
令和４年７月２７日

北 陸 財 務 局

北 陸 管 内 の 経 済 情 報
（全国財務局長会議資料）

【お問合せ先】
財務省 北陸財務局 経済調査課
ＴＥＬ （076） 292－7858

Ⅰ．北陸経済の特徴
Ⅱ．最近の北陸財務局管内の経済情勢



（１）経済規模（全国ウエイト） ⇒ 全国比で３％程度 （２）産業構造 ⇒ 全国に比べ、第２次産業の割合が高い

（３）製品別出荷額等

【出所】国土交通省「全国都道府県市区町村別面積調」、総務省「国勢調査」、「経済センサス」、
内閣府「国民経済計算」、各県「県民経済計算」、農林水産省「農業産出額」、北陸計は当局試算。

⇒ 全国に比べ、はん用・生産用・業務用機械、電子部品・デバイス、化学の割合が高く、輸送用機械の割合が低い
当地の特徴的産業である繊維は、一定の割合を維持

【出所】：経済産業省「2020年工業統計調査（確報）」から当局作成。
【備考】：電子部品・デバイスは、1965年は電気機械、2019年は電子部品・デバイスと電気機械を合算。

はん用・生産用・業務用機械は、1965年は一般機械。
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Ⅰ．北陸経済の特徴 ～ものづくりの盛んな地域～

【北陸の主な製造品出荷額等（2015年）の全国シェア】
業種 全国シェア（％）

石川 5
富山 17
福井 3
石川 34
富山 14
福井 27
石川 34
富山 10
福井 20
石川 8
富山 21
福井 35

非鉄金属 6.0

生産用機械 6.0

県別シェア順位

繊維 13.4

化学 3.8

【出所】：経済産業省「平成28年経済センサス-活動調査」から当局作成。
【備考】：全国シェアは、全国の製造品出荷額に対する北陸地域の出荷額の割合。

北陸

(%)

基準 単位 全国比（％）

R3.7.1 ㎢ 4,186 4,248 4,191 12,624 3.3

R2.10.1 千人 1,133 1,036 767 2,936 2.3

〃 千世帯 469 404 291 1,163 2.1

〃 千人 560 529 396 1,485 2.6

Ｈ30年度 億円 47,687 48,247 34,595 130,530 2.3

H28.6.1 箇所 59,770 51,785 41,644 153,199 2.9

H27年 億円 40,085 30,808 19,452 90,344 1.7

R1年 億円 551 654 468 1,673 1.9

面 積

人 口

世 帯 数

就 業 人 口
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事 業 所 数

商 品 販 売 額

農 業 産 出 額
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（１）北陸新幹線利用者数

【出所等】ＪＲ西日本公表資料より当局において試算。上越妙高～糸魚川間。
ただし、開業以前は在来線特急「はくたか・北越」（直江津～糸魚川間）。

（主なヒアリング結果）
➢ 県民割が引き続き実施されていることから、近隣
県からの宿泊客が多い。連休中は、今年は感染症
に係る制限が無かったため、全国各地から多くの宿
泊客が来ていたものの、やはりコロナ前の水準には
戻っていない。（温泉地）

➢ 連休中は、多くの観光客が来ていた。連休後か
ら足下にかけて、団体客が徐々に増えてきている。
（観光地）

➢ 週末を中心に観光客の姿がみられるほか、地
元客も少しずつ戻ってきている。（飲食サービス）

➢ 北陸新幹線の敦賀延伸に向け、複数の旅館
が客室等を改装。延伸後は、関東方面からの客が
増加することを期待している。（温泉地）

Ⅰ．北陸経済の特徴 ～観光（新幹線開業と感染症による影響）～

【図表】北陸３県の主な観光資源
【出所】北陸観光協会

（２）主要温泉地宿泊客数

2015年3月の北陸新幹線開業以降、交流人口は大幅に増加。2年目以降も高水準を維持していたが、感染症の影響により大きく減
少。足下では、感染者数の減少等により、持ち直しの動きがみられる。

【写真提供】 (公社)石川県観光連盟、

(公社)とやま観光推進機構、(公社)福井県観光連盟 3



有効求人倍率（令和４年５月）

地域別 都道府県別

北陸 1.64 福井県 1.87

中国 1.51 島根県 1.76

東海 1.38 石川県 1.63

九州 1.38 岐阜県 1.62

東北 1.36 新潟県 1.56

四国 1.34 長野県 1.55

関東 1.23 山形県 1.54

福岡 1.16 秋田県 1.52

近畿 1.13 富山県 1.51

北海道 1.12 岡山県 1.49

沖縄 0.86 (上位10先）

全国 1.24

（１）有効求人倍率 ⇒ 全国最高位。引き続き製造業で求人が増加し
ているほか、このところの人流回復を背景に、非製造業でも求人が増加

【出所】総務省「平成29年就業構造基本調査」から当局作成
【備考】地域は各財務局別で当局試算。

（３）高齢者及び女性有業率
⇒ 他地域に比べ、女性や高齢者の有業率が高い

（４）女性の労働力率
⇒ 子育て世代の労働力率は全国に比べ高い

Ⅰ．北陸経済の特徴 ～雇用環境～

（２）従業員数判断BSIの推移⇒ 人手不足感は強まっている

【出所】厚生労働省
【備考】季節調整値。地域は各財務局別。

【出所】石川労働局、富山労働局、福井労働局
【備考】原数値。各月の産業別新規求人数の単純合計。

【出所】北陸財務局「法人企業景気予測調査」

【出所】総務省「国勢調査」（令和２年）から当局作成

産業名
R2/6～
R3/5

R3/6～
R4/5

増減率

生産用機械 2,030 3,742 84.3

金属製品 3,380 5,419 60.3

電気機械 1,378 2,165 57.1

プラスチック製品 1,926 2,849 47.9

繊維 3,524 5,142 45.9

宿泊・飲食サービス 16,301 19,977 22.6

運輸、郵便 13,653 16,352 19.8

サービス 24,559 29,018 18.2

不動産 3,302 3,769 14.1

情報通信 3,285 3,534 7.6

新規求人数
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県民１人

当たり個

人所得

（千円）

持ち家率

（％）

１人当たり

居住室の畳

数（持ち家：

畳）

１畳当た

り家賃

（円）

消費者物価

地域差指数

（家賃除く総

合）

年間平均

有感地震

回数（回）

有効求人

倍率(倍)

完全失業

率(％）

女性就業

率(％)

共働き世

帯率(％)

３世代同

居率（％）

大卒者進

路未定者

率(％)

高卒者内

定率(％)

通勤時間

（分）

合計特殊

出生率

(%)

待機児童

率(%)

年少人口千

人当たり児

童福祉施設

定員数（人）

小中学校

学力(点)

H30年度 R2.10.1 H30.10.1 H30.10.1 R2年 H3～R2 R4.5 R3年 R2.10.1 H29年 R2.10.1 R1.5.1 R3.3.31 H30年 R1年 R3.4.1 H30.10.1 R1年度

東京都 3,995 46.1 13.97 5,128 103.4 676.4 1.44 3.0 58.2 49.1 1.3 8.9 95.2 41.0 1.15 0.3 149.6 48.7

(全国順位) (1) (47) (46) (1) (1) (47) (16) (39) (1) (33) (47) (40) (45) (44) (47) (40) (30) (5)

富山県 2,717 76.6 18.53 2,350 99.0 12.0 1.51 1.9 54.7 57.1 10.1 4.4 99.9 20.9 1.53 0 190.8 49.3

(全国順位) (9) (2) (2) (20) (28) (1) (9) (8) (8) (3) (5) (2) (1) (24) (13) (1) (12) (4)

石川県 2,704 69.0 18.21 2,431 100.8 38.7 1.63 1.9 55.6 56.1 6.7 6.1 99.3 19.5 1.46 0 211.7 50.4

(全国順位) (10) (22) (3) (16) (6) (18) (3) (7) (4) (4) (18) (12) (9) (16) (21) (1) (5) (2)

福井県 2,779 74.2 16.59 2,224 99.9 19.8 1.87 1.4 56.8 60.0 11.5 3.0 99.8 19.7 1.56 0 232.0 50.3

(全国順位) (6) (6) (16) (28) (15) (6) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (18) (11) (1) (2) (3)

・北陸地域は、生活コストの低さや持ち家率の高さなどが示す生活しやすい環境、高い有効求人倍率や女性就業が盛んであるなど働
きやすい環境、待機児童が少ないなど子供を産み育てやすい環境などが、大きな強みとなっている。

・また、これらが地域資源となり、北陸地域への移住先としての関心は高く、移住者数は年々増加している。

暮らしやすさの指標 子育てしやすさの指標

500

700

900

1100

1300

1500

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

富山県 石川県 福井県

北陸３県の移住者数の推移

（自治体の支援窓口を通じた移住者の数）

件数

富山県 6,956
（全国順位） (15)

石川県 11,827
（全国順位） (4)

福井県 12,963
（全国順位） (2)

移住相談件数
（2020年度）

働きやすさの指標

住みよさランキング202２幸福度ランキング2020

【出所】総務省

【出所】内閣府、総務省、国土交通省、厚生労働省、文部科学省

【出所】各県

1位 福井県
4位 石川県

5位 長野県

2位 富山県
6位 滋賀県

7位 山梨県

3位 東京都
8位 山形県

9位 埼玉県

1位
東京都
武蔵野市

4位 鳥取県倉吉市

5位 石川県白山市

2位
福井県
福井市

6位 石川県金沢市

7位 東京都文京区

3位
石川県
野々市市

8位 茨城県つくば市

9位 愛知県長久手市

【出所】「都市データパック202２年版」（東洋経済新報
社）

【出所】「全47都道府県幸福度ランキング2020
年版」 寺島実郎監修／（一財）日本総合研究所編
／日本ユニシス株式会社総合技術研究所編（東洋
経済新報社）

Ⅰ．北陸経済の特徴 ～北陸地域の魅力～

人
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〔先行き〕感染対策に万全を期し、経済社会活動の正常化が進む中で、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、ウクライナ情
勢の長期化や中国における経済活動の抑制の影響などが懸念される中での原材料価格の上昇や供給面での制約に加え、金融資本市場の変動等に
よる下振れリスクに十分注意する必要がある。また、感染症による影響を注視する必要がある。

前回（４年４月判断） 今回（４年７月判断）
前回
比較

個人消費
新型コロナウイルス感染症の影響がみられるものの、
持ち直しつつある

持ち直しつつある

生産活動 緩やかに回復しつつある 緩やかに回復しつつある

雇用情勢
新型コロナウイルス感染症の影響がみられるものの、

緩やかに持ち直しつつある
緩やかに持ち直している

設備投資 ３年度は減少見込みとなっている ４年度は増加見込みとなっている

住宅建設 持ち直しつつある 持ち直しつつある

※１．４年７月判断は、前回４月判断以降、７月に入ってからの足下の状況までを含めた期間で判断している。
※２．各項目の詳細については、「全国財務局管内経済情勢報告概要」を参照。

前回（４年４月判断） 今回（４年７月判断） 前回比較 総括判断の要点

総括判断
新型コロナウイルス感染症の影響が
みられるものの、緩やかに持ち直して
いる

緩やかに持ち直している

Ⅱ．最近の北陸財務局管内の経済情勢

個人消費は、ドラッグストア販売が順調と
なっており、百貨店・スーパー販売が持ち
直しつつあることなどから、全体では持ち
直しつつある。生産活動は、生産用機械
が拡大に向けた動きに一服感がみられる
ものの、電子部品・デバイス及び化学が
持ち直しつつあることなどから、全体では
緩やかに回復しつつある。雇用情勢は、
緩やかに持ち直している。
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○ 百貨店・スーパー販売は、百貨店では衣料品や高額品に動きが

みられることから、前年を上回っている。スーパーでは飲食料品に動き

がみられることから、前年を上回っている。以上のような状況を踏まえる

と、持ち直しつつある。

○ コンビニエンスストア販売は、米飯類等に動きがみられることなどか

ら、堅調となっている。

○ ドラッグストア販売は、飲食料品等に動きがみられることに加え、新

規出店効果がみられることなどから、順調となっている。

〇 新車販売台数は、普通乗用車、小型乗用車、軽乗用車ともに

前年を下回っており、弱含んでいる。

（主なヒアリング結果）

◼ 連休中は催事が好調で、観光客や帰省客で賑わった。連休後も、週末を中
心に客足が戻ってきており、こうした動きが続いている。【百貨店】

◼ 前年比では巣ごもり需要はやや落ち着いているものの、依然として飲食料品の
売れ行きが良い。【スーパー、中堅企業】

◼ 人流の回復に伴い客数が増加しており、おにぎりや弁当など米飯類の売れ行き
が良い。【コンビニエンスストア、大企業】

◼ 前年比では巣ごもり需要にやや落ち着きがみられるものの、引き続き飲食料品
の売れ行きが良いほか、気温の高い日が続いており、制汗剤や日焼け止めの
動きが良い。【ドラッグストア、中堅企業】

◼ 気温の上昇により、エアコンの売れ行きが良い。一方で、テレワーク需要の落ち
着きから、パソコンの動きが鈍い。【家電大型専門店、中小企業】

◼ メーカー各社の自動車減産により、納車までの期間がさらに長期化しているほか、
納期が見通せない車種も増えている。また、受注は順調に推移しているものの、
納期の不透明さから、購入を見送る動きもある。【自動車販売店、中堅企業】

１．個人消費 ～持ち直しつつある～

【出所】経済産業省、中部経済産業局（注）３か月平均は当局試算。

【出所】経済産業省、北陸財務局

【出所】日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会、北陸財務局 7



○ 製造業では、情報通信機械器具などが増加となるものの、生産
用機械器具、金属製品などが減少となることから、全体では減少見込
みとなっている。非製造業では、運輸・郵便などが減少となるものの、
金融・保険、建設などが増加となることから、全体では増加見込みと
なっている。
（主なヒアリング結果）
システム更新や店舗の修繕などにより、増加見込み。【金融・保険、大企業】
新工場の建設などにより、増加見込み。【建設、中堅企業】
前年度に実施した大型投資の反動などにより、減少見込み。【生産用機械器
具、大企業】

【出所】経済産業省、中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局

２．生産活動 ～緩やかに回復しつつある～

３．設備投資 ～令和４年度は増加見込み～

○ 生産活動は、生産用機械が拡大に向けた動きに一服感がみられ
るものの、電子部品・デバイス及び化学が持ち直しつつあることなどから、
全体では緩やかに回復しつつある。
（主なヒアリング結果）
スマートフォン向けについては、中国メーカー向けは減少しているものの、北米
メーカー向けは順調となっている。【電子部品・デバイス、中堅企業】
引き続き、全国的な医療用医薬品の不足を背景に、後発医薬品を中心に受
注が増えている。【化学、大企業】
世界的な半導体不足を背景に、半導体製造装置は韓国、台湾などのアジア
向けを中心にフル生産が続いている。【生産用機械、大企業】
住宅用サッシやエクステリアが堅調となっているほか、ビル用は徐々に動きがみら
れ始めている。【金属製品、大企業】
カーシート向けについては、自動車減産の影響を受けて、一部車種向けでやや
減少している。【繊維、大企業】

( (

全産業

3.9 ▲ 2.2

▲ 8.8規 模 別

設 備 投 資 ４ 年 度

大企業

10.2 ▲ 18.3

中堅企業 中小企業

製造業 非製造業

17.7

（前年度比増減率、単位：％）

（注）1.電気・ガス・水道業を除く
2.ソフトウェア投資額を含み、土地購入額は含まない。

【出所】北陸財務局「北陸3県の法人企業景気予測調査 令和４年４－６月期調査」 8



４．雇用情勢 ～緩やかに持ち直している～

○ 有効求人倍率は上昇している。新規求人数、新規求職者数とも

に前年を上回っている。雇用保険受給者実人員は前年を下回ってい

る。以上のことなどから、雇用情勢は、緩やかに持ち直している。

（主なヒアリング結果）

◼ 経済活動の再開により、小売以外の業種も含めて人材の取り合いになっている。
【小売、中堅企業】

◼ 様々な採用活動を行っているが人材が集まらないため、DX投資による生産性
向上を図っている。【電子部品、中小企業】

◼ 感染状況の落ち着きから、宿泊・飲食、サービス業等、コロナ禍で少なくなって
いた業種からの求人が戻ってきている。また、求職について在職求職者の増加に
加え、感染症によって控えられていた求職活動が徐々に戻ってきている。【労働
局】

【出所】厚生労働省、各県労働局、北陸財務局
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