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■はじめに 

日本銀行が１月に発表した「地域経済報告」（さくらレポート）によれば、北陸の景気は、

前回調査（10月）の「緩やかに拡大している」から「拡大している」に判断が引き上げられ

ました。 

その要因として、製造分野では、能力増強投資や人手不足への対応を企図した省人化投資

などの設備投資が増加していること、また、個人消費ではハレの日関連の季節商材が堅調で

あるほか、高額品に動きが見られ、着実に持ち直していることなどが挙げられます。 

また、政府発表の３月の月例経済報告によれば、景気判断は２月に続き「緩やかに回復し

ている」とし、個人消費も「持ち直している」と判断されるなど、いずれの調査も景気判断

は明るい内容（見通し）となりました。 

こうした中、本調査は、富山市の小売業・サービス業等の振興を図る基礎資料とするため、

毎年、富山市内の事業所に勤務する従業員を対象に実施しているものである。 

本年度は、30 代を対象として、昨年１年間に支出した高額商品（サービス）や新幹線開業

で近くなった金沢並びに東京における消費動向、そして、スマートフォンなどが普及する中

での、オンラインショッピングの利用状況等について調査を実施しました。 

本調査結果が、今後のまちづくりや経営の参考になれば幸いに存じます。 

結びに、本調査の実施にあたり、ご協力賜りました関係各位に深く感謝申し上げます。 

 

 

 

平成３０年３月 

                              富  山  市 

富山商工会議所 
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Ⅰ．調査実施要領 

 

１．調査の目的 

  富山市内の事業所に勤める 30代の従業員を対象に、消費動向やライフスタイルを調査し、 

富山市の小売業・サービス業等の振興を図るための基礎資料とするものである。 

 

２．実施機関 

富山市・富山商工会議所 

 

３．実施期間 

平成 29 年 11月 30 日～12月 15 日 

 

４．調査対象 

富山商工会議所の会員事業所（抽出した 200 事業所）に勤める 30 代の従業員・パート・ 

アルバイト 

 

５．有効回答数 

887 人（102 事業所） 

 

６．調査報告書の集計値と記号 

（１）調査結果の割合（％）は少数第 2 位を四捨五入して算出した。したがって、合計

値が 100％にならない場合がある。 

（２）1 つの質問に対して 2つ以上の回答を求めているものは「M.A.」（Multiple Answer） 

と表示し、割合（％）は各選択項目の回答数を有効回答数で割った数値である。 

（３）図表中に[N]と記してあるのは、その質問における回答者数である。 
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Ⅱ．回答者の概要（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※旧富山市とは、現在の富山市のうち、旧の大沢野町・大山町・八尾町・婦中町・山田村・

細入村を除く地域を指す。 
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Ⅲ．調査結果の概要 

１．支出の動向や情報収集の媒体などについて 

（１）昨年１年間に支出した商品（サービス） 

昨年 1 年間に支出した商品（サービス）を、金額の高い順に 3 つまで尋ねた結果が【図 1】

である。 

これを見ると、支出金額が最も高い商品（サービス）としては、「国内旅行」（16.9％）が

最多で、次いで「自動車」（16.7％）、「住宅（一戸建て・マンション）」「子供の教育費」（各

9.0％）の順となった。 

とりわけ、「住宅」や「子供の教育費」への支出金額が大きくなっている点から、結婚を機

に子育てなどが本格化する 30 代の特性がうかがえる。 
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（２）今年１年間に支出を予定している商品（サービス） 

今年 1 年間に支出を予定している商品（サービス）を、金額の高い順に 3 つまで尋ねた結

果が【図 2】である。 

これを見ると、金額が最も高いものとして「国内旅行」（20.4％）が最多となり、次いで「自

動車」（9.7％）、「家電製品（テレビ・パソコン等）」（8.0％）の順となった。また、「子供の

教育費」（7.6％）、「住宅」（7.2％）、との回答割合も高くなっており、人生の 3 大支出といわ

れる「住宅取得」と「子供の教育費」に支出が予定されていることがわかる。 

 

 

 

（３）商品・店舗情報の収集に利用する媒体 

 商品や店舗等の情報を収集する際に活用する

媒体について尋ねた結果が【図 3】である。 

これを見ると、「スマートフォン」（69.6％）

との回答が最多で、次いで「パソコン」（19.5％）、

「テレビ」（3.4％）となり、情報収集の手段と

してスマートフォンの利活用が中心となってい

る現状が見て取れる。 
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（４）商品を購入する際に最も重視すること 

「食料品」「生活用品」「衣料品」「趣味・娯楽用品」について、商品（サービス）を購入す

る際、重視することを尋ねた結果が【図 4】である。 

これを見ると、最寄品である「食料品」は『品質』（45.9％）、「生活用品」は『価格（安さ）』

(36.9％）がそれぞれ重視されているのに対し、買回り品である「衣料品」は『デザイン』

（43.7％）、｢趣味・娯楽用品」は『嗜好』（33.7％）がそれぞれ最多となった。 

子育てが本格化する 30 代では、安心安全な食生活を確立するため、食料品の品質を重視

したり、子育て費用を確保するため、より割安な価格帯の商品を選ぶ傾向が見られる。 

 

 

２．富山市中心街の訪問頻度や目的について 

 （１）昨年１年間における訪問頻度 

 総曲輪・中央通り・西町周辺と富山

駅周辺地区など富山市中心街への訪問

頻度について尋ねた結果が【図 5】で

ある。   

これを見ると「1、2 か月に 1 回程度」

（30.0％）が最多で、次いで「年間 3、

4 回程度」（19.1％）となった。 

一方「全く行っていない」との回答

も 12.1％を占めており、中心街の更な

る魅力創出が求められる結果となった。 
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（２）主な目的 

 富山市中心街を「年間 1、2 回以上」訪れると回答した人に対し、その目的を尋ねた結果

が【図 6】である。（複数回答 3 つまで） 

これを見ると、「買い物」（24.3％）との回答が最多で、次いで「食事」（20.6％）、「イベン

ト・祭り」（11.8％）となった。また、その他の意見として図書館やフィットネスジム、ホテ

ルの日帰り温泉の利用なども見られた。 

 

３．金沢・東京での消費などについて 

 （１）昨年１年間における訪問頻度 

ショッピングなど個人的な目的で昨年 1 年間に「金沢」及び「東京」を訪問した頻度を尋

ねた結果が【図 7】である。 
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これを見ると、「全く行っていない」との回答が、金沢（34.6％）、東京（49.0％）ともに

最多となり、次に「金沢」「東京」ともに「年間 1、2 回」となった（「金沢」が 30.1％、「東

京」が 34.9％）。また、「年間 1 回以上」訪問する割合を見ると、「金沢」は 62.7％、「東京」

は 47.8％という結果になった。 

特に、「全く行っていない」との回答の中で、「子どもあり」と答えた人では、「金沢」が

39.7％、「東京」は 56.9％と割合が高まる結果となっており、子どもがいる家庭では、気軽

に遠方へ出掛けにくいという一面が見られた。 

 

（２）利用する交通手段 

｢金沢」「東京」へ行く際に利用する交通手段について尋ねた結果が【図 8】である。 

これを見ると、「金沢」は隣県で近いことや、車の保有率が高い富山県の特性から「自家用

車」（75.6％）が最も多く、次いで「新幹線」（8.3％）、｢高速バス」（6.8％）の順となった。 

一方、「東京」は「新幹線」（68.1％）との回答が最も多く、次いで「自家用車」（12.5％）、

「飛行機」（5.5％）という結果となり、北陸新幹線の利用が普及していることがうかがえる。 

 

（３）主な目的 

｢金沢」「東京」へ行く目的を尋ねた結果が【図 9】である。（複数回答 3 つまで） 

これを見ると、「金沢」は「買い物」（24.4％）が最多で、次いで「食事」（11.3％）となっ

た。一方「東京」は「観光・散策」（21.0％）が最多で、次いで「買い物」（15.3％）となり、

金沢と比べても観光などを目的とした訪問が多い結果となった。 
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（４）使用する平均金額 

「金沢」「東京」で使用する平均金額を尋ねた結果が【図 10】である。 

これを見ると、「金沢」は「10,000 円～20,000 円未満」（36.2％）が最多で、次いで「5,000

円～10,000 円未満」（34.6％）となった。一方、「東京」は「10,000 円～20,000 円未満」（35.9％）

が最多で、次いで「20,000 円～30,000 円未満」（26.9％）となった。また「東京」では約 8

割が「10,000 円以上」使うと回答したのに対し、「金沢」では半数以上が「10,000 円未満」

と回答し、消費金額に違いが見られる結果となった。 
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４．オンラインショッピングの利用状況について 

（１）昨年１年間の利用頻度 

昨年 1 年間のオンラインショッピングの利用頻度を尋ねた結果が【図 11】である。 

これを見ると、「10 回以上」（42.4％）との回答が半数近くを占め、パソコンやスマートフ

ォンを使ったショッピングが一般的になっていることがうかがえる。 

 

（２）購入する商品（サービス） 

オンラインショッピングで購入する商品（サービス）について、金額の高い順に 3 つまで

回答と尋ねた結果が【図 12】である。 

 これを見ると、最も支出金額の高い商品（サービス）は、「衣料品、時計・宝飾品、化粧品

等」（27.0％）であり、次いで「ホテル・旅館の予約」（19.0％）、「家電製品（テレビ・パソ

コン等）」（11.2％）となった。 
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（３）購入する商品（サービス）の価格 

オンラインショッピングで購入する商品（サービス）について、1 回あたりの消費金額を

尋ねた結果が【図 13】である。 

これを見ると、「5,000 円～10,000 円未満」（22.7％）が最多で、次いで「10,000 円～20,000

円未満」（22.2％）となった。一方、「50,000 円～100,000 円未満」（9.0％）、「100,000 円以

上」（4.9％）との少数回答も見られ、割安な価格帯の商品だけでなく、高額商品の購入にも

オンラインショッピングが活用されていることがうかがえる。 

  

（４）利用する理由 

オンラインショッピングを利用する理由を尋ねた結果が【図 14】である。（複数回答） 

これを見ると、「品揃えが豊富」（17.9％）が最多で、次いで「好きな時間に買える」（17.2％）、 
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これを見ると、「品揃えが豊富」（17.9％）が最多で、次いで「好きな時間に買える」（17.2％）、

「目当てのものを探しやすい」（16.8％）の順に多くなったが、その他の選択肢の回答割合も

高くなっている点に着目すると、オンラインショッピングの利用にあたっては様々な理由が

購買動機につながっているようである。 

その他の回答として「重たいものでも自宅まで運んでもらえて便利」「指定した場所まで運

搬してもらえ便利」といった配送の利便性なども挙げられた。 

 

 

 

 

５．富山市の中心商店街などに求めるもの 

 

富山市の中心街にあれば良いと思うお店（ブランド）や施設などについて自由回答で尋ね

た結果、176 人（19.8％）から回答を得た。主な意見は以下のとおり。 

 

・ファストファッション、セレクトショップ （48 人） 

・ファストフードや大手チェーンの飲食店 （26 人） 

・子供連れで遊べる施設 （19 人） 

・駐車場（無料化、停めやすさなど） （18 人） 

・有名百貨店や有名ブランド店 （15 人） 

・宿泊可能なスーパー銭湯や 24 時間営業の漫画喫茶など （8 人） 

・アミューズメント施設 （6 人） 

 

 その他、大型イベント施設や天候に左右されず 1 年中利用できる施設、CD ショップや雑

貨店、競馬の場外発売所など、また飲食店を中心に営業時間の延長を求める意見が多く寄せ

られた。 


