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日本商工会議所

◇◆今期（2012年1～3月）動向の特徴◇◆

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。

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

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）の就航や誘致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

　組が始められつつある。

　

Ⅰ．日商正副会頭商工会議所（※）に、経済動向に関する判断およびトピックをヒアリング

　　※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

Ⅱ．「今期(2012年１～３月)の景況感」および「来期(2012年４～６月)の見通し」を、

 　　[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] から回答

［担当］産業政策第一部

　TEL：03-3283-7839

　mailto:sangyo1@jcci.or.jp

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

＜今期（2012年1～3月）＞

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

＜調査概要＞

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
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札幌 ：多少落ち込んでいる 札幌 ：多少改善

仙台 ：改善 仙台 ：多少改善

新潟 ：多少落ち込んでいる 新潟 ：ほぼ同水準

東京 ：多少改善 東京 ：ほぼ同水準

横浜 ：ほぼ同水準 横浜 ：ほぼ同水準

名古屋 ：多少改善 名古屋 ：多少改善

京都 ：多少落ち込んでいる 京都 ：多少落ち込んでいる

大阪 ：ほぼ同水準 大阪 ：ほぼ同水準

神戸 ：ほぼ同水準 神戸 ：ほぼ同水準

広島 ：ほぼ同水準 広島 ：ほぼ同水準

高松 ：ほぼ同水準 高松 ：ほぼ同水準

福岡 ：ほぼ同水準 福岡 ：多少落ち込んでいる

多少改善 多少改善

改善 改善

落ち込んでいる ほぼ同水準 落ち込んでいる ほぼ同水準

消費の動向（前期との比較）

＜図の見方＞ ＜図の見方＞

　生産の動向（前期との比較）

多少落ち込んでいる 多少落ち込んでいる
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（１） 札幌商工会議所 
 

１．管轄地域における四半期の景況感に関する見解 
 

 ⅰ）今期（２０１２年１～３月）の景況感：      どちらかと言えば悪い    

 ⅱ）来期（２０１２年４～６月）の見通し：      どちらかと言えば悪い 

  ※［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］の一つを選択 

 

２．地域経済の動向 

【消費の動向】 

○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、春物衣料は様子見のお客が多く、売上は伸び悩み。                ［百貨店］ 
 
【生産の動向】 
 ○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。                          ［鉄鋼業］ 
 
 

３．商工会議所・地域が独自に行っている取組およびその効果 

【地域活性化、広域観光に関する取り組み】 

○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

における販売展開を支援する「北のブランド事業」を実施。今年度は各部門あわせて 145社 321件

の製品・技術を認証。認証企業には、「認証之証」プレートと「ロゴマーク」を交付するとともに、

ＨＰなどに掲載し、道内外の展示会・商談会でＰＲするほか、「北のブランドアンテナショップ」

やネット通販で取り扱うなど、販路拡大と知名度アップにつながる機会の提供に努めている。 

○近年、北海道は、バイオ産業（特に機能性食品や化粧品）の開発・製造拠点として注目を集めてお

り、北海道経済産業局では、道産の素材を生かした化粧品と手技・施術、札幌のシティイメージと

を組み合わせた「ホワイトエステ」ブランドを確立。当所では、さらなるブランド価値の強化と、

それに相応しい化粧品・技術の開発を求め、「ホワイトコスメ・エステ普及・拡大委員会」を発足

させた。平成 23年度は、観光客や美容に関心の強い消費者などへの調査を行った。平成 24年度は、

「美」をテーマにしたモニターツアーや、イベントでのＰＲ、マップの整備、旅行代理店との懇談

会に加え、「ホワイトエステブランドショップ」の開設も視野に入れ、観光誘客に向けた活動を継

続して行う予定。 
 

【海外展開支援】 

 ○ASEAN 諸国やオセアニア地域などのへの貿易・経済のハブとして、ますます注目されてきている

シンガポールにおいて、「北海道ブランド」商品の定番化と道内企業の海外展開に向けたビジネス

チャンスを創出することを目的に、「ビジネスマッチング in シンガポール」（２月 23 日）を実施。

道内で食品の製造・販売を行う企業 12社が現地に赴き、積極的に自社製品をＰＲした。 
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（２） 仙台商工会議所 
 

１．管轄地域における四半期の景況感に関する見解 

 ⅰ）今期（２０１２年１～３月）の景況感：      どちらかと言えば悪い 

 ⅱ）来期（２０１２年４～６月）の見通し：      どちらかと言えば悪い 

  ※［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］の一つを選択 

 

２．地域経済の動向 

【消費の動向】 
○１月の宮城県の大型小売店販売額（百貨店・スーパー計）をみると、前年同月比 9.2％増（全国：

0.1％減）、同月の仙台市内の百貨店（３店舗）売上高についても、前年同月比 7.8％増（全国：1.1％

減）と、いずれも９カ月連続で前年を上回り、好調に推移。 
 

 

３．商工会議所・地域が独自に行っている取組およびその効果 

【地域活性化、広域観光に関する取り組み】 

○東北夏祭りネットワークでは、平成 23年度の東北６県の 11の夏祭りで照明、音響等の使用によっ

て発生した二酸化炭素について、東北地域の中小企業が削減した Co2で認証された国内クレジット

とカーボンオフセットを実施。本取組みが環境省の「第１回カーボンオフセット大賞」において優

秀賞を受賞。今後も同ネットワークでは、東北の各祭りと連携しながら、引き続き環境負荷を低減

した祭りの実施を目指していく。 

○平成 24年３月には、四季のまつりに拡大した「東北まつりネットワーク」を、東北６県の 45商工

会議所 113のまつり（３月 13日現在）により結成。東北の観光客状況をみると、依然として東北

在住者による東北の域内観光が中心となっており、全国や海外からの観光客数が厳しい状況にある

ことから、同ネットワーク一体となって風評を払拭し、仙台・宮城・東北の元気を広く発信してい

く。 
 

【平成２４年１月以降の被災地支援や広域連携による震災への取り組み等】 

○「遊休機械無償マッチング支援プロジェクト」は、３月末時点で、約 3,300件の要望に対し、提供

可能な機械の登録が約 1,700件、うち、マッチングは累計約 400件が成立している。２月６日に石

巻（宮城県）、２月 28 日に相馬（福島県）、３月 28 日に釜石（岩手県）の各会員事業所に対して、

遊休機械が提供された。 

○被災事業所の物産や食材を提供する「銀座いきなり市場」（期間：平成 23年 10月～平成 24年８月

末）では、３月末時点で東北の 10商工会議所を通じ、102事業所 475点が出品（当所より３事業所

11 点出品）。今後も、本事業への参画を含めた販路開拓事業を展開することで、引き続き被災事業

所の販売を支援していく。 
 

【インフラ整備】 

 ○仙台塩釜港では、１月 22日に北米航路、３月 30日には韓国航路が、仙台をはじめとする東北圏内

からの需要回復に伴いいずれも再開しており、４月にも中国・韓国航路の再開が予定されている。

これで震災前に定期就航していた５航路の内、４航路が再開されることになることから、物流機能

の回復を通して東北の経済活動が活発化することが期待される。また、統合港湾長期構想委員会で

は、平成 24 年夏の宮城県内３港湾（仙台塩釜港、石巻港、松島港）の統合に向けて国との協議を

進め、東北を牽引する国際拠点港湾として、更なる機能強化を目指している。  
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（３） 新潟商工会議所 
 

１．管轄地域における四半期の景況感に関する見解 
 

 ⅰ）今期（２０１２年１～３月）の景況感：      悪い    

 ⅱ）来期（２０１２年４～６月）の見通し：      どちらかと言えば悪い 

  ※［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］の一つを選択 

 

２．地域経済の動向 

【消費の動向】 

○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。 

                                         ［ホテル業］ 

【生産の動向】 

 ○東北の復興関連で建設鋼材の引き合いが増加。                   ［鉄鋼業］ 

 

 

３．商工会議所・地域が独自に行っている取組およびその効果 

【地域活性化、広域観光に関する取り組み】 

○「にいがたアニメ・マンガフェスティバル」が２月 26日・27日に開催され、県内外からアニメ等

のファンが訪れた。同フェスティバルは中心市街地の各所において人気マンガの原画展やアニメコ

スプレを見られる「コスプレガタケット」などが実施され市民も楽しめるイベントとなった。 

○第 20回にいがた冬・食の陣が２月 11日・12日に市内５会場で開催され、県内外から約 19万人と

降雪の影響にも関わらず前年同等の来訪客で賑わった。今般初登場メニューは「南蛮海老しょうゆ」

「南蛮海老焦がし味噌ソース」という、野菜ソムリエが約１年がかりで完成させた地元の素材を使

った焼きそばが注目された。 

○にいがた酒の陣が３月 17日・18日にかけて市内のコンベンション施設にて２年ぶりに開催され、

初めて 10万人の来場を記録し、入場制限を設けるなど大変な賑わいとなった。酒の陣当日は、500

円で新成人に酒飲み放題が実施されたことや、12月の同プレイベントが東京で「にいがた酒の陣大

江戸場所」として開催されたことなどが話題となり、マスメディアを通じて全国に発信された。 

○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 18日より運航。第一便の予約

は早々に満席となり、順調なスタートとなった。 

 

【行政と連携した再生エネルギーの推進】（太陽光発電・風力発電の整備等） 

○新潟市は市内に総出力約２千kwの風力発電所を12年度から着手して14年度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。 
 

【平成２４年１月以降の被災地支援や広域連携による震災への取り組み等】 

 ○「三陸・被災地フロントライン研修会」を開催。会員 20名で陸前高田、大船渡を訪問。現場の復

旧状態や地域事情の理解を深めた。 
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（４） 東京商工会議所 
 

１．管轄地域における四半期の景況感に関する見解 
 

 ⅰ）今期（２０１２年１～３月）の景況感：      普通    

 ⅱ）来期（２０１２年４～６月）の見通し：      どちらかと言えば悪い 

  ※［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］の一つを選択 

 

２．地域経済の動向 

【消費の動向】 

○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。 

  ［眼鏡フレーム卸売業］ 

【生産の動向】 

○東日本大震災により大口取引先の工場が被災、加えて円高の影響により海外シフトを進める動きが

強まり注文が激減。受注商品のキャンセルや定番商品の値下げ圧力が高まったほか、生産調整を名

目に受注が通常の 80％減となったため、経費削減策として１月より従業員の賃金を 20％削減する

ほか、資金繰り確保に向け、金融機関からの借入金返済について条件変更を検討。 

［自動車部品製造業］ 

○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。  

［産業用除湿装置製造業］ 

 

３．商工会議所・地域が独自に行っている取組およびその効果 

【地域活性化、広域観光に関する取り組み】 

○今年４月より NHK で、朝の連続テレビ小説「梅ちゃん先生」の放映が開始されることから、大田

区では地域をあげて観光ＰＲや活性化を図る契機と捉えている。昨年 12 月、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、本格的な準備に乗り出した。今後は

ドラマ関連商品の発売や各種サービスの創出が見込まれ、観光客の誘致等による経済活動の活発化

が期待される。 

○墨田区周辺は東京スカイツリー開業を控え、メディアの露出が高まり、「ライジングイースト」と

呼ばれるなどイメージアップにつながり、墨田支部には区内で開業を希望する相談が数多く寄せら

れている。開業者の需要を満たすため、区内の経営者が無償で、優良な不動産物件の掘り起こし、

「空きテナントプロジェクト」として優良なテナント物件の情報を収集、開業希望者に紹介してい

る。 

○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Ｐ

Ｒ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。 



 

 

7 

 

（５） 横浜商工会議所 
 

１．管轄地域における四半期の景況感に関する見解 
 

 ⅰ）今期（２０１２年１～３月）の景況感：      普通    

 ⅱ）来期（２０１２年４～６月）の見通し：      普通 

  ※［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］の一つを選択 

 

２．地域経済の動向 

【消費の動向】 

 ○個人消費は、弱いながらも回復傾向にあるようで、特に観光立地の店舗での売上は、一時期よりも

回復してきている。                             ［レストラン］ 

 

３．商工会議所・地域が独自に行っている取組およびその効果 
 

【地域活性化、広域観光に関する取り組み】 

○横浜市とドイツ・フランクフルト市のパートナー都市提携を契機として、市と大手航空会社が連携

し、ドイツ・フランクフルト直行便で横浜の魅力をＰＲした。羽田空港国際線ラウンジで、横浜の

魅力を伝えるパネル展示を実施したほか、機内では、市内企業のお菓子を提供。また、機内誌への

横浜紹介記事の掲載など、誘客につなげる企画を展開した。 

○横浜・山下町にある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月に開設され

た。来街者への案内を行うほか、マリンタワー発着のガイドツアーも主催し、観光情報の発信や周

辺エリアの賑わい創出を目指す。 
 

【行政と連携した再生エネルギーの推進】（太陽光発電・風力発電の整備等） 

○再生可能エネルギーの全量買い取り開始を今夏に控え、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始めた。また、夏からは、「屋根貸し方式」でパネル

を設置するモデル事業をスタートさせる。 

○横浜市では、「横浜スマートシティプロジェクト」というスマートシティの実証実験を行っており、

その中で、①一般家庭向けに太陽光発電＋ＨＥＭＳの設置と費用補助、②オフィスビル向けにＢＥ

ＭＳの設置等を行っている。 

 

【平成２４年１月以降の被災地支援や広域連携による震災への取り組み等】 

○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

関東地方整備局などで構成する「関東港湾 BCP 協議会」が新たに設立されることとなった。広域

での対応方針や、連携施策を協議していく。 
 

【海外展開支援】 

○横浜市は、昨年の 12月から、船会社がコンテナ貨物の輸出入時に他港から横浜港に切り替えた際、

補助金を支給する制度を始め、来年度も本制度を継続実施すると発表。国際コンテナ戦略港湾とし

て、さらなるコンテナ輸送の活性化を目指す。 
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（６） 名古屋商工会議所 
 

１．管轄地域における四半期の景況感に関する見解 
 

 ⅰ）今期（２０１２年１～３月）の景況感：      どちらかと言えば良い    

 ⅱ）来期（２０１２年４～６月）の見通し：      どちらかと言えば良い 

  ※［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］の一つを選択 

 

２．地域経済の動向 

【消費の動向】 

○補助金復活や減税延長を追い風にエコカーは受注が好調で、法人需要や高級車需要も比較的落ち着

いている。懸念材料は、上昇傾向にあるガソリン価格と消費税を巡る動向。   ［自動車販売］ 

 

【生産の動向】 

○中国国内での在庫調整のため、空調ならびに建設機械向け部品で落ち込みが見られるものの、主力

となる自動車向け部品が好調に推移。原料となる非鉄金属価格が上昇傾向にあることを懸念。 

［輸送用機械部品製造］ 

○震災復興需要が出てきており、１～３月期は堅調に推移。復興本格化に伴う需要増ならびにアジ

アを主体とした強い受注状況を勘案すると、先行きも対前年比１割程度増加の見込み。  

［一般機械製造］ 

 ○２月 14 日の日銀による追加金融緩和策を契機とした超円高是正は、水準的には依然高いものの、

当地にとっては自動車産業を中心に歓迎されており、経済へのプラス効果は大きい。 

 

３．商工会議所・地域が独自に行っている取組およびその効果 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○本年１月、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｣プロジェクトを開始(中部

国際空港から龍の頭に見立てた能登半島に至る南北の９県の関係機関が参画)。台湾、香港、北京

の順に現地旅行会社を招聘。 

○地元行政、経済団体等一体となった積極的な誘致活動により、本年３月に韓国 LCC のチェジュ航

空が、中部－金浦線に次ぐ２つ目の路線として中部‐仁川線を新たに就航。 
 

【平成２４年１月以降の被災地支援や広域連携による震災への取り組み等】 

○３月５日に、被災地企業に遊休機械等 70台を贈呈する「名商応援プロジェクト第３陣」を実施。 

（累計で 49社から 170台を仙台商工会議所経由で被災地企業に無償提供） 

 

【海外展開支援】 

 ○海外展開支援として、１～３月の間で、本所単独セミナーを２回、他機関との共催セミナーを４回、

開催し、延べ約 500名が参加。 
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（７） 京都商工会議所 
 

１．管轄地域における四半期の景況感に関する見解 
 

 ⅰ）今期（２０１２年１～３月）の景況感：      どちらかと言えば悪い    

 ⅱ）来期（２０１２年４～６月）の見通し：      どちらかと言えば悪い 

  ※［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］の一つを選択 

 

２．地域経済の動向 

【消費の動向】 

○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。                                     

 ［ホテル業］ 

 

３．商工会議所・地域が独自に行っている取組およびその効果 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○内陸型水族館としては国内最大級となる「京都水族館」（京都市下京区）が、３月 14日にオープン。

京都の自然をモチーフにした展示のほか、オオサンショウウオやペンギンの展示、イルカショー、

バックヤード体験などが楽しめる。初日は平日にも関わらず 8,500人が入場した。 

○時代劇のテーマパーク「東映太秦映画村」（京都市右京区）が、昨年９月、14年ぶりに大幅改装し、

敷地面積を 3.6 万㎡から 4.6 万㎡に拡張。「どんでん返し」や「隠し通路」を体験しながら出口を

目指すアトラクション「からくり忍者屋敷」や「浮世絵美術館」、東映アニメのヒット作を紹介す

る「東映アニメミュージアム」を新設し、コスプレファンらの入場が増加している。３月 17 日に

は改装第２弾、今秋には改装第３弾を予定しており、さらなる客層拡大と入場者増を目指す。 

 

【行政と連携した再生エネルギーの推進】（太陽光発電・風力発電の整備等） 

○水垂埋立処分場（京都市伏見区・市所有地）に、大規模太陽光発電所を設置。京セラグループ（太

陽電池モジュール供給・システム設計・資材調達・システム施工）と SB エナジー(株)（発電事業

者）が共同し、再生可能エネルギーの全量買取制度が開始される平成 24 年７月１日の運転開始を

予定。京セラ製太陽電池モジュール約 17,000 枚、出力合計 4.2MW（１基あたり 2.1MW）、年間発電

電力量は、約 420万 kWh（一般家庭の約 1,000世帯分）を見込む。 

○３月 10日～20日に、今年 10回目となる「京都・東山花灯路」を開催、行灯と花を用いて華やぎの

ある散策路を演出。来場者数 137.4 万人。震災復興支援事業として「祈りの灯り」（来場者の参加

により、震災犠牲者の鎮魂と被災地復興を願い、ろうそくに火を灯し「祈」の一字を象る）と「希

望の灯り」（企業協賛により、震災復興や未来へ向けたメッセージを掲載した大型行灯 50基を展示）

を実施した。また、協賛により、今回電球を白熱灯から LED 電球に変更、節電に配慮した。 
 

【平成２４年１月以降の被災地支援や広域連携による震災への取り組み等】 

○３月 11 日、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（主催：京都市な

ど）。被災地から招待した 68 人を含む市民ランナー約 14,000 人が参加。スタート前には、西京極

陸上競技場で黙とうしたほか、参加費のうち１人あたり 500円を震災復興支援の義援金に充てた。 
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（８） 大阪商工会議所 
 

１．管轄地域における四半期の景況感に関する見解 
 

 ⅰ）今期（２０１２年１～３月）の景況感：      どちらかと言えば悪い    

 ⅱ）来期（２０１２年４～６月）の見通し：      普通 

  ※［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］の一つを選択 

 

２．地域経済の動向 

【消費の動向】 

○売上は横ばい。野菜の高騰により、手軽なカットサラダは好調。また、２月は春物が低迷するも、

冬物が好調。                               ［総合スーパー］  

                         

【生産の動向】 

○震災復興特需によるユニフォーム受注の回復などにより売上は増加したものの、原材料価格の上昇

により、経常利益は減少。                          ［繊維製造業］ 

 

３．商工会議所・地域が独自に行っている取組およびその効果 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○九州新幹線の全線開業を契機に、九州－京阪神の連携促進策検討を目的とし、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」（メンバー商工会議所：福岡・北九州・佐賀・長崎・

熊本・大分・宮崎・鹿児島・京都・神戸・大阪）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、政府関係機関などに建議した。 

・同要望では、九州－関西双方を結び付けた新しい観光ルートの開発や、共同での海外プロモーショ

ン実施など、広域連携による外客誘致に向けた取り組みへの支援強化などを求めた。また、ビジネ

ス面での交流活性化も目指し、関西の「関西イノベーション国際戦略総合特区」と、福岡県・福岡

市・北九州市の「グリーンアジア国際戦略総合特区」との連携支援なども求めている。 

・さらに、メンバー会議所がそれぞれに取り組む自主事業メニューも公表。交流担当窓口の設置や、

それぞれが注力している産業や特産品などに関するビジネス視察会の実施などを挙げた。 

○「食の都・大阪」推進会議（事務局：大阪商工会議所）と大阪市は、「食の都・大阪」のバリエー

ション豊かな食の魅力を楽しんでいただき、かつ世界に向けて発信していくため、平成 24 年２月

24日から３月 11日の 17日間、「デリス・レストランウィーク 2012」を開催した。  

・「デリス」は、美食で名高いフランス・リヨン市の提唱により、平成 19年９月に設立された国際的

なグルメ都市のネットワークのことで、現在、世界 19都市が加盟しており、大阪市は平成 20年９

月に日本の都市として初めて加盟した。 

・今年度は、プロの料理人・パティシエによる料理コンテスト「食の都・大阪グランプリ」の入賞 36

作品を、府下の飲食店 39店舗で提供する初めての試みにチャレンジし、「渡り蟹の揚げおこわ天王

寺蕪スープ仕立て」をはじめ、和・洋・中・デザートの各分野で独創性あふれる新しい大阪の味を

市民に提供し、大阪の食の魅力と可能性をアピールした。 
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（９） 神戸商工会議所 
 

１．管轄地域における四半期の景況感に関する見解 
 

 ⅰ）今期（２０１２年１～３月）の景況感：      どちらかと言えば悪い 

 ⅱ）来期（２０１２年４～６月）の見通し：      普通 

  ※［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］の一つを選択 

 

２．地域経済の動向 

【消費の動向】 

 ○震災直後に大きく減少した訪日外国人の利用は回復基調にあり、さらに国内のレジャー消費の自粛

ムードも徐々に緩和されつつある。                       ［ホテル業］ 

 

【生産の動向】 

○タイ洪水の影響により、顧客である自動車メーカー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。                       [ゴム・合成樹脂製品の製造販売] 
 

 

３．商工会議所・地域が独自に行っている取組およびその効果 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○NHK 大河ドラマ「平清盛」の放映を機に、清盛ゆかりの地である神戸を積極的にＰＲし、国内観 

 光客の誘致強化と地元の観光客受け入れ機運の醸成を図ることを目的に、歴史講演会やシンポジウ 

ムを開催した。また、地元産学官で構成する「KOBE de 清盛」推進協議会では、平成 24年１月か 

ら平成 25年１月 14日にかけて、二つのパビリオン「ドラマ館」と「歴史館」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行っている。 
 

【平成２４年１月以降の被災地支援や広域連携による震災への取り組み等】 

○近畿など２府５県でつくる関西広域連合（連合長：井戸敏三兵庫県知事）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、施設の復旧、

被災市町の業務支援など、切れ目のない支援を続けている。また、震災より１年が経過し、兵庫県

では今後、①住民主体のまちづくり・コミュニティ再生への支援（阪神・淡路大震災の復興過程で

育った専門家や実践活動リーダー等の派遣、復興まちづくりや地域コミュニティの立ち上げ応援、

都市計画や市街地再開発の技術職員等の中長期派遣の継続）、②被災者のこころの復興への支援、

③兵庫県内に避難されている方々への支援を重点的に行っていく。 

 

【海外展開支援】 

○１月下旬～２月上旬にかけて、市内企業の海外ビジネス展開の実態やニーズ、課題を把握する「神

戸市内における企業の海外ビジネス展開動向調査」を実施した。また、３月には製造業が自社製品

を売り込み、貿易商社が新たな取扱商品を発掘する機会として、製造業と貿易商社の商談交流会を

開催した。（参加者 70名） 

○３月に、国際経済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」を派遣し

た。インドネシア（ジャカルタ、スラバヤ）とシンガポールにて現地企業との商談や経済状況の視

察等を行った。（参加者 16名） 
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（10） 広島商工会議所 
 

１．管轄地域における四半期の景況感に関する見解 
 

 ⅰ）今期（２０１２年１～３月）の景況感：      どちらかと言えば悪い    

 ⅱ）来期（２０１２年４～６月）の見通し：      どちらかと言えば悪い 

  ※［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］の一つを選択 

 

２．地域経済の動向 

【生産の動向】 

 ○欧州での金融不安など、先行き不透明感が漂う中、新興国での競争が激化しており、継続する円高

への対応も急務なことから、海外生産・調達の拡大等グローバルな生産体制の強化に継続して取り

組んでいる。                             ［自動車部品製造業］ 

 

３．商工会議所・地域が独自に行っている取組およびその効果 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○「第 26回全国菓子大博覧会」が、旧広島市民球場跡地ならびにその周辺を会場として平成 25年４

月 19 日～５月 12 日の 24 日間にわたり開催予定。関係団体・機関と連携しながら、同博覧会の広

島誘致の段階から協力を行っている。開催期間中は全国各地から多数の来場者が見込まれており、

菓子関係業界の振興にとどまらず、広範な分野への経済波及効果が期待できる。目標来場者数 80

万人、事業費 16億円、経済波及効果は 150億円を試算。３月 14日には 400日前記念の「和菓子シ

ンポジウム」を開催。４月 19日より第一期前売り券を販売開始予定。 

○広島湾域の特性を活かした体験型修学旅行誘致を推進するため、広島湾ベイエリア・海生都市圏研

究協議会と連携を図り、「体験観光フォーラム」の開催や「旅行会社へのプロモーション活動」、地

域住民や民宿に対する「受入れ研修会」などの活動を行っている。なお、平成 24年度は 24校 4,853

人、平成 25年度は 10校 1,872人（平成 24年３月末）の来訪が決定している。 

○NHK 大河ドラマ「平清盛」の放映に伴い、本県のイメージアップおよび広域的な観光客の誘致を

図るため、県外でのＰＲイベント、インターネットによる情報発信といった広報宣伝事業のほか、

受入体制整備のため観光ガイドブックの作成、旅行商品の造成支援など諸事業に取り組んでいる。 

（※）昨年５月に「平清盛」広島県推進協議会を設立し、行政、経済団体、観光関連事業者など 50会員が参画。  

○広島県では、「瀬戸内ひろしま、宝しま」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」（４月 19日全国公開）と連携し、観光客誘致活動を推進中。 

○広島県では、豊富な観光資源や広島の魅力を全国にアピールするため「広島県おしい！委員会」（委

員長：有吉弘行氏）を発足し、「おしい！」を「おいしい！」に変える観光客誘致活動を展開中。 

 

【行政と連携した再生エネルギーの推進】（太陽光発電・風力発電の整備等） 

○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 26 日より

開講している。 
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（11） 高松商工会議所 
 

１．管轄地域における四半期の景況感に関する見解 
 

 ⅰ）今期（２０１２年１～３月）の景況感：      悪い    

 ⅱ）来期（２０１２年４～６月）の見通し：      どちらかと言えば悪い 

  ※［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］の一つを選択 

 

２．地域経済の動向 

【消費の動向】 

 ○エコカー補助金、減税の効果により、ハイブリッドカーを中心に受注・登録ともに好調。 

 ［自動車販売］ 

 

３．商工会議所・地域が独自に行っている取組およびその効果 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○３月 27日、当所地域振興委員会・観光部会の合同で、「屋島会議（※）」における屋島活性化基本

構想（仮称）の中間報告説明会を開催し、活発な意見交換を行った。 

（※）高松市の史跡天然記念物「屋島」を保存・活用し、屋島全体の活性化を図るため、平成 23年８月より設置 

○平成 23年７月に、上海－高松間で週２往復の定期チャーター便の就航を開始した LCC「春秋航空」

が、搭乗率好調により、３月 27日から週３往復に増便した。 

○平成 24年３月下旬、香川県が、LCC「春秋航空」上海－高松便の増便や、台湾のチャーター便の

就航に合わせ、高松市中心部の商店街で使用できる外国人向け割引クーポンを発行し、高松空港や

外国人観光客向け観光案内所などで配布を開始した。 

○３月 29日、瀬戸内国際芸術祭 2012において各島で取り組んだテーマを継承し、加えて新たな島な

どで展開するプロジェクトを盛り込んだ瀬戸内国際芸術祭 2013の実施計画案が承認された。 

 

【行政と連携した再生エネルギーの推進】（太陽光発電・風力発電の整備等） 

○平成 24年３月、四国地方整備局が、高知県のトンネル工事において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発表した。 

 

【平成２４年１月以降の被災地支援や広域連携による震災への取り組み等】 

○３月 11日～15日、東日本大震災からの復興を願って、各国のグラフィックデザイナーが絵柄を施

した香川の伝統工芸品「丸亀うちわ」の展示イベント、「FUNFAN＠栗林公園」が開催された。 

○３月 25日、情報通信交流館「ｅ-とぴあ・かがわ」において、東日本大震災の復興を支援した世界

の国々に、インターネットの動画中継サービス「ユーストリーム」を使って感謝のメッセージを送

る、「Japan. Thank You.アクション」が開催された。 

 

【インフラ整備】 

○３月 26日、27日に、四国地方整備局が「四国の道路や港湾などのインフラ整備に関する技術や業

務の研究発表会」を開催し、公共事業での新たな施工技術や、大地震を想定した防災対策について、

情報交換を行った。 
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（12） 福岡商工会議所 
 

１．管轄地域における四半期の景況感に関する見解 
 

 ⅰ）今期（２０１２年１～３月）の景況感：      どちらかと言えば悪い    

 ⅱ）来期（２０１２年４～６月）の見通し：      どちらかと言えば悪い 

  ※［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］の一つを選択 

 

２．地域経済の動向 
 

【消費の動向】 

 ○震災以降、九州産の野菜の需要が高まり売上は好調のものの、天候不良により野菜価格も上昇し 

今後も続く見込みであるため、大幅な改善には至っていない。            ［卸売業］ 

 

【生産の動向】 

○東日本地域向けインフラ工事等の公共入札が始まったことにより、需要が高まることが予想され、

これに伴う自社の増産が期待される。                  ［鉄鋼業］ 

○原材料価格が高くなった分を、販売価格に転嫁できない状況が続いており、赤字が必至。 

                                         ［製造業］ 

 

３．商工会議所・地域が独自に行っている取組およびその効果 
 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○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日から運行を開始した。シーサイドももち・福岡城址、ベイサイド・博多街なか、福岡き

らめき夜景の３コースを運行。福岡の新たな観光資源として期待される。 

○３月 25日に４回目となる「福岡アジアコレクション（ＦＡＣｏ）」を開催し、7,424名が来場した。

イベント開催と連動した小売店による販促企画の実施や、韓国・大連・上海・タイなど海外からの 

ファッション関係者・バイヤーによる視察・商談、メディアによる取材、ツアー客の来訪のほか、

地元ブランドにおいて、本イベントを契機とした追加受注・生産など、各方面でＦＡＣｏを活用し

たビジネスが展開されるようになってきている。 

 

【インフラ整備】 

○平成 24年１月、インフラ整備や商業ビル建設などの都市開発事業に対し、国からの財政補助や税

制優遇などの支援を受けられる「特定都市再生緊急整備地域」に福岡都心地域が指定された。これ

に伴い、福岡都心部のまちづくりを話し合う官民の協議会が３月 28日に設立され、今後、国や県、

市、地元企業が一体となって整備を進め、利便性の高い国際拠点都市づくりを目指す。 

 
 

 


