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平成 30 年度 消費動向調査 

～20 代・50 代の消費動向～ 

○○○○はじめにはじめにはじめにはじめに    

日本銀行金沢支店発表の金融経済月報によれば、北陸 3 県の 1 月の景気判断は「拡大

している」とし、前月判断が維持されました。とりわけ、個人消費においては、百貨店・

スーパー等で食料品が堅調に推移したほか、高額品に動きが見られるなど「着実に持ち

直している」との判断が示されました。 

こうした中、本年（2019 年）10 月 1 日に消費税率を 10％へ引き上げることが予定さ

れており、駆け込み需要など消費者の動向が注目されますが、一方で消費マインドの冷

え込みも懸念されます。また、食料品等の消費税率は 8％とする軽減税率制度の導入も

予定されており、中小・小規模事業者にとっては、複数税率に対応するためのレジの新

規導入や既存レジの改修、受発注システムの改修・入替など準備が急がれるところです。 

さて、平成最後となる今回の調査では、20 歳から 29 歳まで全てが「平成生まれ」と

なった「20 代」と、その親が多くを占める「50 代」の消費動向を比べ、最近の消費活動

のほか、商品・サービスの捉え方やこだわり、価値観の違いなどを探りました。今回の

調査が顧客ニーズや消費の実態を把握する上で、少しでもお役に立てば幸いに存じます。 

結びに、今回の調査の実施にあたり、ご協力賜りました企業・官公庁、並びにご回答

くださいました皆様方に心よりお礼申し上げます。 

平成３１年２月 

                              富  山  市 

富山商工会議所 
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Ⅰ．調査実施要領 

    

１１１１．．．．調査調査調査調査のののの目的目的目的目的    

  富山市内の事業所に勤める 20 代・50 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。 

    

２２２２．．．．実施機関実施機関実施機関実施機関    

富山市・富山商工会議所 

    

３３３３．．．．実施期間実施期間実施期間実施期間    

平成 30 年 9 月 18 日～10 月 17 日 

    

４４４４．．．．調査対象調査対象調査対象調査対象    

富山商工会議所の会員事業所（抽出した 221 事業所）に勤務する 20 代及び 50 代の従業

員・パート・アルバイト等 

    

５５５５．．．．有効回答数有効回答数有効回答数有効回答数    

1,370 人（100 事業所） 
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Ⅱ．回答者の概要 

■２０代  

 

 

※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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■５０代 

 

※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］「消費」と「貯蓄」のどちらを優先させるか 

「消費と貯蓄のどちらを優先させるか」を尋ねた結果が【図 1】である。 

これを見ると、両世代とも「消費と貯蓄のバランスを重視する」との回答（『20 代』（62.4％）

『50 代』（65.7％））が 6 割を占め、最多となった。 

次いで『20 代』は「消費を優先し、毎日の生活を充実させ楽しむ」（18.9％）「将来に備えて貯

蓄や投資を優先する」（11.8％）と続き、『50 代』は「どちらともいえない」（12.9％）「消費を優

先し、毎日の生活を充実させ楽しむ」（11.7％）の順で多くなった。 

日々の生活を楽しみながら、将来にも備える堅実な方が大半を占める中、20 代に関しては二番

目に「消費を優先する」との回答が多くなっており、「今の生活を楽しみたい・充実させたい」と

いう意思を持つ方が多いことがうかがえる。 
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［2-1］平成 30 年 1 月から 8 月までに、最も費用をかけた商品やサービス 

平成 30 年 1 月から 8 月までに「最も費用をかけた商品やサービス」を尋ねた結果が【図 2-1】

である。 

これを見ると、両世代とも「旅行」との回答（『20 代』（31.1％）『50 代』（23.2％））が最多と

なった。 

次いで『20 代』は「その他」（13.1％）「家具・家電製品」（11.8％）が続き、『50 代』は「家具・

家電製品」（19.6％）「その他」（18.3％）の順で多くなった。 

両世代とも上位にランク入りした「その他」の内訳を見ると、趣味・娯楽関連の記載が多く、

その詳細を見ると 50 代は「自動車やバイク」「登山や釣り用品」などアウトドア関連の内容が見

られたのに対し、20 代は「自動車用品」や「スマートフォン」などに加え「ゲーム」「好きなゲ

ームのキャラクターグッズ」「ソーシャルゲームの課金」といった回答が見られ、スマートフォン

やタブレット端末とともに成長した世代の嗜好が写し出された結果となった。 

 



6 

 

［2-2］年末（平成 30 年 12 月末）までに、一番購入したい商品やサービス 

 年末（平成 30 年 12 月末）までに「一番購入したい商品やサービス」を尋ねた結果が【図 2-2】

である。 

これを見ると、両世代とも「旅行」との回答（『20 代』（27.2％）『50 代』（32.4％））が最多と

なり、次いで「家具・家電製品」（『20 代』（17.9％）『50 代』（22.5％））が続いた。 

三番目に多かったものとして、『50 代』は「その他」（9.9％）が続き、その内訳としては「友

人との交流」や「健康維持のための商品」「老後への貯金」などが挙がった。一方『20 代』は三

番目に「衣服」（13.3％）、四番目以降は「その他」（5.8％）「ライブ・コンサート鑑賞」（5.2％）

「靴・バック」（5.0％）が僅差で続き、年末に向け外出の機会が増えることから、それに合わせ、

衣服や靴などへの消費も増加するものと推測される。 
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［3］商品・サービスを購入する際に、最も重視する点 

  商品・サービスを購入する際に「最も重視する点」を尋ねた結果が【図 3】である。 

これを見ると、両世代とも「品質」を最も重視するとの回答（『20 代』（29.2％）『50 代』（34.5％））

が最多となり、次いで「価格」（『20 代』（23.8％）『50 代』（26.6％））が続いた。 

三番目以降も両世代とも同じ項目がランク入りし、「機能性」（『20 代』（17.9％）『50 代』

（21.5％））「デザイン」（『20 代』（17.1％）『50 代』（5.3％））の順で多くなった。 

また、ネット社会が進展する状況下で「インターネットなどの口コミ」を重視する割合を見た

ところ、『50 代』が 2.5％であるのに対し、『20 代』は 5.6％と 2 ポイント以上高くなっており、

インターネットが日常的に使われるようになった環境下で育った 20 代は、ネット等から入手する

情報等を重視する傾向が 50 代と比べても強いことが分かる。 
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［4］商品（サービス）を購入する際、最もよく利用するお店の地区や手段 

「衣料品」「食料品」「靴・バッグ」「スポーツ・レジャー用品」「家電製品」の商品（サービス）

を購入する際「最もよく利用するお店（地区）や手段」を尋ねた結果が【図 4】である。 

最寄り品である「食料品」に関しては、両世代とも「①自宅近隣の商店」との回答（『20 代』

（87.5％）『50 代』（89.2％））が最多となり、自宅近くの商店等を利用していることが分かった。 

買回り品である「衣料品」「靴・バッグ」「スポーツ・レジャー用品」「家電製品」に関して、『50

代』は 4 商品とも「④富山市内のショッピングセンター（以下「市内 SC」という）」を最もよく

利用するとし、次いで「⑤富山県内の SC、大型店、専門店等」「⑦通信販売」が続いた。 

一方、『20 代』は、購入するものに応じて、様々なお店や手段を利用していることが分かった。

「衣料品」や「靴・バック」に関しては「⑤県内の SC、大型店、専門店等」を最もよく利用する

とし、次いで「④市内 SC」「⑥県外の SC、大型店、専門店等」が続き、商品を購入するため、県

内の SC だけでなく、県外の SC 等にも出向いていることが分かる。また、「スポーツ・レジャー用

品」「家電製品」に関しては「④市内 SC」が最多となった中で、「⑦通信販売」の割合も高くなっ

ており、実店舗だけでなく通信販売も活用していることが分かる結果となった。 
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［5］SNS（LINE、Instagram、Facebook）に関する消費行動について（複数回答） 

 「SNS に関する消費行動」を尋ねた結果が【図 5】である。 

 これを見ると、両世代とも SNS を「情報収集として利用している」との回答（『20 代』（58.5％）

『50 代』（48.7％））が最も多くなった。 

次いで、『20 代』は「SNS で話題になっているという理由で、同じものを購入したり同じ場所へ

出かけたりする」（25.5％）「好きな芸能人等が SNS で投稿しているものと同じものや場所、また

それを参考に購入したり出かけたりする」（15.7％）が続いたのに対し、『50 代』は「SNS は一切

利用しない」（38.6％）「①～④以外の目的で利用している」（13.3％）が続き、両世代で利用目的

に違いが見られた。 

とりわけ SNS を参考にして、同じものを購入したり、出かけたりする割合(②と③の合計)は、

『50 代』が 9.7％（②6.2％＋③3.5％）であるのに対し、『20 代』は 41.2％（②25.5％＋③15・7％）

と 4 割を超え、SNS の利用度が高くなっていることが分かる。 

以上のことから、Instagram（インスタグラム）など SNS のサービスを活用し、従来の写真や体

験を「所有する」から「共有する」へシフトしており、それらが更なる消費喚起に繋がっている

ことがうかがえる結果となった。 
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［6-1］オンライン上のフリーマーケットの利用状況 

 メルカリをはじめとする「オンライン上のフリーマーケットの利用状況」を尋ねた結果が【図

6-1】である。 

 オンライン上のフリーマーケットを、これまでに利用したことが「①ある」と回答した割合は、

『20 代』は 40.5％であるのに対し、『50 代』は 15.2％と低く利用状況に違いが見られた。 

スマホ等があれば、商品をスマホ搭載カメラで撮影し、オンライン上のフリーマーケットに即、

出品できるという手軽さもあることから、スマホ等に慣れ親しんでいる 20 代を中心に若年層に浸

透してきているものと推測される。 

 



12 

 

［6-2］オンライン上のフリーマーケットの利用理由（複数回答） 

 上記【6-1】で、メルカリなどオンライン上のフリーマーケットを利用したことが「①ある」と

回答した方に対し、「利用理由」を尋ねた結果が【図 6-2】である。 

これを見ると、両世代とも「①新品ではないが、欲しいものを安く購入できる」との回答（『20

代』（67.2％）『50 代』（78.9％））が最多となり、次いで「②自分が不要になったものを、気軽に

売ることができる」（『20 代』（52.8％）『50 代』（38.5％））、「③自分が不要になったものを、捨

てるよりは環境に良いと思うから」（『20 代』（18.1％）『50 代』（23.9％））が続いた。 

「その他」の回答には「非売品や廃盤になったものを購入できる」や「新品でも安く購入でき

る」「リサイクル店などよりも高く売ることができる」などがあった。 

以上のことから、オンラインのフリーマーケットなどを活用し、両世代とも欲しいものを安く

購入したり、不要になったものを高く売ったりする方が増えており、消費者意識がモノを「所有

する」から「利用する」に変化しつつある様子が感じられる結果となった。 


