
2012年４月19日 
地域経済四半期動向（１２大都市）－２０１２年１～３月－ 

◇◆今期（2012年１～３月）動向の特徴◇◆ 

＜今期（2012年1～3月）＞ 
 エコカー補助金再開等の経済対策により関連業種で売上・生産が好調。タイ洪水の影響縮小や復興需要の波及効果

が徐々に及び始めた生産は改善傾向にある。しかし、超円高の定着や海外経済の減速による輸出、外国人観光客の
低迷などが、地域経済に悪影響を及ぼしている 
 

 厳しい寒さの影響により冬物商品の売れ行きは好調であったものの、来客数は落ち込んだほか、超円高の定着によ
り、外国人観光客が低水準にとどまっていることから総じて消費は伸び悩んでいる 

 

 経済対策等により生産は改善傾向にあるものの、超円高に伴う取引先の海外移転による受注の減少、原油価格高騰
による燃料費の負担増など、取り巻く環境は厳しさを増している 

 

＜来期（2012年4～6月）＞ 
 復興需要の本格化への期待感があるものの、超円高に伴う輸出・生産の減少や、原油等の原材料価格の上昇・高止

まり、地域によっては電力料金値上げに伴うコスト増から、先行きを懸念する声が多い 
 

＜地域における特徴的な動き＞ 
 ①格安航空会社（ＬＣＣ）の就航により低迷が続く外国人観光客の回復に期待する動きがみられるほか、アニメや 
    映画等のコンテンツを活用した地域活性化が各地で活発に行われている 

 ②風力発電所の設置、太陽光発電のパネル設置モデル事業の開始など、各地で行政と地元企業との連携により再生 
    可能エネルギー推進に向けた取り組みが始められつつある 

ⅰ） 今期（２０１２年１～３月）の景況感 

ⅱ） 来期（２０１２年４～６月）の見通し 

今期および来期の景況感  

 国内はマンション向けの新規受注が決まるなど、回復傾向。一方、輸出は円高、海外経
済の減速により先行きも含め厳しい状況              （札幌 鉄鋼業） 

 

 東北の復興関連で建設鋼材の引き合いが増加           （新潟 鉄鋼業） 
 

 原材料価格の上昇、円高に加え、電力料金の値上げに伴うコスト増を懸念 
                          （東京 産業用除湿装置製造業） 
 

 中国国内の在庫調整等の影響により空調、建機向けの部品で落ち込みはあるが、主力と
なる自動車向け部品が好調           （名古屋 輸送用機械部品製造業） 

 

 復興特需により建設関連の作業着等のユニフォームの受注が堅調だが、原材料価格の上
昇により利益は減少                    （大阪 繊維製造業） 
 

 タイ洪水により取引先の生産が減少していたが、洪水前の状態にほぼ戻りつつある 
                               （神戸 ゴム製造業） 
 

 長期化する円高への対応が急務なことから、海外生産・調達の拡大など、グローバルな
生産体制の強化を図っている             （広島 自動車部品製造業） 
 

 東日本地域でインフラ工事等の公共入札が始まり、自社の需要増を期待 
                                 （福岡 鉄鋼業） 
＜参考：鉱工業生産指数  経済産業省＞ 指数：平成17年=100 
   10月：92.5  →  11月：90.0  →  12月：93.4  →  1月：95.2  →  2月：94.1  ※2月は速報値 
   （前月比 2.2%）    （前月比 ▲2.7%）     （前月比 3.8%）   （前月比 1.9%）    （前月比 ▲1.2%）  

 

◆生産の動向 
 （前期との比較） 

 例年に比べ寒さが厳しく、降雪も多かったことから、冬物衣料や防寒雑貨などの売上は堅
調であったが、春物衣料の売上は伸び悩み             （札幌 百貨店）  

 

 県内大型小売店の売上は９カ月連続で前年を上回り、復興需要などを背景に好調（仙台） 
 
 

 例年を上回る積雪の影響で来客数、売上が激減。加えて除雪費用の負担も増加している 
                                 （新潟 ホテル業） 
 

 国産高級眼鏡フレームを取り扱っており、富裕層からの需要が根強く業績は好調 
                            （東京 眼鏡フレーム卸売業） 
 

 個人消費は弱いながらも回復傾向。観光地に立地する店舗の売上が一時期より好調 
                                （横浜 レストラン） 
 

 原発事故の影響に加え、円高により外国人客が減少しており、売上が落ち込んでいる         
                                 （京都 ホテル業）                              

 

 エコカー補助金、減税の効果で、ハイブリッドカーを中心に受注・登録とも好調                         
                                （高松 自動車販売） 
 

＜参考：景気ウオッチャー調査 内閣府＞ 
   現  状（ポイント） 10月：45.9 → 11月：45.0 → 12月：47.0 → 1月：44.1 → 2月：45.9 → 3月：51.8 
   先行き（ポイント） 10月：45.9 → 11月：44.7 → 12月：44.4 → 1月：47.1 → 2月：50.1 → 3月：49.7 

▷ 日商正副会頭商工会議所（※）に、景況感に関する判断および地域経済の動向についてヒアリング（※札幌、仙台、新潟、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、高松、福岡の12商工会議所） 

０件 ８件 ３件 １件 ０件 

悪い 

どちらかと言えば悪い 

普通 

どちらかと言えば良い 

良い 

２件 ７件 ２件 １件 ０件 

悪い 

どちらかと言えば悪い 

普通 

どちらかと言えば良い 

良い 

◆消費の動向 
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＜参考：前期（２０１１年１０～１２月）の景況感＞ 
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会員企業がこだわりを持って独自の技術で開発し
た製品や技術を認証し、道内外の広域マーケット
での販売を支援する「北のブランド」事業を展開。
平成２３年度は１４５社、３２１件の製品・技術
を認証 
 

ＡＳＥＡＮ諸国やオセアニア地域などの貿易ハブ
として注目されているシンガポールで「ビジネス
マッチング Ｉｎ シンガポール」を開催。道内で
食品の製造・販売を行う企業１２社が現地に赴き、
自社製品のＰＲを実施 

「東北まつりネットワーク」を東北６県の４５商
工会議所１１３の祭りにより結成。春夏秋冬のま
つりを見ることができるポータルサイトの開設な
ど、同ネットワークが一体となって、東北の元気
を広く発信していく 

 

全国商工会議所のネットワークを活用し、各地の
事業者から遊休機械等を無償で提供、被災事業者
からの要望とのマッチングを図る「遊休機械無償
マッチング支援プロジェクト」の機械提供件数は
３月末時点で約１，７００件で、約４００件の
マッチングが成立 

大韓航空系列ＬＣＣの「ジンエアー」が新潟－済
州島直行便を３月より運航。第一便の予約は早々
に満席となり、順調なスタート 

 

新潟市は市内に総出力約２千Ｋｗの風力発電所を
平成２４年度から着手して平成２６年度に運転を
目指すと公表。この施設で６００～７００世帯の
電気を賄いたいとしている 

 

「三陸・被災地フロントライン研修会」を開催し、
陸前高田、大船渡を訪問。現地の復旧状態や地域
事情の理解を深めた 

ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「梅ちゃん先生」の放
映が始まることから、大田区では産業界、観光関
係機関と連携し、大田区「梅ちゃん先生」推進委
員会を設置。観光客の誘致等による経済の活性化
を期待 

 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック招致
委員会では２月１３日に他都市に先駆け申請ファ
イルをＩＯＣ（国際オリンピック委員会）に提出。
商工会議所では、アスリートのメッセージによる
ＰＲの実施や映画とタイアップしたポスターの展
開、招致ＰＲ講演会を開催 

横浜マリンタワーに観光案内所「横浜シティガイ
ドデスク」が１月に開設。観光情報の発信や周辺
エリアの賑わいの創出が期待されている 
 

神奈川県では、３月初旬より誘致用地でメガソー
ラーの設置を検討する事業者の募集を開始。また、
夏からは「屋根貸し方式」でパネルを設置する太
陽光発電のモデル事業をスタート 

 

東日本大震災により、広域連携の必要性が高まっ
たことを受け、横浜港等の各連絡協議会の代表や
関東地方整備局で組織する「関東港湾ＢＣＰ協議
会」が設立 

地元行政、経済団体などが一体となった積極的な
誘致活動により、３月に韓国ＬＣＣの「チェジュ
航空」が中部－金浦線に次ぐ二つ目の路線として
中部－仁川線を新たに就航 

 

１月より、中部・北陸地域が一体となり中華圏か
らの誘客を図る「昇龍道」プロジェクトが開始。
台湾を皮切りに、香港、北京の順に現地旅行会社
を招聘 

 

海外展開支援として、１月からの３か月間でセミ
ナーを他機関等との連携を含め６回開催。延べ約
５００名が参加 

 
 

 

内陸型水族館としては国内最大級となる「京都水
族館」が３月にオープン。初日は平日にも関わら
ず約８，５００人が来場 

 

市所有の水垂埋立処分場に地元企業と共同で大規
模太陽光発電所を設置。再生可能エネルギーの全
量買取制度が始まる本年７月の運転開始予定 

 

第１回「京都マラソン」を東日本大震災の復興支
援をテーマに開催。被災地からの招待ランナーを
含め約１４，０００人が参加 

九州新幹線の全線開業を契機に九州、京阪神の連
携促進を目的に昨年８月に設置した「九州新幹線
を活用した西日本活性化研究会」では「西日本の
連携強化による経済活性化に関する要望」を取り
まとめ３月に政府関係機関に建議 

 

「食の都・大阪」推進会議と市は、大阪のバリ
エーション豊かな食の魅力を楽しみ、かつ世界に
発信していくため「デリス・レストランウィーク
2012」を開催。料理コンテストの入賞36作品を府
下の飲食店39店舗で提供。大阪の味を市民に堪能
いただき、食の魅力と可能性をアピール 

地元産学官で構成する「ＫＯＢＥ ｄｅ 清盛」推
進協議会ではパビリオンを設置し、平清盛ゆかり
の地「兵庫津」周辺地域の活性化事業を展開 

 

近畿など２府５県でつくる関西広域連合では被災
地の情報、ニーズを把握しながら、救援物資の提
供、避難所運営、健康相談、ボランティア支援、
被災市町村の業務支援等、継続的な支援を実施 

 

国際交流の促進を目的に「神戸－インドネシア 
ビジネス交流ミッション」を派遣。インドネシア、
シンガポールにて現地企業との商談や経済状況の
視察を実施 

平成２５年４月開催の「第２６回全国菓子大博覧
会」の開幕４００日前記念のイベント「和菓子シ
ンポジウム」を３月１４日に開催 

 

広島県では「瀬戸内ひろしま、宝しま（広島県の
ブランドキーワード）」のプロモーションの一環
として、瀬戸内が美しく描かれた長編アニメ映画
「ももへの手紙」と連携し、観光客誘致を推進 

 

三次市職業訓練センターでは、太陽光発電システ
ム設置の技術を指導する研修会を３月より開講 

 

上海－高松間で週２往復の定期チャーター便を就
航していたＬＣＣ「春秋航空」が搭乗率好調によ
り、３月より週３往復に増便 

 

四国地方整備局が高知県のトンネル工事で周辺の
地層から湧き出た地下水を使って水力発電を行い、
道路照明の電力を賄う省エネと環境に配慮した施
工事例を紹介 

 

情報通信交流館「ｅ-とぴあ・かがわ」で震災の
復興を支援した各国にインターネット動画中継
サービス「Ustream」を使って感謝のメッセージ
を送る「Japan.Thank You.アクション」が開催 

福岡市と西日本鉄道は福岡市内の主要観光スポッ
トを巡る「福岡オープントップバス」を導入し、
３月２４日より運行を開始 

 

「福岡アジアコレクション（ＦＡＣｏ）」が３月
２５日に開催され、７４２４名が来場。海外から
のファッション関係者、メディアによる取材、ツ
アー客などが訪れ賑わいをみせた 

 

福岡都心地域が「特定都市再生緊急整備地域」に
指定されたことに伴い、まちづくりを話し合う官
民の協議会が設立。今後、国、県、市、地元企業
が一体となり利便性の高い国際拠点都市を目指す 
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