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地域経済四半期動向地域経済四半期動向（１２大都市商工会議所）（１２大都市商工会議所）－２０１２年４～６月－－２０１２年４～６月－

◇◆景況感および地域における特徴的な動き◇◆

＜今期（2012年4～6月）の景況感＞
 前期に引き続き エコカー補助金により自動車関連産業の販売・生産が好調 景況感は 前期に比べ 内需が牽引し 今期および来期の景況感今期および来期の景況感 前期に引き続き、エコカー補助金により自動車関連産業の販売・生産が好調。景況感は、前期に比べ、内需が牽引し、

改善傾向にあるが、超円高の長期化、電力料金の上昇に伴うコスト増等により企業を取り巻く環境は、依然厳しい

 コンビニやディスカウントストア、ドラッグストア等の出店増により、国内小売市場において顧客争奪が一段と激化

 生産は改善傾向にあるものの、電力料金の値上げに加え、超円高を背景に取引先の海外移転、海外調達が加速してお
り、受注の減少、価格競争が激化

 外国人観光客は回復傾向にあるものの、震災前の水準には至っていない地域が大半であり、宿泊・飲食業等が低迷

ⅰ） 今期（２０１２年４～６月）の景況感

今期および来期の景況感今期および来期の景況感

０件 ７件 ３件 ２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

 外国人観光客は回復傾向にあるも 、震災前の水準には至っていない地域が大半であり、宿泊 飲食業等が低迷

＜来期（2012年7～9月）の景況感＞
 海外経済の減速に加え、今夏の電力供給不足による事業活動への影響、エコカー補助金等の経済対策終了に伴う内需

の反動減の懸念から、先行きへの不安は根強い

＜今期の地域における特徴的な動き＞
①（節電支援が全国的な広がり）電力供給不足が懸念される中、啓発セミナーや省エネ診断など商工会議所独自の取り
組み ほか 自治体による省 ネ設備導入に係る支援制度 創設 拡充等が 全国的な広がりをみせて る

ⅱ） 来期（２０１２年７～９月）の見通し

０件 ７件 ５件 ０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

どちらかと言えば悪い どちらかと言えば良い

組みのほか、自治体による省エネ設備導入に係る支援制度の創設・拡充等が、全国的な広がりをみせている
②（海外展開支援は実務対応型も）商工会議所が行う中小企業に対する海外展開支援には、従業員の海外赴任等に際し
てフルサポートするものや、進出後に企業が直面する税務、人事・労務問題の解決支援等、実務対応型の新たな取り
組みもみられるが、現地における支援は今後の課題となっている

▷ 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）

落ち込んでいる ほぼ同水準

＜参考：前期（２０１２年１～３月）の景況感＞

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

改善 落ち込んでいる ほぼ同水準 改善

 スマートフォンや車載向け半導体の生産は安定しているが、デジタル家電向けは低調
(札幌 電子部品製造業)

 原材料の高騰 電気料金の値上げにより利益率は低下 現状の受注を維持するのも難し

◆生産の動向
（前期との比較（）内は前期の件数）

 県内大型小売店の売上は１２カ月連続で前年を上回る。身の回り品や衣料品が好調(仙台)

 スカイツリーを始めとし、東京にインパクトのある施設が次々とオープンしており客を奪
われている (横浜 飲食 食品販売業)

◆消費の動向
（前期との比較 （）内は前期の件数）

落ち込んでいる

多少落ち込んでいる

ほぼ同水準

多少改善

０件（０件） ４件（３件） ６件（６件） ２件（２件） ０件（１件）

改善 落ち込んでいる

多少落ち込んでいる

ほぼ同水準

多少改善

０件（０件） ４件（２件） ６件（７件） ２件（３件） ０件（０件）

改善

 原材料の高騰、電気料金の値上げにより利益率は低下。現状の受注を維持するのも難し
い (東京 食品製造・販売業)

 県内にある主力工場の生産を縮小。円高のため、国内生産を縮小し円高リスクに対応
(横浜 自動車製造業)

 エコカー補助金の効果で自動車向けは好調に推移。一方、建機向けは中国での在庫調整
のため低迷 (名古屋 輸送用機器部品製造業)

 ク ビズ期間 長期化によりネクタイ業界は深刻なダメ ジ

われている (横浜 飲食・食品販売業)

 扇風機、すだれ、緑のカーテン用苗等の節電関連商品が好調 (大阪 ホームセンター)

 対前年比でみると、４月は昨年の震災による消費抑制の反動で好調であったが、６月は昨
年と比べ梅雨入りが遅かったことから関連商品が動かず不調 (広島 雑貨販売)

 エコカー補助金で好調であるが、来期は補助金終了後の反動減を懸念 (高松 自動車販売)

 食品小売は、コンビニによる食材取り扱いの拡大や、ディスカウントストア、ドラッグス
 クールビズ期間の長期化によりネクタイ業界は深刻なダメージ

(京都 繊維製品製造業)
＜参考：鉱工業生産指数 経済産業省＞ 指数：平成17年=100

3月：95.6（前月比 1.3%） → 4月：95.4 （前月比▲0.2%）→ 5月：92.4 （前月比▲3.1%） ※5月は速報値

トア等の異業種からの参入で競争が激化 (福岡 スーパー)
＜参考：景気ウオッチャー調査 内閣府＞

現 状（ポイント） 1月：44.1 → 2月：45.9 → 3月：51.8 → 4月：50.9 → 5月：47.2 → 6月：43.8
先行き（ポイント） 1月：47.1 → 2月：50.1 → 3月：49.7 → 4月：50.9 → 5月：48.1 → 6月：45.7

◆外国人観光客の動向 （震災前との比較）
回復の兆しはみられない ５割未満 ７～８割程度 震災前と同水準に回復

２件 １件 ５件 ４件 ０件

震災前より増加 ＜参考：訪日外客数（単位：人） 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）＞ 4,5月は推計値
3月：678,748 → 4月：780,800 → 5月： 669,000

（前年比92 5%・前々年比▲4 4%） （前年比163 9%・前々年比▲0 9%） （前年比87 0%・前々年比▲7 3%）

 台湾、香港からの観光客は震災前の水準に戻りつつあるが、韓国からの観光客は震災前の
６～７割程度にとどまっている （札幌 航空運輸業）

 市内滞在の外国人はコンベンション、商用でのビジネス客が中心。外国人観光団体客はほ
とんど戻っていない （新潟 ホテル業）

 中国人を中心に外国人観光客をかなり見かけるようになったが、震災前の水準には戻っ
ていない (京都 美術品販売業)

 大型観光客船の誘致などインバウンドツアーも持ち直しつつあり、外国人観光客は回復
傾向 (神戸)

（前年比92.5% 前々年比▲4.4%） （前年比163.9% 前々年比▲0.9%） （前年比87.0% 前々年比▲7.3%）



＜１２大都市商工会議所の景況感、取り組みおよび地域の動き＞
※今期（２０１２年４～６月）の景況感および来期（２０１２年７～９月）の見通し

札幌 今期 どちらかと言えば悪い 仙台 新潟 東京今期 今期 今期

＜図の見方＞ 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

どちらかと言えば悪い 普通どちらかと言えば悪い

どちらかと言えば悪い来期 どちらかと言えば悪い 来期 来期 来期

会議所では、一昨年度比７％以上の節電に取り組
む。対策の一環として事業所向けの啓発セミナー
を開催し、節電への協力を呼びかけた

会議所では、最新の海外情報に関するセミナーや
ゼミ形式で 勉強会を通じて企業 海外展開を後

会議所の会報誌に節電対策の特集を組み、積極的
に節電に取り組む企業の事例を紹介。また、「仙
台市省エネ・節電運動２０１２実行委員会」では
仙台市内の商店街での打ち水イベントや緑のカー
テンの普及促進など 広く事業所 市民に対して

会議所では、JETRO等の関係機関と連携し、海外
展開（進出後のフォローも含む）の専門相談窓口
を設置

市で開催の街コンは「潟コン」（主催：潟コン実
行委員会）と称され 数年前から市内 飲食店で

会議所では、公的機関の無料診断の対象とならな
いことが多い従業員５名以下の小規模事業者向け
に「無料省エネ診断」を実施し、省エネ・節電・
ＣＯ２削減の取り組みをサポート

会議所では 海外進出した企業を継続的に支援

どちらかと言えば悪い 普通

ゼミ形式での勉強会を通じて企業の海外展開を後
押しする「アジアビジネスサポートプログラム２
０１２ キックオフセミナー」を開催。海外進出
を目指す企業、関連団体から７０名が参加

「藻岩・石山プチコン」と題して会議所と商店街
が連携して縁結び交流事業（街コン）を開催。定
員を上回る応募があった

テンの普及促進など、広く事業所・市民に対して
啓発を図っている

５月２６・２７日に東北６市の夏祭りが一堂に会
する「東北六魂祭」が盛岡市で開催。２日間で２
４万人の人出。また、祭りのテレビＣＭ・ホーム
ページ等のキャンペーン事業が世界最大級の広告
賞「カンヌ国際クリエイティブ祭」で銅賞を受賞

行委員会）と称され、数年前から市内の飲食店で
展開。参加者は一回あたり２千人に迫る勢い。７
月には、遊園地での１万人規模のイベントが開催
される予定

新潟を含む下越・佐渡地域へのゴールデンウィー
ク中の観光客は、対前年比３．１％増で約４１．
５万人と盛況

会議所では、海外進出した企業を継続的に支援。
模倣品被害解決のため、企業に弁理士を派遣する
など、専門家による支援についても強化

会議所では、「東京の街を知ろう！歩こう！楽し
もう！～地元大学生が案内する歴史情緒溢れるま
ち・谷中編～」と題し、地元女子大の学生をガイ
ドとした谷中地区（台東区）のまち歩きを企画

横浜 今期

来期

どちらかと言えば良い名古屋今期

来期 普通

京都 今期

来期

どちらかと言えば悪い

どちらかと言えば悪い

大阪 今期

来期

どちらかと言えば悪い

市は、商店街の街路灯をＬＥＤ等の省エネ型ラン
プに交換する際の助成制度を開始 ランプ１基当

愛知県商工会議所連合会として、政府関係機関お
よび県・中部電力に対し 電力の安定供給と電力

府は、中小企業の１５％以上の節電に向けた取り
組みの支援として 省エネ機器への更新 自家発

会議所では、「節電要請が企業経営に及ぼす影響
等に関する緊急調査」を実施し 企業の節電に対

普通

普通普通

プに交換する際の助成制度を開始。ランプ１基当
たり上限３万円で費用の半額を支給。その他、中
小製造業の省エネ設備投資への助成も実施

会議所、市、横浜企業経営財団、JETROの４機関
連携による「はじめての海外展開セミナー」を開
催

横浜以外にも平塚、鎌倉、横須賀等、県内各所で

よび県 中部電力に対し、電力の安定供給と電力
価格上昇の抑制について要望

会議所では、４～６月でインドネシアやマレーシ
ア、ブラジル等への海外展開支援として７回のセ
ミナーを開催。延べで約８００名が参加

市内の中小小売業者と大型店が一体となった
「な・ご・や商業フェスタ２０１２」を開催（事

組みの支援として、省エネ機器への更新、自家発
電設備の導入等に対する補助を実施

会議所では、アジアビジネスの専門家を配置する
「アジアビジネス相談窓口」を設置。また、京都
産業育成コンソーシアム（会議所、府、市、工業
会）は、京都製品の海外市場開拓を支援するため
統一マーク「Kyoto Japan」を策定

等に関する緊急調査」を実施し、企業の節電に対
する取り組みや経営への影響の把握に努めた

会議所では、製造拠点としてだけでなく、巨大市
場として魅力を増す中国でのビジネスを支援する
「中国ビジネス支援プログラム」を実施。進出後
の企業の相談にも対応

中小企業金融円滑化法の期限が迫る中、中小企業

神戸 広島 高松 今期

来期

どちらかと言えば悪い福岡今期

来期

今期

来期

どちらかと言えば良い 今期

来期普通 どちらかと言えば悪い

横浜以外 も平塚、鎌倉、横須賀等、県内各所
街コンを開催。県内での開催件数は４～６月で
２６件。地域一丸となって開催し、地域活性化に
繋がることを期待

商 催
務局：会議所）。期間中、市内全域において、各
種イベントやプレミアムセール等を実施

府・市は、マンガ・ゲーム・映画などの「コンテ
ンツ産業」を京都に集積し国際競争力を高めるた
めに特区の指定を申請

融 化
の経営改善と成長を金融面から支援する体制の構
築を目的に、会議所では、府、保証協会、公庫、
地域金融機関と連携し地域金融懇談会を開催

どちらかと言えば悪い どちらかと言えば悪い

普通 どちらかと言えば悪い

近畿商工会議所連合会として「電力の安定供給確
保に関する緊急要望」を内閣総理大臣、官房長官、
財務大臣、経済産業大臣に提出

会議所では、中小企業の円滑な海外取引を支援す
るため、国際ビジネスに関する支援を一元的に行
う「国際ビジネス支援総合ネットワーク窓口」を

会議所では、関係機関と連携し、海外ビジネスに
ついて豊富な実務知識・経験・ノウハウを持つ専
門アドバイザーによる定期相談会を開催

県では、広島の豊富な観光資源や魅力を全国にア
ピールするため「広島県おしい！委員会」を発足。
「おしい！」を「おいしい！」に変える観光客誘

会議所では、四国電力の需給見通しと対策、具体
的な節電方法、節電診断の案内など、会報誌等に
掲載し周知を図った

会議所では、JETRO香川と共催でASEANビジネス拡
大セミナー＆個別相談会を開催

丸亀町商店街において 複合商業施設「丸亀町グ

会議所では、会報誌やホームページを通じ会員企
業に節電の普及啓発を図るほか、省エネ・節電手
法をテーマにした「節電セミナー」を開催

韓国・釜山市で「２０１２フランチャイズ・創業
釜山国際博覧会」を釜山商工会議所、青島国際商
会と共催で実施 「美容 化粧品」をテーマに参う「国際ビジネス支援総合ネットワーク窓口」を

開設。「海外赴任サポートサービス」の実施によ
り、海外赴任規定の作成や駐在員赴任に関する手
続き業務、従業員の生活サポート等、海外人事業
務をフルサポートする

「おしい！」を「おいしい！」に変える観光客誘
致活動を展開。６月は県の数あるキャラクターの
中から「センター」を選ぶ総選挙を実施。７月に
は、東京・銀座に広島ブランドショップ「TAU
（たう）」がオープン予定

丸亀町商店街において、複合商業施設「丸亀町グ
リーン」がオープン。またゴールデンウィークに
は常磐町商店街において、飲食店などを中心とし
た「いろは市場」がオープンし、賑わいを見せて
いる

会と共催で実施。「美容、化粧品」をテ マに参
加各社がPRを行う

ゴールデンウィーク期間中、日本一の人出を誇る
「博多どんたく」が開催。５年連続となるディズ
ニーパレードを行うなど２日間で２１０万の人出
を数え、賑わいを見せた


