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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７～９月－－２０１２年７～９月－

◇◆景況感および地域における特徴的な動き◇◆

＜今期（2012年7～9月）の景況感＞
 海外経済 とりわけ中国経済の減速に伴う輸出減少のほか エコカ 補助金の終了（※）を前にした自動車関連産業の 今期および来期の景況感今期および来期の景況感 海外経済、とりわけ中国経済の減速に伴う輸出減少のほか、エコカー補助金の終了（※）を前にした自動車関連産業の

生産・販売の減少等により、内需が低迷したことから景況感は悪化。また、９月に入って日中・日韓関係の悪化に伴
う中国人・韓国人観光客の急減が拍車をかけた（※）エコカー補助金は９月21日に終了

＜来期（2012年10～12月）の景況感＞
 超円高の定着や海外経済の低迷に加え、穀物・原油価格の高止まり、消費に弱い動きがみられることなどから、景況

感は、弱含みのまま横ばいで推移する見通し

ⅰ） 今期（２０１２年７～９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

１件 ８件 ３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

感 、弱含 横 推移する見通

＜今期の地域における特徴的な動き＞
①日中・日韓関係の悪化に伴い、経済ミッション派遣の中止や、日中韓の自治体・商工会議所で構成する会議が延期さ
れたほか、ツアー客のキャンセルが相次ぐなど広く観光産業に大きな打撃が及んでおり、先行き不安が高まっている

②取引先の海外移転・調達の加速等による受注減少のほか、大手専門店やコンビニ等の出店増等により、国内市場は競
争激化の一途。このため、各地商工会議所では、商工会議所間の広域的な連携によるビジネスマッチングや１カ月に

ⅱ） 来期（２０１２年１０～１２月）の見通し

１件 ７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

どちらかと言えば悪い どちらかと言えば良い

わたる「毎日が商談会」の開催など、工夫を凝らした販路開拓支援策に取り組んでいる

③中小企業において希望する人材の採用難が続く中、各地商工会議所では、学生のキャリア教育への支援や、インター
ンシップの受け入れ促進、学生、外国人留学生、キャリア人材採用のための合同面接会の開催、地元若手経営者と学
生との懇談会の実施等、求人・求職者間の雇用のミスマッチ解消に向けた活動を活発化している

▷ 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４～６月）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

改善 落ち込んでいる ほぼ同水準 改善

 輸出が大半を占めることから、海外経済の低迷と円高により受注・採算の悪化が続いて
いる (新潟 自動車部品・機械器具製造業)

 販路の拡大のため ヨーロッパの国際見本市に出展 現地ニーズに合わせた商品企画に

◆生産の動向
（前期との比較（）内は前期の件数）

 ８月後半になっても夏日が続いたことにより、秋物商材の販売が例年に比べ減少
（札幌 衣料品販売業)

 ７月の市内百貨店の売上高は３ヵ月連続で前年同期を下回っているものの 震災前同期と

◆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） ７件（４件） ５件（６件） ０件（２件） ０件（０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） ７件（４件） ４件（６件） １件（２件） ０件（０件）

改善

 販路の拡大のため、ヨーロッパの国際見本市に出展。現地ニーズに合わせた商品企画に
より売上は好調。製造も中国企業への委託によりコスト低減を図っている

(東京 玩具製造・販売業)
 日中関係の悪化により中国に輸出した製品の検査率が上昇。これまで約10％だったもの

が全量検査となり納品に遅れを生じた (横浜 自動車部品製造業)

 乗用車向けはエコカー補助金終了を控えて（９/21終了）９月初めより減産
(名古屋 輸送用機器部品製造業)

 ７月の市内百貨店の売上高は３ヵ月連続で前年同期を下回っているものの、震災前同期と
の比較では上回っており、消費は堅調 (仙台)

 エコカー補助金により７月は好調であったが、前回（2010年９月）のような終了直前の駆
け込み需要はみられない (新潟 自動車販売業)

 渋谷ヒカリエ、東京スカイツリータウン内に出店。高い集客力を背景に、売上が増加した
ほか、宣伝効果が大きく、業績向上に繋がった （東京 雑貨販売業)

 ７月は気温が低く ドリンク等のコールドフーズの販売が低迷 (横浜 コンビニ) (名古屋 輸送用機器部品製造業)
 主要顧客の自動車関連企業からの受注は好調であるが、下期はエコカー補助金終了の反

動で減少する見込み (京都 自動車・産業用機械部品製造業)
 円高により国内生産を縮小。技術者の派遣を増やし、海外生産を強化

(神戸 電気機械器具製造業)
 円高の影響により取引先の国内生産が減少する懸念があるため、自社においても海外生

産へのシフトも検討せざるを得ない （広島 自動車部品製造業)

 ７月は気温が低く、ドリンク等のコールドフーズの販売が低迷 (横浜 コンビニ)

 夏物セールが分散した影響で客足が伸び悩んだことから、売上が低迷 (名古屋 百貨店)

 中国、韓国からの観光客の減少を心配する声が多い (京都 商店街)

 省エネタイプのエアコンや高機能扇風機は好調であったが、昨年ほどの売上の伸びはな
かった (大阪 総合スーパー)

 洋服の先物買いをするお客が減少している。天候や気温の変化に応じたタイムリーな商品
供給が求められている （福岡 婦人服卸売業)  円高により輸入紙が増加し、製紙メーカーは生産調整せざるを得ない状況。製紙メー

カーの原料（古紙）への需要は減少しており、古紙の価格は下落 (高松 古紙回収業)

＜参考：鉱工業生産指数 経済産業省＞ 指数：平成17年=100
6月：92.6（前月比 0.4%） → 7月：91.7 （前月比▲1.0%）→ 8月：90.5 （前月比▲1.3%） ※8月は速報値

供給が求められている （福岡 婦人服卸売業)

＜参考：景気ウオッチャー調査 内閣府＞
現 状（ポイント） 4月：50.9 → 5月：47.2 → 6月：43.8  → 7月：44.2 → 8月：43.6 → 9月：41.2
先行き（ポイント） 4月：50.9 → 5月：48.1 → 6月：45.7 → 7月：44.9 → 8月：43.6 → 9月：43.5



＜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７～９月）の景況感および来期（２０１２年１０～１２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、道外へ販路開拓を図る機会を提供す
るため、各地会議所で開催する商談会・展示会の
説明会を開催。会員企業の積極的な参加を促した

会議所では、北海道産の付加価値の高い食材を
ベ に新たな食品を開発する取り組みを支援す

会議所のホームページに内に飲食店の会員を紹介
する「せんだいグルメ情報」を開設し、ＷＥＢを
活用したＰＲ強化・顧客拡大を支援

会議所の青年部では、県内の大学生・大学院生を
象 す 経営者 学生 懇談会 催 学生

「新潟うまさぎっしり博２０１２」が９月１６～
１７日に開催。県内外から４万人の人出があり、
食の新潟を全国に発信

県や労働局が開催する企業説明会のほか、県内企
業 採用担当者で作る「新潟学生応援プ ジ ク

会議所では、関東圏を中心とした２３会議所およ
び都と連携し、中小製造業の取引促進の受発注商
談会を１０月に開催予定。事前マッチング制の商
談会で申込みが既に発注企業４３社、受注希望企
業３０１社に上る

どちらかと言えば悪い 普通

ベースに新たな食品を開発する取り組みを支援す
る「食資源１０プロジェクト」を実施。第一弾と
して食品加工メーカー６社が開発した新製品を特
設会場を設け、マーケティングを兼ねて販売

会議所では、マンガに描かれた市内のスポットを
巡り、その作品やシーンについて紹介するマンタ
ビツアーを企画。９月にモニターツアーを実施

対象とする経営者と学生の懇談会を開催。学生に
は若手経営者の本音に触れてもらい、地元中小企
業には学生に自社をアピールする機会とした

８月６～８日で「仙台七夕まつり」が開催。東北
まつりネットワークや東北観光博とも連動し、３
日間合計で２００万人の人出

業の採用担当者で作る「新潟学生応援プロジェク
ト」による学生応援イベント等が開催された

会議所では、「第１１回にいがた総踊り」を市内
１８か所で９月１５日～１７日まで開催。県内外
から３，２６０団体、１万６千人が参加。観客は
２７万人を数えた

業３０１社に上る

江戸川区では、地域活性化を目的に平均年齢１４
歳の地域アイドルグループ「えどＫＢ」を結成。
江戸川区民まつりでのステージパフォーマンスを
行うほか、全国ネットのご当地アイドル番組にも
出演。地域に密着した社会貢献活動として献血の
呼びかけや老人ホームの慰問にも取り組む

横浜 今期

来期

普通名古屋今期

来期 どちらかと言えば悪い

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

県は、外国人留学生のための企業見学バスツアー
を開催 グローバルな人材を求める県内企業３社

会議所では、会員企業を対象とした事前調整型の
ビジネスマッチング「アライアンス・パートナー

会議所では、アジアへの進出を検討する企業への
情報提供として「アジアビジネスセミナー」を月

会議所では、９月７、８日に「第１６回買いまっ
せ！売れ筋商品発掘市」を開催 買い手企業が

普通どちらかと言えば悪い

どちらかと言えば悪い

を開催。グロ バルな人材を求める県内企業３社
を訪問

市は、７月に求職者の就職活動と市内企業の人材
確保を応援するため新卒学生、高校生、女性と幅
広い層を対象とした合同就職面接会を開催

７月にみなとみらい２１地区に「原鉄道模型博物
館」がオープン。世界最大級のジオラマや鉄道模

ビジネスマッチング「アライアンス パ トナ
発掘市」を開催。９月にはあいち産業振興機構と
共催で受注機会の増大と新規取引先の開拓を図る
ためマッチングフェアを開催

７月より当地域発祥・当地域Ｎｏ１の「モノ」・
「コト」や様々な分野の第一線で活躍するキー
パーソンに焦点を当て、当地域の魅力を世界に発

情報提供として「アジアビジネスセミナ 」を月
１回開催。７月は、ベトナム・カンボジアをテー
マに開催した

京都発のコンテンツの祭典「ＫＹＯＴＯ ＣＭＥ
Ｘ ２０１２」が開催（９/２１～１２/９）。映
画・映像、ゲーム、マンガ、アニメ等のコンテン
ツ関連のイベントをクロスメディア展開すること
により 京都が持 ポテ を国内外に発信

せ！売れ筋商品発掘市」を開催。買い手企業が
ブースで待機し、売り手企業が商品を売り込む逆
見本市スタイルで実施

会議所では、民間企業と連携し主に大企業勤務経
験のある３０代後半～５０代の求職者を会員企業
に橋渡しをする「大商キャリア人材合同面接会」
を開催。９月は営業・技術職を求める企業が参加

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

どちらかと言えば悪い 今期

来期普通 どちらかと言えば悪い

館」 。世界最大級 や鉄道模
型製作・収集家の原信太郎氏のコレクション約千
点を展示。９月に入場者数１０万人を突破してお
り、新たな観光スポットとして期待されている

信していくため、インターネットラジオ局「ナゴ
ヤラジオ」を開設

により、京都が持つポテンシャルを国内外に発信
すると同時に、人材の育成・交流を図り、地域コ
ンテンツ産業の国際競争力の強化を目指す

会議所では、市と共同で大阪港へのクルーズ客船
誘致促進のため「大阪港クルーズ客船誘致推進会
議」を８月に設立

どちらかと言えば良い 悪い

普通 悪い

平成１９年度にスタートした「神戸学検定」は９
月に第６回を実施。今回の受験申込者は過去最高
の１，５２４人となった

再生可能エネルギー生産を目指す官民連携の「Ｋ
ＯＢＥ グリーン・スイーツプロジェクト」が７
月より始動 木質系（グリーン）および食品製造

会議所では、９月に人脈拡大やビジネスチャンス
創出を目的に、「会員交流会」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
させ、観光客誘致活動を展開。７月に、東京・銀
座に広島ブランドショップがオープン。９月には

会議所では、ＪＥＴＲＯ香川と共催で８月に地元
企業に対して食品輸出のための海外販路拡大支援
セミナーを開催

会議所では、１０月に労働局と共催で合同就職面
接会「かがわーくフェア」を開催予定。既に申込
みが１１４企業に上る

会議所では、大手流通業のバイヤーを招聘した個
別商談会を定例で開催。特に７月は毎日商談を行
う、商談マンス（月間）「毎日が商談会」を開催

会議所では、ロンドン五輪期間中、九州の食品の
アピールと中小企業の海外販路拡大の支援を目的
にロンドンのジャパンセンターにて「九州ってち月より始動。木質系（グリーン）および食品製造

系（スイーツ）バイオマスと下水汚泥を混合する
ことでバイオガスの増量、汚泥処理の効率化を狙
う日本初の試み。食品製造業が集積しているグル
メの街・神戸ならではの取り組み

座に広島ブランドショップがオ プン。９月には
観光客を県職員がもてなすプロジェクト「全力歓
迎課！」が発足

※先行きの景況感については、地元自動車メーカーが
１１月に新車投入を予定していることから、自動車関
連の製造業や小売業で改善を見込む

みが１１４企業に上る

県では、特別名勝「栗林公園」の庭園内の池を回
遊する和船の運航を７月から開始し、各所で話題
を呼んでいる。また、地元コンベンションビュー
ローにより、高松おすすめ旅として厳選の４つの
プランを企画

にロンドンのジャパンセンタ にて「九州ってち
かっぱ、よかろうもん」を開催。売れ行きの良
かった商品は同社で継続して販売する予定

会議所では、福岡の魅力に触れ、体感いただくこ
とで、街の理解を深めてもらうことを目的とした
都市型観光事業「あ・るっく福岡」を開催


