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（1） 後継者難の中小 政投銀が「買収」  

業界大手と組み受け皿会社  事業継続させ成長助言 

＊日本政策投資銀行は、技術力を持ちながら後継者が見つからない企業を、政

投銀と大手企業でつくる共同出資会社で買収。 

＊2018 年時点で、後継者がいない企業は 66%。 

（2019 年 10 月 2 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 

（2） 消費者心理 最低水準に 9 月、12 か月連続で悪化 
＊内閣府の 9 月消費動向調査によると、消費者態度指数は前月から 1.5 ﾎﾟｲ

ﾝﾄ下がり 35.6。12 か月連続の悪化。2013 年 4 月以降で最低の水準。 
＊「①暮らし向き②収入の増え方③雇用環境④耐久消費財の買い時判断」の

4 項目がいずれも前月よりも低く。 
＊内閣府は基調判断を 8 カ月連続となる「弱まっている」で据え置き。 
（2019 年 10 月 3 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 
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（3） 関西の成長 全国下回る  

2020 年度 0.4％、アジア太平洋研究所予測 輸出伸び悩み 

＊関西の実質域内総生産（ＧＲＰ）の成長率は、2019 年度が 0.7％、2020
年度が 0.4%と予測。 
・2020 年度は全国（0.6%）を下回ります。 
＊関西は外需への依存度が高く、中国経済の減速で電子部品などの輸出が伸

び悩む見通し。 
＊訪日客は引き続き増加が続く見通し。 
観光公害に警鐘 「奈良に分散を」 
＊許容量を超える観光客が到来する「オーバーツーリズム（観光公害）」に

警鐘。 
＊京都での早期対応を。 
＊放置すれば観光地の価値を損ない、地域住民に負荷を与え、観光客の満足

度が下がります。 
＊観光客の分散先に奈良を。 
・訪日外国人の関西府県別訪問率で奈良は伸び率が高くなっています。 
（2019 年 10 月 4 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 

 

 

 

（4） 出生数 90 万人割れへ 今年  

社会保障・成長に影 推計より 2 年早く 

＊日本の出生数が急減。1~7 月は前年同期比 5.9%減。 
＊2018年 10月 1日時点の人口推計によると、日本人の女性は 40歳代の 907
万人に対し、30 歳代は 23%少ない 696 万人、20 歳代は 36%少ない 578 万

人。 
＊合計特殊出生率（1 人の女性が生涯に産む子供の数）は、2018 年に 1.42.。 
＊結婚して子供を産みたいと考える人の希望がかなった場合の値は 1.8。 
＊2018 年の日本人の出生数は約 91.8 万人。 
（2019 年 10 月 7 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 
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（5） いじめ最多 54 万件 小中高 2018 年度認知件数 

 小学校では 34％増   

いじめ防止対策推進法施行後「重大事態」も最多 

＊全国の小中高校などで 2018 年度に認知されたいじめは、過去最多の

543,933 件。 
＊このうち命の危険や不登校につながった疑いのある「重大事態」は、前年

度を 128 件上回る 602 件。集計が始まった 2013 年度以来最多。 
＊いじめの認知件数は、前年度比 31.3%（129,555 件）増。 
＊増加幅は中学 21.5％、高校 19.7％に対し小学校が 34.3％。 
＊2017 年度から、けんかやふざけ合いも状況次第でいじめとするようもと

めていることの影響も。 
＊いじめの内容別では、からかいや悪口などが 62.7％で最多。 
＊調査対象の学校の 18.2%で認知件数がゼロ。 
＊都道府県別に見た 1000 年あたりのいじめ認知件数は、宮崎の 101.3 件か

ら佐賀の 9.7 件まで 10 倍強の差。 
＊学校から報告のあった児童生徒の自殺は 332 人で、前年度の 250 人から

大幅増。警察庁の調べでは 390 人。 
＊不登校（30 日以上欠席）の小中学生は 14.2%増の 164,528 人で、6 年連

続増加。 
（2019 年 10 月 18 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 

（6） 銭湯巡り ビールなど景品大阪の組合 60 軒参加、

若者誘う 

＊大阪府公衆浴場組合は、11 月 26 日から来年 5 月末まで約半年間にわたり

スタンプラリーを開催。60 軒が参加。 
＊1 グループ（15 軒）回りきれば景品をもらえます。 
＊参加者は 100 円を払ってそれぞれの公衆浴場でガイドブック兼用の台帳

を入手して、利用するたびにスタンプを押していきます。 
＊大阪府内の「一般公衆浴場は 2019 年 3 月末時点で 517 軒と、ここ 10 年

でほぼ半減。 
（2019 年 10 月 19 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 
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（7） 「着るクーラー」来夏発売   

クラレなど、首冷却ベスト 

＊クラレと富士通ゼネラル、ＷＩＮヒューマン・レコーダーは、「着るクー

ラー」を開発。 
＊ベスト型の衣服にリチウムイオン電池を内蔵し、2 時間以上連続して首を

冷やして体温を下げられます。 
＊2020 年夏にも試験販売します。 
＊冷却装置の温度は、摂氏 20~28 度程度の間で調節できます。 
＊重さは約１ｋｇ。 
＊リチウムイオン電池を３時間充電すると 2~4 時間使用できます。 
＊電池を複数台持ち、途中で交換することも想定。 
＊価格は 3 万円程度の見込み。 
（2019 年 10 月 25 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 

（8） 大成建設 一転 27％増益 4~9 月   

追加工事で採算改善 

＊大成建設は、2019 年 4~9 月期の連結純利益が前年同期比 27％増の 448
億円になったと発表。 
＊9％減の 320 億円としていた減益予想から一転増益、同期間としては過去

最高。 
＊インフラ整備関連の土木事業で新たに追加工事を獲得して、採算が改善。 
（2019 年 10 月 25 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 

 

（9） 建設用鋼材が一段安 Ｈ型鋼 2％ 都市開発の停滞響く 
＊建設用の鋼材の流通価格が一段安。 
＊Ｈ型鋼は前月比 2％安く、マンションの鉄筋に使う異形棒鋼も 3％下落。 
＊建築用は夏までの荷動き停滞を引きずる形で出荷ペースは盛り上がりを

欠いています。 
（2019 年 10 月 25 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 
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（10） 都道府県別の旅館数  静岡首位、温泉地強み 
＊旅館業のうち主に和式の構造や設備を持つ施設を「旅館」と定義。 
＊上位 5 道県は、いずれも環境省がまとめた温泉地数の上位 7 位までに入っ

ています。 

旅館営業施設数（2017 年度末時点） 

順

位 
都道府県 施設数 

1 静岡県 2624 

２ 北海道 2195 

3 長野県 2168 

4 新潟県 1846 

5 福島県 1317 

： ： ： 

45 佐賀県 297 

46 愛媛県 295 

47 香川県 249 

全国 38622 

（2019 年 10 月 28 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 

 

 

 

 

 

 

（11） 電子書籍の利用増  読書離れの傾向は続く 
＊文化庁の 2018 年度の「国語に関する世論調査」では、電子書籍を「よく

利用する」「たまに利用する」と答えた人が計 25.2%。2013 年度調査より

7.9 ﾎﾟｲﾝﾄ上昇。 
＊「紙の本、雑誌、漫画しか読まない」は 38.7%で、6.5 ﾎﾟｲﾝﾄ低下。 
＊1 か月に本を 1 冊も読まない割合は 47.3%。 
＊読書量が「以前に比べ減っている」と考える人は 67.3％。 
（2019 年 10 月 30 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 
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（12） ＵＳＪ周辺 マリオ効果   

来夏に新エリア 開発進む  760 室ホテルや駐車場 着々 

＊ユニバーサルスタジオジャパン周辺のビジネスが活況。 

＊11 月には周辺で最大規模のホテルが開業。 
＊ＵＳＪでは、2020 年夏に「スーパーマリオ」などをテーマにした新エリ

アが開業予定。 
＊桜島埠頭は 2001 年の 2001 年のパーク開園時からＵＳＪに賃貸している

食品加工施設「セントラルキッチン」を 2500Ｍ2 から 15％ほど増床。 
＊ＵＳＪのオフィシャルホテルの数は 8 軒となり、この 3 年で 3 軒増。 
＊2018 年に日鉄興和不動産がユニバーサルシティ駅と桜島駅の中間付近に

1000 台を収容可能な立体駐車場を建設。 
＊開園時の 2001 年度に 1 日平均 19,000 人だったユニバーサルシティ駅の

乗車人員は、2018 年度に 31,000 人と 1.6 倍に。 
・現在最大で 1 時間に片道 9 本のゆめ咲線の列車を、2020 年に 12 本に増

便。 
（2019 年 10 月 31 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（13） 熱中症搬送 7.1 万人 5~9 月 過去 2 番目の多さ 
＊2019 年 5~9 月、全国で熱中症により救急搬送されたのは 71,317 人。 
＊昨年の 95,137 人に続いて過去 2 番目の多さで、死者は 126 人。 
＊搬送者数の 52%は 65 歳以上の高齢者。 
＊8 月が 36,755 人で最も多く、前年より 6,345 人増。 
＊9 月は 9,532 人で前年の 3.4 倍。 
（2019 年 10 月 31 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 
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（14） 患者の暴力・暴言 看護師守る教材 
3 割経験 離職のケースも  厚労省 医療機関向けに作成へ 
＊厚生労働省は、患者から看護師らへの暴力、暴言などの迷惑行為への対応

方法をまとめた医療機関向けの教材を作成。 
＊日本看護協会が 2017 年に実施したアンケート調査によると、看護師ら約

2600 人の 31%が患者からの迷惑格子を受けと回答。 
・「身体的な攻撃」の経験が 22％と最も多く、「精神的な攻撃」と「意に反

する性的な言動」がいずれも 13%。 
＊2010 年からの約 5 年間に労災認定を受けた看護師の精神障害の事案のう

ち、44.2%が「暴力を体験」したことが理由。 
＊2025 年には看護職員（看護師、准看護師、保健師、助産師）が約 6 万~27
万人不足する見込み。 
（2019 年 10 月 31 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 

 

 


