ

れるもとで金融仲介機能が円滑に発揮されると考え

ていますが、これらの点には大きな不確実性があり

ます。 

（3）次に、物価の中心的な見通しです。資料の 3ペ

ージ・4 ページをごらんください。消費者物価の前

年比は、当面、感染症や既往の原油価格下落、Go To

トラベル事業の影響などを受けて、マイナスで推移

するとみられます。感染症の影響から、経済活動の

水準が低い状態が続くもとで、景気感応的な財やサ

ービスの価格が下押しされるほか、既往の原油価格

下落も、エネルギー価格を通じて消費者物価を押し

下げると考えられます。そうしたもとで、中長期的

な予想物価上昇率も、引き続き弱含むと考えられま

す。その後、経済の改善に伴い、物価への下押し圧

力は次第に減衰していくと予想されます。加えて、

原油価格下落の影響なども剥落していくとみられま

す。そうしたもとで、消費者物価の前年比は、プラ

スに転じていき、徐々に上昇率を高めていくと考え

られます。中長期的な予想物価上昇率も、再び高ま

っていくと考えられます。 

（4）なお、資料はございませんが、実質 GDPがコロ

ナ禍前の水準に戻るタイミングについては、大方の

エコノミストは 2024 年頃とみているようです。コ

ロナ禍前の水準をどこに置くかは議論の分かれると

児島正人様 



 

 

ころですが、仮に直近のピークの 2019 年 7-9 月期

を水準としますと、2024年中のどこかというのがコ

ンセンサスのようです。コロナ禍前に復帰するまで

の期間の長さは、2008年のリーマン・ショック後の

状況に匹敵します。この指摘は、2022年 1-3月にワ

クチン・治療薬の目途が立つという前提の様ですが、

回復に時間がかかるのは「慎重化した消費者の行動

が元に戻るには時間がかかる」との見方です。一方、

「雇用情勢が相当タイトだったところからのコロナ

ショックだったため、家計の所得環境の持ち直しが

早まり、回復のペースが速くなる可能性もある」と

いう意見もあります。現状、国内で牽引するような

原動力が見つからない」とする指摘があり、世界的

なウイルス感染の抑制状況に依存しますが、国際的

な人の移動や経済活動が回復するに伴い、国内経済

は輸出の回復を起点として、設備投資や個人消費が

戻っていくシナリオです。感染拡大や収束を繰り返

すことが予想されるため、「政府や国民がどこまで過

剰反応するかにより回復のスピードは変わる」とす

るのが大方の見方のようです。 

3．次に、②「千葉県経済について」お話しさせてい

ただきたいと思います。 

（1）お手許の資料、「ちばぎん総合研究所の 2020年

7 月調査」の 1 ページ目をご覧ください。県内景気

は、5 月を底にして非製造業を中心に持ち直しの動

きが広がっています。自粛緩和に伴い、百貨店や自

動車販売では売上が反転したほか、レジャー施設な

どでは人込みが徐々に回復しています。建設では、

ホテルなどの建設需要の先行き懸念が高まってはい

ますが、足許の工事量は高水準を維持しています。

この間、製造業では自動車の世界的な需要低迷など

から、受注・生産の動きは緩慢なものに止まってい

ます。これまでの県内景気牽引要因、すなわち①建

設や食品製造業などの企業業績堅調、②交通インフ

ラ整備関連などの豊富な民間プロジェクト、③災害

復旧・復興工事需要、などに大きな影響はなく、標

準シナリオでは 7～9 月期以降は緩やかな回復軌道

を辿る（たどる）ことが期待されますが、感染拡大

とのバランスで先行き不透明感が強くなっています。

県内の個人消費は新型コロナウイルス感染拡大の影

響を受けて急速に下振れしましたが、県境（けんき

ょう）を超えた移動制限の緩和などに伴い、百貨店

や自動車販売では売上が反転したほか、レジャー施

設などでは人込みが徐々に回復し、足許は持ち直し

の動きが広がっています。 

（2）次に、千葉県内の観光業への影響について少し

触れてみたいと思います。お手許の資料、ちば経済

トレンド 10月号をご覧ください。資料の上段、図表

1・2を見ていただきますと宿泊者数の落ち込み、特

に都市部の落ち込みが目立つことがわかります。千

葉も▲71と大きく落ち込んでいますが、これらの落

ち込みの目立つ地域ではインバウンド需要蒸発の影

響が大きく、訪日客が抜けた穴を国内客でいかに埋

めるかが課題となります。資料の中段は「Go Toト

ラベル」事業についてです。制度の複雑さや、手数

料負担の大きさなど、とくに中小事業者様にとって

ハードルが高いとの声が聞こえています。資料の下

段は、千葉県独自の宿泊優待キャンペーン「ディス

カバー千葉」についてです。「ディスカバー千葉」は

もともと「Go To事業」と連動して全国を対象とす

る予定でしたが、感染状況をふまえ、県民のみを対

象としてスタートとなりました。感染収束はまだ見

通すことができず、需要喚起策も実際の集客もしば

らくは感染動向に左右される展開が続きます。秋の

観光シーズンを迎えた観光業者の皆様にとっては試

練が続きますが、国内客に対するきめ細やかなマー

ケティングや地域の魅力のさらなる磨き上げは、必

ずやってくるコロナ収束後の高い成長に繋がるでし

ょう。 

4．次に、③調査・アンケート結果から見た「県内企

業の新型コロナウイルス感染拡大の影響と今後を見

据えた取り組みについて」お話させていただきたい

と思います。 

（1）まず、お手許の資料、㈱ちばぎん総合研究所で

実施した県内企業へのアンケート調査結果をご覧く

ださい。新型コロナウイルス感染拡大の影響が県内

企業に広がるなか、経営計画や戦略の見直しを余儀

なくされる企業が少なくありません。こうした状況

をふまえ実施した、アンケート調査結果となります。 

①まず、資料の 2ページをご覧ください。決算状況、

売上ならびに経営利益の変化および 2020 年度の見

通しについてのアンケートです。19 年度の業績は、

売上高、経営利益ともに減少先が増加先を上回り、

（増益企業割合から減益企業割合を引いた）ネット

増益企業割合は▲18.9ポイントとなりました。自然

災害や消費税増税などのほか、年度末にかけて新型

コロナウイルスによる影響が広がりました。20年度

は新型コロナウイルスの影響がさらに拡大し、減少

とした先が大幅に増加しました。現時点では、（増収

企業割合から減収企業割合を引いた）ネット増収企



 

 

業割合が▲55.7ポイント、ネット増益企業割合が▲

54.1ポイントとなっています。 

②次に、資料の 6ページをご覧ください。新型コロ

ナウイルス感染拡大による決算への影響についての

アンケートですが、新型コロナウイルス感染拡大に

よるマイナス影響は 19年度決算が 51.3％、20年度

決算見込みが 75.9％と拡大していることが解りま

す。 

③次に、資料の 7ページをご覧ください。マイナス

影響が出た企業が、どのような対策を講じられたか

では、「資金確保・資金計画の見直し」が 55.4％と

最も多く、次に「公的支援の活用」が 42.4％、「人員

配置・人員計画の見直し」が 40.1％、「生産体制・計

画の見直し」が 31.6％と続いています。 

（2）次は、千葉県経済同友会が実施した新型コロナ

ウイルス感染拡大の企業経営への影響調査について

見てみたいと思います。資料の 13ページ 14ページ

をご覧ください。「コロナ禍に伴う今後 5 年程度の

社会への影響」に関するアンケートです。 

①社会へのプラス影響としては、「オンラインサービ

ス等新たなビジネス機会への拡大」が 87.5％と最も

多く、「働き方改革の進展」と「企業の効率化・ICT

化・自動化投資の拡大」がいずれも 84.4％で続いて

います。 

②社会へのマイナス影響としては、「需要回復の遅れ、

世界的な低成長の断続」が 87.5％で最も多く、次い

で「国・自治体財政の悪化」が 71.9％、「対面サービ

スの抜本的変化」が 62.5％と続いています。 

次に、資料 15ページ 16ページをご覧ください。15

ページは「アフターコロナを見据えた今後の取り組

み」に関するアンケートです。アフターコロナを見

据えた今後の取り組みについてみると、「営業・生産

体制等の見直し（働き方改革の推進）」が 65.6％で

最も多く、次いで「事業基盤の強化・再編・見直し」

が 62.5％、「BCP（事業断続計画）の作成・見直し」

が 59.4％と続いています。16ページは「アフターコ

ロナの千葉県の 30 年後の未来」に関するアンケー

トです。アフターコロナの千葉県の 30 年後の未来

について「明るいと思う」が 18.8％で、「どちらか

といえば明るいと思う」43.8％を併せると 62.6％が

「明るい」と回答しました。一方、「暗い」と回答し

たのは 6.2％、「わからない」は 31.3％でした。前回

調査との比較では「どちらかといえば明るいと思う」

が 10.6ポイント減少し、「わからない」が 10.7ポイ

ント増加しました。資料 17ページの「アフターコロ

ナの千葉県において目指すべき社会」、資料 18ペー

ジの「アフターコロナの千葉県経済の方向性（ある

べき姿）」につきましては、後ほど、お時間のある時

にご覧ください。 

（3）次に、再び、㈱ちばぎん総合研究所が実施した

最新の県内企業へのアンケート調査結果を見てみた

いと思います。お手許の資料 8ページ 9ページをご

覧ください。 

まず、「ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた取

り組み（予定を含む）について」のアンケートです

が、「既に着手している」か「着手する予定である」

とする先は全体の 8割に上りました。セグメント別

にみますと、中小企業では、「まだ検討する余裕がな

い」とする先の割合が大企業に比べて高くなってい

ます。 

次に、「既に取り組んでいる・今後の取り組みを予定

している項目について」のアンケートです。既に取

り組んでいる項目は、「テレワークや Web 会議など

業務のデジタル化」が最も多く、「在宅勤務や時差出

勤など勤務形態の見直し」、「新たな顧客層の開拓」

が続きました。今後取り組みを予定している項目は、

「組織・人員体制の見直し」が最も多く、「新たな顧

客層の開拓」、「財務体質の改善・健全化」が続いて

います。 

（4）最後に、㈱ちばぎん総合研究所が、最近、県内

企業にヒアリングした調査結果です。資料はござい

ませんが、「ウィズコロナ・アフターコロナを見据え

た県内企業様の取り組み事例」としてご紹介させて

いただきます。 

①まず、在宅販売業のＡ社では、オンライン商談ツ

ールを積極的に活用することで、タイムリーな資料

提供など、営業活動の幅を広げています。 

②次に、自動車販売業のＢ社では、デジタル専門ス

タッフを新たに採用、SNS による情報発信強化やホ

ームページの充実を進めています。 

③次に、食品スーパーのＣ社では、LINEの企業アカ

ウントの運用を開始、SNS を活用し、若年層まで顧

客基盤の裾野を広げています。 

④次に、電子部品製造業のＤ社では、ウィズコロナ

で健康志向が高まっていることから、既存技術のヘ

ルスケア分野への応用・拡大を進めています。 

⑤最後に、飲食業のＥ社では、会員向けサービスの

充実化を図っており、新たな顧客開拓が難しいなか、

既存顧客との関係を強化しています。 

取り組み事例のご紹介は以上です。 



 

 

以上、とりとめのない話となり申し訳ありません。

様々な見方やご意見があろうかとは思いますが、新

型コロナウイルス感染拡大の影響が長期化すると懸

念されるなか、業種別・セグメント別でも、その影

響度合いが大きく異なるとは思いますが、共通して

言えることは、ウィズコロナ・アフターコロナを見

据えた取り組みが、今後の鍵となるのではないか、

ということです。我々、千葉銀行と致しましては、

地域金融機関として、地域の皆様と共に、この難局

を乗り切っていきたいと考えています。引き続き宜

しくお願い致します。私からは以上でございます。 

 

 

小川佐内君 

 …誕生日祝いありがとうございます。 

向後雅生君・野島暉通君・古西弘和君・伊藤元雄君 

金髙盛二君 

 …結婚記念日祝いありがとうございます。 

青柳 誠君・齋藤逸朗君・土屋俊夫君・冨 一美君 

市原豊彦君・上原広嗣君・石井敬二君 

 …児島様、卓話ありがとうございました。 

児島正人様よりいただきました。 

本日計     38,000円 

累 計    221,006円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

出席報告 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

例会日 会員数 出席 
出席率に 
用いる数 ％ 

11月 5日 28 24 28 85.71 

 


