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日本商工会議所

◇◆景況感および地域における特徴的な動き◇◆

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。

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。

＜来期（2012年7 9月）＞

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。

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。

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

＜今期（2012年4～6月）＞

地域経済四半期動向（１２大都市商工会議所）

－２０１２年４～６月－

＜来期（2012年7～9月）＞

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

の不安は根強い。

＜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。

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４～６月)の景況感」および「来期(2012年７～９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

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

＜調査概要＞

地域経済四半期動向（１２大都市商工会議所）

－２０１２年４～６月－
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札幌 ：多少落ち込んでいる 札幌 ：多少落ち込んでいる

仙台 ：ほぼ同水準 仙台 ：多少改善

新潟 ：ほぼ同水準 新潟 ：ほぼ同水準

東京 ：ほぼ同水準 東京 ：ほぼ同水準

横浜 ：多少落ち込んでいる 横浜 ：多少落ち込んでいる

名古屋 ：多少改善 名古屋 ：多少改善

京都 ：ほぼ同水準 京都 ：多少落ち込んでいる

大阪 ：多少落ち込んでいる 大阪 ：ほぼ同水準

消費の動向（前期との比較） 　生産の動向（前期との比較）
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神戸 ：ほぼ同水準 神戸 ：ほぼ同水準

広島 ：多少落ち込んでいる 広島 ：多少落ち込んでいる

高松 ：多少改善 高松 ：ほぼ同水準

福岡 ：ほぼ同水準 福岡 ：ほぼ同水準

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

＜図の見方＞ ＜図の見方＞

多少落ち込んでいる 多少落ち込んでいる
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札幌 ：７～８割程度

仙台 ：５割未満

新潟 ：回復の兆しはみられない

東京 ：震災前と同水準に回復

横浜 ：７～８割程度

名古屋 ：７～８割程度

京都 ：７～８割程度

大阪 ：震災前と同水準に回復

外国人観光客の動向（震災前との比較）
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神戸 ：７～８割程度

広島 ：回復の兆しはみられない

高松 ：震災前と同水準に回復

福岡 ：震災前と同水準に回復

震災前と同水準に回復

　震災前より増加

回復の兆しはみられない  ７～８割程度

＜図の見方＞

５割未満
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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４～６月）の景況感：      どちらかと言えば悪い

 ⅱ）来期（２０１２年７～９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】 

○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ものの、デジタル家電向けは低調。 

                                    ［電気機械製造業］ 

【外国人観光客の動向】 

 ○台湾、香港からの観光客は震災前の水準に回復してきているが、韓国からの観光客は依然として６

～７割程度にとどまっている。                        ［航空運輸業］ 

 

３．海外進出後の企業に対するフォローアップ・現地で直面している経営課題 

【フォローアップ・継続支援】 

 ○英文で作成された書類等の翻訳依頼の際に、書面の書き方等についてフォローしている。 

 ○JETRO 等の関係機関と連携し、企業からの相談内容に応じて適切なアドバイザーを紹介。 

 

【海外進出した企業が現地で直面している経営課題】 

 ○マンパワー不足のため、経営者自らが国内業務の合間に海外へ営業しているケースが多い。そのた

め、海外向けの営業力を強化できず、継続的な取引につながらないことが多い。 

 

４．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】 

○平成 22 年度から、結婚しない若者や晩婚化の増加に伴う少子化への対策や地域活性化を目的に、 

会員企業従業員相互の出会いの場を提供する支援事業を展開。本事業の一環として、当所豊平支所 

では、「藻岩・石山プチコン」と題して、藻南・石山の両商店街振興組合と合同で縁結び交流事業 

（街コン）を開催。定員を上回る応募があり、抽選で選ばれた男女 50 名が参加。８組のカップル 

が成立した。 

 

【今夏の電力供給不足への対応・取り組み支援】 

○一昨年度比７％以上の節電に取り組む。その一環として、会員企業を対象に、啓発セミナーを開催。 

北海道経済産業局から、今後の需給見通しと業種ごとの効果的な節電対策項目等について説明。参 

加した事業者へ節電の協力を呼びかけた。 

 

【海外未進出企業への海外展開支援】 

○ 新の海外情報に関するセミナーや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 2012 キックオフセミナー」を開催。今回は、「今の中国を

知る～激変の中国東北部について～」をテーマに、大連を中心としたセミナーを企画し、海外進出

を目指す企業や関連団体などから 70 名が参加した。 
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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４～６月）の景況感：      どちらかと言えば悪い

 ⅱ）来期（２０１２年７～９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】 

○４月の宮城県内の大型小売店販売額をみると、前年同月比で 19.2％の増加。身の回り品（同 94.6％

増）や衣料品（49.7％増）等が好調であることを背景に、12 ヶ月連続の増加。また、５月の仙台市

内百貨店（３店舗）の売上高は、前年同月比 3.5％減と、13 ヶ月ぶりに前年を下回ったが、震災前

の 22 年５月期との比較では 2.9％増と、消費動向は依然順調に推移。 

 

【生産の動向】 

 ○東北に生産拠点があるトヨタ自動車グループ３社（関東自動車工業、セントラル自動車、トヨタ自 

動車東北）の統合会社「トヨタ自動車東日本」が７月１日に発足（本社：宮城県大衡村）。同社で

は、部品の現地調達率を一層高める方針であることから、東北域内企業の参入や自動車関連企業の

集積により、東北経済の活性化につながることが期待されている。 

 

【外国人観光客の動向】 

 ○７月 30 日に仙台空港発着の国際定期路線（６路線７都市）が全線再開となるものの、風評被害等

により仙台・東北へのインバウンド客は依然として厳しい状況。                    

 

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 

【今夏の電力供給不足への対応・取り組み支援】 

○当所会報誌にて節電対策の特集を組み、積極的に取り組む企業の事例を紹介したほか、常議員会や 

部会等、主催会議においても全会員事業所に対して節電喚起を行った。また、当所も参画する「仙 

台市省エネ・節電運動 2012 実行委員会」では、市内複数の商店街で、打ち水イベントや緑のカー 

テンの普及促進等、各種イベントを実施。広く事業所・市民に対し節電行動の啓発を図っている。 

 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○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日間合計 

の来場者数は 24 万人（昨年（仙台開催）：２日間合計 36 万人）。また、「東北六魂祭」のテレビＣ 

Ｍ・ホームページ等のキャンペーン事業が、世界 大級の広告賞といわれる「カンヌ国際クリエイ 

ティブ祭」のプロモ＆アクティベーション部門にて銅賞を受賞したほか、日本の広告界を代表する 

国内で も歴史のある広告賞「第 65 回広告電通賞」のセールスプロモーション広告電通賞を受賞 

するなど、東北の元気な姿を国内外に広く発信することができた。 

 

【被災企業に対する支援】 

○「遊休機械無償マッチング支援プロジェクト」では、７月５日時点で、約 1,200 件のマッチングが 

成立。また「東日本大震災被災中小企業復興支援再生 PC 寄贈プロジェクト」では、６月１日、初

の PC 引渡しが原町商工会議所（福島県南相馬市）で行われ、91 事業所に対し各１台ずつ贈られた。 
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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４～６月）の景況感：      どちらかと言えば悪い

 ⅱ）来期（２０１２年７～９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】 

○天候不順などにより野菜や牛肉類の価格が高騰したため、利益が圧迫されたものの、売上・収益と

もに改善している。                              ［ホテル業］ 

 

○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数は、連続した休日の長さとＪＲ利 

用者の伸びから、４月 27 日～５月６日の間で約 41.5 万人と、前年比で 3.1％増加   ［観光業］ 

 

【生産の動向】 

○出荷量は伸びているものの、今春まで原油価格が高騰していたことにより、プラスチック原料の価

格も上昇。コスト増加分を価格に転嫁できない状況が続いている。 

                                ［プラスチック製品製造業］ 

【外国人観光客の動向】 

 ○新潟空港の国際路線（中国、韓国、米国・グアム）では、日本人利用客が震災前の水準に回復した

ものの、外国人利用客は依然として低調。                 ［空港サービス業］ 

 ○市内に滞在する外国人客は、コンベンションやビジネスが中心で、観光の団体客はほとんど戻って  

  いない。                                   ［ホテル業］ 

 

３．海外進出後の企業に対するフォローアップ・現地で直面している経営課題 

【フォローアップ・継続支援】 

 ○JETRO 等の関係機関と連携して、専門相談窓口を設置。 

 

４．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】 

○当市の街コンは、「潟コン」と称され、数年前から市内の飲食店で開催しており、参加者は、一開

催あたり２千人に迫る。さらに、７月には遊園地で１万人規模のイベントが開催される予定。 

 

【インフラ整備】 

○新潟東港国際海上コンテナターミナル内の岸壁を延長したことにより、荷揚げ作業効率が 30％向上 

するなど、受け入れ態勢が充実。 

 ○５月７日より、新潟－名古屋（小牧）間の定期航空路線が、１日１往復から２往復に増便。 

 ○震災以降に新設工事を開始した東新潟火力発電所（東北電力）の５号機は、６月 21 日に営業運転

を開始。夏の電力供給を強化している。 
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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４～６月）の景況感：      普通    

 ⅱ）来期（２０１２年７～９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 

【生産の動向】 

○売上低迷が続いていたが、昨年、高級感のある弁当を求めていた複数の百貨店から要望を受け、デ

パ地下に出店。しかし、原材料の高騰や出店費用に伴う経費の増加、電気料金の値上げ等により利

益率は低下。現状の受注を維持できるか見通しが立たない。        ［食品製造・販売業］ 

 

３．海外進出後の企業に対するフォローアップ・現地で直面している経営課題 

【フォローアップ・継続支援】 

 ○2008 年に中国への工場進出を支援した企業に対して継続支援を行っている。輸出実績があった台湾

からの注文が数年間途絶えたことから調査を実施。結果、同社製模倣品が出回っていることが発覚

し、その対応のため、知財専門家・弁理士を派遣した。 

 

【海外進出した企業が現地で直面している経営課題】 

○定款や覚書の検証を弁護士等に依頼する際、多額の費用がかかる。安価かつ丁寧な対応ができる専

門家を利用できる窓口があると良い。                 ［非鉄金属材料販売業］ 

○通訳や弁護士、通関士、税理士、社労士等の外注が必要な人材を、民間企業あるいは公的機関で利

用できる環境があると良い。中小企業以上であれば正社員としてこれらの人材を雇用できるが、零

細企業では難しい。                      ［業務用音響機器輸入販売業］ 

 

４．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 

【今夏の電力供給不足への対応・取り組み支援】 

 ○小規模事業者向けに「無料省エネ診断」を開催。公的機関が実施する無料診断の対象外となること 

が多い従業員５名(製造業・建設業は 20 名)以下の小規模事業者に対して、経費削減にもつながる 

省エネ・節電・CO2削減への取り組みをサポートする。（23 件受付、21 件実施） 

 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○６月５日に「東京のまちを知ろう！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～」を開催。跡見大学女子学園との連携により、学生をガイドとして起用。谷中地区の

まち歩きを企画した。25 名が参加し、参加者からは「近くて遠い東京は知らないところが沢山あり、

解説を聞きながらのまち歩きは有意義だった」といった声が寄せられた。 
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（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４～６月）の景況感：      普通    

 ⅱ）来期（２０１２年７～９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】 

○前年度売上に対して一進一退で、厳しい商戦になっている。雑貨関連や飲食店は健闘しているが、

婦人服や身の回り品の動きが悪い。                       ［商店街］ 

 ○百貨店内の店舗では収益が改善しているものの、観光では、スカイツリーをはじめ東京にインパク

トのある施設が次々とオープンしており、観光客が奪われている状況。     ［食品販売業］ 

 

【生産の動向】 

○県内にある主力工場の生産を縮小し、九州やタイへ生産を移管。円高が続いているため、国内生産

を抑え、為替リスクに対応する。                    ［自動車関連製造業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

 ○海外からの宿泊客は回復、特に中国人宿泊客は増加傾向。             ［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 

【今夏の電力供給不足への対応・取り組み支援】 

○神奈川県は、７～９月の電力使用料を 2010 年同期比で 13％以上削減する目標を設定。企業や県民 

向けに相談窓口などを通じて節電方法を助言するとともに、太陽光発電パネルの設置も提案する。 

○横浜市は、４月から市内商店街の街路灯を 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基あたり３万円を上限に費用の半分を支給。また、市内の重要産業である倉庫業の節 

電対策を支援する助成制度や、昨年に引き続き、中小製造業の省エネ設備投資への助成も実施。 

 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○旅行代理店と連携し、市内 18 区の歴史・施設・産品等の地域資源を巡るバスツアーを提案。市内

の工場見学や歴史ある料亭でのランチ等、ツアーを通して多くの参加者に当地へ訪問してもらうこ

とで地域ブランドの普及促進につなげる。６月に３回開催。 

○横浜市内に限らず、平塚や鎌倉、横須賀、相模原等、県内各所で街コンが行われており、県内での

開催件数は４～６月で 26 件と１～３月に比べ４倍に急増。川崎では、市と商工会議所が街コンを

後援するなど、地域一丸となって開催。地域活性化につながることが期待される。 

 

【海外未進出企業への海外展開支援】 

○横浜市、横浜企業経営支援財団（市の外郭団体）、JETRO 横浜、当所の４機関連携による「はじめ 

ての海外展開セミナー」を開催。域内企業の海外展開に向けた動機付けを行っている。また、当セ 

ミナーを受けて、具体的な海外展開に際しての実務習得を目的とした少人数による勉強会を企画。
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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４～６月）の景況感：      どちらかと言えば良い

 ⅱ）来期（２０１２年７～９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】 

○震災から１年経ち、遠出する動きが出てきたことから、ゴールデンウィーク中の客入りは伸び悩ん

だ。また、梅雨入りが遅かったため、関連商品が苦戦しているほか、中元も減少傾向。一方、「絆

需要」として、母の日や父の日のギフトは好調。                  ［百貨店］ 

 

【生産の動向】 

○エコカー補助金の効果により、自動車向けは好調に推移。一方、空調や建機向けは、中国での在庫

調整のため低迷しているほか、供給過多であった造船業界が落ち込みつつある。非鉄金属価格は低

下した状態で安定しているものの、鉄の値上がりの動きもあり、今後の動向を懸念。 

［輸送用機器部品業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○ビジネスホテルでは、中国人客が戻ってきているとの話もあるが、シティホテルでは、円高の影響

からか、ヨーロッパからのビジネス客の戻りが鈍い。              ［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 

【今夏の電力供給不足への対応・取り組み支援】 

○４月 26 日、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、中小企業 

の事業活動に過度な負担や損失を強いることのないよう、電力の安定供給と電力価格上昇の抑制に 

ついて要望した。 

 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○産業観光振興のため、日本観光振興協会中部支部と連携し、産業観光施設を紹介したＰＲ冊子を６

月に発行。また、今秋より地元産業観光施設を巡るウォーキングイベントの開催に向けて準備中。 

○市内の中小小売業者と大型店が一体となって、「な・ご・や商業フェスタ 2012」（事務局：名古屋商

工会議所）を４月２～15 日の 14 日間にわたり開催。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、写真コンテスト等を実施し、地域小売の円滑な発展や街の活性化に努めた。 

 

【海外未進出企業への海外展開支援】 

○４～６月の間で、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、主催・共催併 

せて７回のセミナーを開催。延べ 800 名以上が参加した。 
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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４～６月）の景況感：      どちらかと言えば悪い

 ⅱ）来期（２０１２年７～９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】 

○３～５月の売上累計はほぼ前年並を確保したものの、本格的な消費回復には至っていない。婦人服

を中心とした衣料品が低調。                           ［百貨店］

                         

【生産の動向】 

○クールビズ期間の長期化により、ネクタイ業界は壊滅的なダメージを受けている。ネクタイ以外の

アイテム開発に取り組まざるを得ない。                  ［繊維製品製造業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

 ○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。 

     ［美術品販売業］ 

 

３．海外進出後の企業に対するフォローアップ・現地で直面している経営課題 

【フォローアップ・継続支援】 

 ○アジアでのビジネス展開や販路拡大を検討する中小企業を対象に、アジアビジネスに精通する専門

家がアドバイスする「アジアビジネス相談デスク」を設置。平成 23 年より継続実施。 

 ○５月に、京都産業育成コンソーシアム（当所・京都府・京都市・（公社）京都工業会等）が、京都

製品の海外市場開拓を支援するため、統一ロゴマーク「Kyoto Japan」を策定。 

 

４．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 

【今夏の電力供給不足への対応・取り組み支援】 

○京都府が、中小企業の 15％以上の節電に向けた取り組みを支援する「中小事業者エコ経営促進事業」

（省エネ機器への更新支援：5,800 万円）、および「中小企業等エネルギー対策交付金【緊急分】」

（軽微な設備導入、節電勤務シフト体制導入、家庭の使用電力削減につながる集客事業に対する補

助：１億円）を実施。また、中長期的に省エネ型経営への体質転換を促進する「中小企業等エネル

ギー対策交付金【中長期分】」（自家発電設備等の導入支援：２億円）も実施している。 

 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

 ○京都府・京都市は、マンガ・ゲーム・映画等の「コンテンツ産業」を京都に集積させ、国際競争力

を高めることを目的に、「国際戦略総合特区」の指定を申請。著作権法等の適用緩和、東映太秦映

画村（京都市右京区）を中心とした「太秦メディアパーク」の整備、人材育成拠点の構築等を目指

す。 
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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４～６月）の景況感：      どちらかと言えば悪い

 ⅱ）来期（２０１２年７～９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】 

○節電関連商品（扇風機、すだれ等）の販売が好調。また、ガーデニング人気により園芸用品が好調

だが、値下げ傾向が続いている。日用雑貨品は不調。             ［総合スーパー］

                         

【生産の動向】 

○国内向け酒類・飲料販売は堅調に推移しているものの、原材料価格の高騰や販促費の増加により経

常利益は減少。ノンアルコールビールは好調だが、発泡酒は不振。        ［飲料製造業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

 ○中国人観光客の来店数が回復。前々年度と比較して５％以上の増加。         ［百貨店］ 

 

３．海外進出後の企業に対するフォローアップ・現地で直面している経営課題 

【フォローアップ・継続支援】 

 ○「中国ビジネス支援プログラム」を実施。大阪・関西企業の対中ビジネスをサポートするプログラ

ムを用意するとともに、中国進出後も企業からの相談に対応。 

○「国際ビジネス実務セミナー」を開催。インドやインドネシア等の新興国をはじめとする国・地域

別や、各国の税務・人事労務問題等のテーマ別に、多彩なセミナーを開催し、 新の情報を提供。 

 

【海外進出した企業が現地で直面している経営課題】 

○現地の人材を採用・育成しても、離職率が高い。日本的なジョブローテーションについて、現地従

業員に説明しても、少しでも良い労働条件の職場があればすぐに転職してしまう。 

 

４．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 

【今夏の電力供給不足への対応・取り組み支援】 

 ○「節電に関するアンケート調査」、「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

したほか、「電力の安定供給確保に関する緊急要望」を取りまとめ、政府に対して建議した。 

 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○中小企業金融円滑化法の期限が迫る中、中小企業の経営改善と成長を金融面から支援する体制の構

築が重要となっていることから、当所が中心となり、大阪府・大阪府中小企業信用保証協会・地元

４信用金庫・日本政策金融公庫と連携し、地域金融懇談会を設置。各種セミナーを通じて、大阪府

の制度融資の利用促進等を図った。また、６月からは、当懇談会を母体に大阪府内の新規開業者を

対象にした大阪府制度融資「開業サポート資金（地域支援ネットワーク型）」を稼働。金融と経営

支援の両面からサポートする体制を整えた。 
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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４～６月）の景況感：      普通 

 ⅱ）来期（２０１２年７～９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 

【生産の動向】 

○節電対策と、今後予想される計画停電への対応策に苦慮している企業が多い。 

 

【外国人観光客の動向】 

 ○圏内の観光地入込み状況をみると、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にある。 

 

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 

【今夏の電力供給不足への対応・取り組み支援】 

○５月 15 日、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、経済産業大臣等に提出した。 

 

【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」を活用した国内観光客の誘致強化事業を実施。兵庫津（現在の神戸市 

兵庫区）周辺に点在する、清盛や平家ゆかりの名所旧跡をはじめ、飲食や物販の個店情報等、街の 

魅力を紹介するマップ「平清盛ゆかりの兵庫津まち歩き」を作成。また、Web サイト「よみがえる 

兵庫津」による情報発信や、観光関連事業者と一般市民を対象に、清盛の神戸に対する功績等を解

説する歴史講演会の開催等に取り組んでいる。このほか、神戸市が中心となって運営する「KOBE 

de 清盛」推進協議会の一員として、協議会が運営するパビリオン「ドラマ館」「歴史館」をはじめ

とする各種プロモーション事業に参画。 

 

【海外未進出企業への海外展開支援】 

○中小企業の円滑な海外取引を支援するため、「国際ビジネス支援総合ネットワーク窓口」を新設。 

海外取引のノウハウや輸出入手続き、貿易トラブル等に関する相談への対応のほか、海外からの引 

き合いや公的機関の補助制度等の海外進出に関する情報の提供、貿易関係証明書の発給等、国際ビ 

ジネスに関する支援を一元的に行う。 

○今年度は、中小企業の海外人事における業務負荷軽減を目的に、海外赴任規定作成や駐在員赴任に

関する手続業務の一括管理代行、従業員の生活サポート、海外からの外国人従業員の受け入れ等、

海外人事業務をフルサポートする「海外赴任サポートサービス」の実施や、昨年度から開催してい

る「有望アジア市場開拓研究会」において、海外展開未経験企業を対象とした内容も盛り込む予定。 
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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４～６月）の景況感：      どちらかと言えば良い

 ⅱ）来期（２０１２年７～９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】 

 ○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。             ［雑貨販売業］ 

 

【生産の動向】 

○円高により主要取引先の輸出が減少したことから、国内生産も減少。    ［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 

【今夏の電力供給不足への対応・取り組み支援】 

○中国電力では、今夏の電力需給体制の強化に取り組むとともに、電力需給逼迫回避への対応として、

業種別の節電取り組み事例や節電効果等をホームページ等で周知し、2.5％（30 万 kW）程度の追加

節電の協力を呼びかけている。 

 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○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

究協議会と連携し、「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「受け入れ研修会」等の活動を行っている。平成 24 年度は 24 校 4,853 人、平成

25 年度は 19 校 3,621 人（平成 24 年６月末現在）の来訪が決定している。 

○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。

７月 16 日には、東京・銀座に広島ブランドショップ「TAU（たう）」がオープン。また、広島県の

数あるキャラクターの中から「センター」を選ぶべく、６月４～25 日の間で「キャラクター総選挙」

を実施。投票総数 9,389 票の中から「ブンカッキー」が１位に選ばれ、今後は「おしい委員」のメ

ンバーとして PR 活動に参加する。 

 

【海外未進出企業への海外展開支援】 

○(独)中小企業基盤整備機構中国支部、（公財）ひろしま産業振興機構、広島銀行と協力し、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、(独)中小企業基盤整備機構の専門アドバ

イザーを広島へ招き、定期相談会を開催。また、広島銀行、(公財)ひろしま産業振興機構、福山商

工会議所と共同で、７月 18 日に海外ビジネスセミナー（福山では７月 19 日開催）を開催予定。 
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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４～６月）の景況感：      どちらかと言えば悪い

 ⅱ）来期（２０１２年７～９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】 

○空調設備等の省エネ化によるリフォームが好調。                  ［建設業］ 

○エコカー補助金の効果で好調だが、来期は補助金終了後の反動減を懸念。    ［自動車販売業］ 

 

【生産の動向】 

○建設会社の動きが鈍いことにより、建設資材の輸送が大幅に減少。          ［運送業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

 ○中国人観光客の消費が伸び悩んでいる。                      ［旅行業］ 

 

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 

【今夏の電力供給不足への対応・取り組み支援】 

 ○今夏の節電対策について、四国電力の需給見通しと対策、具体的な節電方法や省エネルギーセン 

ターの節電診断の呼びかけなどを会報誌に掲載。周知を図っている。 

 ○当所の電気部会と常議員会において、四国電力役員・担当者を招き、今夏の需給見通しと事業所に 

おける節電方法についての卓話を実施。 

 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○４月 19 日に、丸亀町商店街内に複合商業施設「丸亀町グリーン」がオープン。ゴールデンウィー 

 クには、常磐町商店街の飲食店などを中心とした「いろは市場」が一部オープンし、賑わいを見せ

ている。当所では、関連部会・委員会の合同で丸亀町グリーン視察見学会を実施し、広く周知した。 

 ○「瀬戸内国際芸術祭 2013」の開催にあたり、同芸術祭の前回（2010）開催の効果を学ぶ講演会や、

今回の芸術祭の概要説明会等を実施。また、「瀬戸内国際芸術祭 2013」の市民参加型イベント、「現

代源平屋島合戦絵巻」の実行委員会設立総会に出席するなど、開催への協力をしている。 

 

【海外未進出企業への海外展開支援】 

 ○JETRO 香川との共催で、貿易実務基礎講座、貿易実務応用講座を実施したほか、ASEAN ビジネ

ス拡大セミナー＆個別相談会を開催。 

 ○百十四銀行市場国際部との共催で、 新インドネシアビジネスセミナーを開催。 
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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４～６月）の景況感：      どちらかと言えば悪い

 ⅱ）来期（２０１２年７～９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】 

 ○食品等の小売について、コンビニでの食材の取り扱いが拡大しているほか、ディスカウントストア 

やドラッグストア等、異業種からの参入で競争が激化している。          ［スーパー］ 

 

【生産の動向】 

○工事受注は若干増えつつあるが、単価が上がらない。また、技能工不足が著しい。   ［建設業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○中国をはじめとした海外からのクルーズ船の博多港への寄港回数は、昨年は震災の影響などから 26

回と減ったが、今年は過去 高で、全国一となる 78 回を予定。特に、６月 30 日には「ボイジャー・

オブ・ザ・シーズ」（旅客定員 3,838 人）と「コスタ・ビクトリア」（同 2,464 人）が同時に寄港。

チャーターバス 150 台を利用し、観光やショッピングの人で賑わった。今回の寄港で約 2.5 億円の

経済効果が見込まれている。 

 

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 
 
【今夏の電力供給不足への対応・取り組み支援】 

○会報誌やホームページを通じて、会員企業へ節電の啓発普及を図るほか、省エネ・節電手法をテー 

マにした「節電セミナー」を開催。 

 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○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」を開催。５年連続となるディズ

ニーパレードも行うなど賑わい、２日間で 210 万人の人出となった。また、昨年に続き、仙台七夕

まつりも参加したほか、鹿児島商工会議所議員もパレードに加わり、交流を図った。 

 

【海外未進出企業への海外展開支援】 

○６月 14～16 日、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。北九州・久留米の両商工会議所と連携し、「美容・化粧品」をテーマ

に、８社が出展。試飲・試食、実演等を通じてＰＲを行った。 

 
 

 


