
2012年10月18日
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◇◆

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）＞

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。

＜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 会議 構成する会議が延期された か 客 キ

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、

＜今期（2012年7～9月）＞

地域経済四半期動向（１２大都市商工会議所）
－２０１２年７～９月－

　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。

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7～9月)の景況感」および「来期(2012年10～12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

＜調査概要＞

地域経済四半期動向（１２大都市商工会議所）
－２０１２年７～９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 ：多少落ち込んでいる 新潟 ：多少落ち込んでいる

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 ：多少落ち込んでいる 名古屋 ：多少落ち込んでいる

京都 ：ほぼ同水準 京都 ：ほぼ同水準

大阪 ：ほぼ同水準 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 ：多少落ち込んでいる 高松 ：多少落ち込んでいる

福岡 ：多少落ち込んでいる 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

＜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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（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７～９月）の景況感：      どちらかと言えば悪い

 ⅱ）来期（２０１２年１０～１２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】 

○８月後半に連続して真夏日を記録するなど、８月～９月は観測史上 高の暑さとなり、秋物商材が

低迷。                                     [百貨店] 

 

【大手の大型店や専門店（ドラッグストア、ホームセンター等）、コンビニの進出に伴う地域への影響】 

 ○大型スーパーが相次いで進出。自社でも対抗して低価格路線に走ったものの、体力の差が歴然で、

一時期は廃業寸前までに追い込まれた。 近では、大手で扱えない商品を仕入れるなど、独自性の

強化により、顧客獲得に成功。                       ［小型スーパー］ 

 

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】 

○北海道産の付加価値の高い原材料をベースにした新たな食品開発に対する取組を支援し、北海道の

新たな食の魅力発信、食品関連産業の活性化を促す「食資源１０プロジェクト」を開始。食品加工

メーカー６社が、機能性に優れた原材料（黒米、ヤーコン、菊いも等）を使い開発した新製品を、

７月 25 日～31 日まで、JR タワーエスタ特設会場にてマーケティングも兼ねて販売。消費者への周

知活動を図った。 

○９月 23 日、人気マンガ「義男の空」の制作を手がける有限会社エアーダイブの田中宏明氏と、漫 

画を活用したまちおこしに詳しい法政大学教授の増淵敏之氏とともに、マンガに描かれた札幌市内

のスポットを巡り、その作品やシーンについて紹介する「マンタビモニターツアー」を実施。 

 

【会員企業への販路開拓・マーケティング支援に関する取り組み】 

○各地商工会議所と連携し、道外へ販路拡大を図る機会を積極的に当所会員企業に提供していくため、

東京商工会議所の「ビジネスマッチング＠SMTS2013」、神戸商工会議所の「The 商談・販路開拓市 in 

KOBE」の事業概要について、各担当者を招き、説明会を実施。このほか、丸井今井札幌本店の食品・

レストラン担当バイヤーより、「バイヤーが見る商談ポイント！」と題した講演も行った。 

 

【教育機関や民間企業等と連携した中小企業の人材採用支援に関する取り組み】 

○当所のほか、札幌市教育委員会や行政、学校、各業界により組織された「札商インターンシップ協 

議会」を通じて、キャリア教育を支援する各種事業を展開。「経営者・企業家講話」では、市内の 

高校を対象に、企業人を派遣。「働くことの大切さや夢、やりがい、苦労話」をテーマに講話し、 

実社会で日々働いている企業人の立場から、社会人としての心構えを伝えることにより、生徒の職 

業に対する意識を喚起した。 
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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７～９月）の景況感：      どちらかと言えば悪い

 ⅱ）来期（２０１２年１０～１２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】 

○７月の宮城県内の大型小売店販売額をみると、前年同月比 6.1％減の 365 億 9,900 万円と３ヶ月連

続で前年を下回ったものの、震災前の 22 年７月期との比較では 6.9％増となった。また、７月の仙

台市内百貨店（３店舗）の売上高は、前年同月比 5.8％減の 86 億 2,000 万円と３ヶ月連続で前年を

下回っているが、22 年７月期との比較では 1.4％増と、消費動向は順調に推移。 

 

【大手の大型店や専門店（ドラッグストア、ホームセンター等）、コンビニの進出に伴う地域への影響】 

 ○仙台市中心商店街では、ドラッグストアやコーヒーチェーン店が乱立。商店街の店舗構成がアンバ

ランスになっている。 

 

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 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○８月６～８日に「仙台七夕まつり」を開催。依然として、東北各地が震災による風評被害に苦しむ 

中、「東北まつりネットワーク」や「東北観光博」とも連動した取り組みを行い、３日間合計で約 

200 万人の来場を得た。 

 ○宮城県連では、８月から「みやぎ・元気をありがとうキャンペーン」をスタート。同キャンペー 

ンは、全国へ震災復興支援に対する感謝を伝えるとともに、県内観光客の拡大と震災の風化防止を 

目的に実施するもの。専用はがきに復興応援メッセージを添えて応募された中から、抽選で 123 名 

に宮城各地の特産品を贈る。キャンペーン初日には「銀座いきなり市場」で街頭キャンペーンを実 

施し応募をよびかけ、９月末現在で約 2,700 通の応募があった。 

 

【地域における再生エネルギーへの取り組み】 

○仙台市では、東北大学等と連携し、生活排水を吸収して石油成分を生産する藻類バイオマスを研究。 

藻類による燃料生産と新しい循環型システムの構築により、将来的には東北の被災地や全国へ展開 

可能な「仙台モデル」の構築を目指す。 

 

【会員企業への販路開拓・マーケティング支援に関する取り組み】 

○７月より当所ホームページ内に、主に飲食店会員を紹介する「せんだいグルメ情報」ページを開設。 

WEB を活用した PR 強化、顧客拡大を支援するサポートメニューを補強した。 

 

【教育機関や民間企業等と連携した中小企業の人材採用支援に関する取り組み】 

○仙台商工会議所青年部では、宮城県内の大学生・大学院生を対象に、経営者と学生との懇談会を開

催。地元中小企業の若手経営者の本音に触れることで、学生の将来ビジョン形成に役立ててもらう

とともに、青年部所属企業の PR を行った。 
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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７～９月）の景況感：      どちらかと言えば悪い

 ⅱ）来期（２０１２年１０～１２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】 

○エコカー補助金により、７月の売上は前年度比約３０％増だったものの、前回の補助金終了直前に 

見られた駆け込み需要ほどの盛り上がりはなかった。              ［自動車販売］ 

 

【生産の動向】 

○自社では輸出割合が高いため、海外経済の低迷と円高により、受注や採算の悪化が続く。今年から

生産調整を行っているが、さらに強化している。        ［自動車部品・機械器具製造業］ 

 

【大手の大型店や専門店（ドラッグストア、ホームセンター等）、コンビニの進出に伴う地域への影響】 

 ○市内における大型店等の進出の動きは、震災や消費の低迷により総じて弱まっているが、中心市街

地では大規模小売店舗（約 3,000 ㎡、来春オープン予定）が建設中。本店舗オープン後の地域商業

活性化が期待される。                             ［商店街］ 

 

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】 

○当所主催により、９月 15～17 日まで、市内 18 カ所において、「第 11 回にいがた総踊り」を開催。 

踊りには、県内外から 3,260 団体・16,000 人が参加し、観客数は約 27 万人にのぼった。あわせて、

新企画「ジュニア大会」の実施や、フランス・ナント市からの出場もあり注目された。 

○「新潟うまさぎっしり博 2012」が９月 16～17 日に市内のコンベンション施設で開催。県内外から 

約４万人の来場があり、食のにいがたを全国に向けて PR した。 

 

【地域における再生エネルギーへの取り組み】 

○新潟県では、７月１日から、県東部の産業団地内に増設した「太陽光発電所２号列」の運転を開始。  

自治体が初めて設置する発電事業用メガソーラーで、年間発電量は 1,125 メガワット時（一般家庭

350 世帯分の年間消費電力量に相当）、 大出力は１メガワット。 

 

【教育機関や民間企業等と連携した中小企業の人材採用支援に関する取り組み】 

○来春の就職を目指す学生を対象に、「就職ガイダンスにいがた」（８月 22 日）、「大学等合同企業説 

明会」（９月 18 日）等、県や労働局主催の説明会が開催されているほか、県内企業の採用担当者に 

よって組織された「新潟学生応援プロジェクト」による「学生応援イベント」（９月５日）等も実 

施。地元中小企業のブースにも、多くの就職希望者が訪れた。 
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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７～９月）の景況感：      普通    

 ⅱ）来期（２０１２年１０～１２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】 

○来街者の高齢化が進み、購買頻度や買い物一回あたりの購買量が減少傾向であることから、売上は 

低迷。 近では、商店街組合員と協力して訪問販売を開始し、業績改善に努めている。  

   ［日用雑貨販売］ 

 

○今春に渋谷ヒカリエと、東京スカイツリータウン内に出店。いずれも人気の商業施設であり、高い

集客力を背景に、売上は増加。両施設の宣伝効果もあり、好業績に繋がっている。             

 ［アクセサリー等雑貨販売］ 

 

【生産の動向】 

 ○動物型玩具で国内シェアは 75％であるが、ここ３年の売上高は横ばい。海外への販路開拓のため、

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の企画・販売に取り組むとともに、中

国企業に製造を委託するなど生産コストを抑えた結果、売上高は増加傾向。 ［玩具製造・卸売業］ 

 

【大手の大型店や専門店（ドラッグストア、ホームセンター等）、コンビニの進出に伴う地域への影響】 

○大型ショッピングセンターと類似の商品を扱っているため、値下げ競争に巻き込まれており、利益

はほとんど出なくなっている。                       ［衣料品小売業］ 

 

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 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○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の他、全国ネットのご当地アイドル番組にも出演。

近では、商店街でのライブ活動に加え、地域に密着した社会貢献活動として、献血の呼び掛けや老

人ホームの慰問にも取り組んでいる。 

 

【会員企業への販路開拓・マーケティング支援に関する取り組み】 

○10 月に、当所のほか、関東圏を中心とした 23 商工会議所および東京都と連携し、中小製造業者の

取引促進のための受発注商談会を開催予定。具体的な発注案件に基づいて実施する事前マッチング

制の商談会で、申込者数は発注企業 43 社、受注希望企業 301 社にのぼる。また、本商談会は被災

地支援事業の一環として、東北や関東沿岸地域等の被災地から参加する事業所に対して参加費を免

除する。 
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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７～９月）の景況感：      どちらかと言えば悪い

 ⅱ）来期（２０１２年１０～１２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】 

○７月は気温が低く、ドリンクなどのコールドフーズが低迷。８月以降は、気温の上昇とともに売上

が伸びたものの、前年と比べると下回った。                   ［コンビニ］ 

 

【生産の動向】 

○中国での反日デモにより、「中国輸出時の税関業務において、通常必要な証明書に加え、別の証明

書の追加提出を要求され、納期が遅れた」（食料品卸売業）、「現地工場で中国人労働者が職場放棄。

また、中国に輸出した製品の検査率が上昇。これまで 10％程度だったものが、一律全量検査に引き

上げられ、納品に遅れが出た」（自動車部品製造業）など、一部企業に影響が出ている。 

 

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 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○７月 10 日、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 大級のジオラマや、

鉄道模型製作・収集家の原信太郎氏のコレクション約 1000 点を展示。９月に入場者数が 10 万人を

突破し、横浜の新たな観光スポットとして期待が寄せられている。 

○７月 20 日、横浜市の大型ダンスイベント「Dance Dance Dance ＠YOKOHAMA 2012」が開幕。バレエ 

やモダンダンス、盆踊りなど、国内のトップダンサーから市民によるものまで、多彩な舞踊イベン 

トが市内各地で開催されている。10 月６日までの期間中の集客目標 75 万人に対し、開始２日間で 

34 万人の人出があった。 

 

【教育機関や民間企業等と連携した中小企業の人材採用支援に関する取り組み】 

○横浜市では、求職者の就職活動と市内企業の人材確保を支援するため、新卒学生や高校生、女性等 

 の幅広い層を対象とした合同就職面接会を開催。 

○神奈川県では、９月に外国人留学生のための企業見学会バスツアーを開催。グローバルな人材を求 

める県内企業を３社訪問し、現場を肌で感じてもらうほか、人事担当者から直接話を聞く機会を設 

けた。 

 

【地域における再生エネルギーへの取り組み】 

○７月 25 日、神奈川県主導のメガソーラー事業で第一号となる建設予定地が厚木市に決定。敷地面 

 積は約 3.4 ヘクタール、発電規模は約２メガワット、約 560 世帯分となる予定。 

○神奈川県は、住宅用太陽光パネルの普及に向けて、初期費用を大幅に抑えた新たな設置プランを発 

表。自己負担８万円で設置できる仕組みや、補助金なしでも設置費用が回収可能な低価格タイプな

ど、計 65 プランを設定。今後のさらなる普及加速に期待が寄せられる。 
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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７～９月）の景況感：      普通    

 ⅱ）来期（２０１２年１０～１２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】 

○７－９月期は前年並みに推移。ただ、前半は、夏物セールが分散した影響で、客足が伸び悩んだほ

か、後半は、残暑により秋物の動きが鈍く、苦戦した。外国人客は、震災前の水準に戻りつつあっ

たが、中国人団体客のレストラン利用が延期・中止となるなど陰りがみられる。    ［百貨店］ 

 

【生産の動向】 

○エコカー補助金により７～８月にかけて好調だった自動車関連は、９月に入り減産。輸出では、欧

州向けがドイツ以外で減少したほか、トラックや二輪でも低調となった。建設機械や油圧機器関連

では、中国向けが大幅に減少した。                   ［輸送用機器部品業］ 

 

【大手の大型店や専門店（ドラッグストア、ホームセンター等）、コンビニの進出に伴う地域への影響】 

○大型店の進出や地下鉄開通による人の流れの変化により、売上が減少。オーガニック化粧品や高級

化粧品等の販売に注力し、売上の減少を食い止めている。            ［化粧品販売］ 

 

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】 

○当所では、７月より、インターネットラジオ局「ナゴヤラジオ」を開局。当地域発祥・当地域 No.1

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

を広く世界に発信していく。 

 

【地域における再生エネルギーへの取り組み】 

○愛知県・三重県では、７月より、両県の所有地である木曽岬干拓地を、メガソーラー用地として貸し付ける 

事業者の公募を開始。発電規模は 30～35 メガワットを想定しており、年内に事業者を決定する。 

 

【会員企業への販路開拓・マーケティング支援に関する取り組み】 

○７月に、会員企業（業種や業態、規模不問）の販路拡大を支援する事前調整型ビジネスマッチング 

事業「アライアンス・パートナー発掘市」を開催（エントリー企業数 664 社、商談件数 748 件）。 

○９月に、公益財団法人あいち産業振興機構と共催で、受注機会の増大・新規取引先の開拓を目的に

商談会「マッチングフェア」を開催。製造業を対象に、発注希望企業と受注希望企業に対し、事前

に商談希望先を募り、個別面談を実施した（発注企業 123 社、受注企業 312 社、商談件数 752 件）。 
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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７～９月）の景況感：      どちらかと言えば悪い

 ⅱ）来期（２０１２年１０～１２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】 

○中国人・韓国人観光客の減少を心配する声が多い。                 ［商店街］ 

                         

【生産の動向】 

○主要取引先が自動車関連のため、エコカー補助金により売上は増加したものの、下半期は受注の減

少を見込む。                       ［自動車・産業用機械部品製造業］ 

 

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】 

 ○嵐山・小倉百人一首殿堂「時雨殿」にて、競技かるたをテーマにした人気コミック「ちはやふる」

を題材とした企画展「ちはやふるの世界」を開催（9/11～12/24）。これまでの企画展と比べ、約３

割増の動員を記録している。 

○京都発コンテンツの祭典「KYOTO CMEX 2012」を開催（9/21～12/9）。コンテンツに関して日本随一

の地域資源を備える京都で、映画・映像、ゲーム、マンガ・アニメ等のコンテンツ関連イベントを

クロスメディア展開することにより、京都が持つポテンシャルを国内外に情報発信するとともに、

人材育成・交流を図り、コンテンツ産業における国際競争力の強化を目指す。 

 

【地域における再生エネルギーへの取り組み】 

○京都府では、京都府精華町にある関西電力所有地（15.6ha）に、関西電力と共同で、 大出力約２

メガワット、約500世帯分に相当するメガソーラーの建設を計画。来年度早期の発電開始を目指す。 

○京都市上下水道局では、南区鳥羽水環境保全センター約 46 万㎡の下水処理施設の屋上にメガソー

ラーを設置予定。出力規模は１メガワット、約 200 世帯分に相当。発電した電気は全て売電する方

針で、年間約 3600 万円の収入を見込む。今年度中に設置工事を開始し、来年度中の稼働を目指す。 

 

【会員企業への販路開拓・マーケティング支援に関する取り組み】 

○新たな社会ニーズに対応する商材やサービスを提供する企業の見学会「知恵のマッチング見学会」

を開催予定。販路開拓支援とともに、参加企業のコラボレーションやビジネスマッチングを図る。 

 

【海外展開支援】 

○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１回程度開

催。７月には、ベトナム・カンボジアをテーマに実施した。 
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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７～９月）の景況感：      どちらかと言えば悪い

 ⅱ）来期（２０１２年１０～１２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】 

○売上は前年同期比で横ばい。８月まではファミリーや団塊世代のグループ客、中国・韓国等の外国

人観光客の来客が好調だったものの、９月以降は中国人観光客の予約が一切ない。   ［飲食店］ 

○省エネエアコンや高機能扇風機等の節電関連商品の売れ行きが好調だったものの、その他ＡＶ家電

が落ち込んでおり、来客数も伸び悩んだことなどから、全体では昨年より売上は減少。 

                                      ［総合スーパー］ 

【生産の動向】 

○中国向けが不振だったものの、米国向けの航空機関連等が好調だったことから、前年同期と比べて

改善した。                               ［工作機械製造業］ 

 

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】 

○大阪港へのクルーズ客船の誘致を促進するため、大阪市と共同で官民連携による「大阪港クルーズ

客船誘致推進会議」を８月に設立。 

○京阪神と九州における商工会議所間の交流拡大を目的に、京阪神及び九州（福岡、北九州、佐賀、

長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島）の商工会議所観光担当者をメンバーとする「西日本活性化研究

会 観光事業検討ＷＧ」を開催。各会議所の観光事業について情報交換を行うとともに、ビジネス

視察会など具体的な交流事業について検討した。 

 

【会員企業への販路開拓・マーケティング支援に関する取り組み】 

○「第 16 回買いまっせ！売れ筋商品発掘市」を９月７、８日に開催。同事業は、通常の商談会とは

逆に、買い手企業（大手流通企業等のバイヤー）が展示場のブースで待機し、売り手企業（製造業・

卸売業・農林水産業等）が商品を売り込むスタイルの“逆見本市”。買い手企業には百貨店、スー

パー、通販、生協など 54 社が参加。売り手企業は全国 47 都道府県から、過去 高の 767 社、1,331

人（前回 745 社・1,247 人）が来場した。商談件数でも 5,794 件（前回 5,606 件）と、過去 高を

記録した。 

 

【教育機関や民間企業等と連携した中小企業の人材採用支援に関する取り組み】 

○今年度から、再就職支援会社の㈱リクルートキャリアコンサルティングと連携し、主に大企業で勤

務経験のある 30 代後半～50 代の求職者を、当所会員の中小企業へ橋渡しする「大商キャリア人材

合同面接会」を開始。第１回には製造・技術職の採用を希望する中小企業８社が参加し、うち３社

３名の採用が確定（８月末現在）。９月 25 日に実施した第２回では、営業職・技術職を求める中小

企業８社が参加した。 
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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７～９月）の景況感：      普通 

 ⅱ）来期（２０１２年１０～１２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】 

○クリアランスセールは、例年６月末もしくは７月初めスタートだが、今回は７月初めと中旬に分散

して実施。売上への影響が懸念されたものの、婦人服が好調に推移したことなどから増収。来店客

数も大幅増であった。８月は秋物の動きが非常に鈍かったが、９月中旬以降は回復しつつある。       

[百貨店] 

 ○中国や韓国、台湾方面への団体・個人旅行の中止、延期、行き先変更等が出ている。国内等への行

き先の振替手配を進めているが、長期化すれば今後の実績に大きな影響がでる。  [旅行代理店] 

 

【生産の動向】 

○円高により、国内生産を縮小。技術者の海外派遣を増やすなど、海外での生産力を強化している。      

[電気機械器具製造業] 

 

○中国の反日デモにより、入店している百貨店等が被害を受け、営業停止等が発生。特別な対策はな 

く、状況を見守っている。                 [ベビー・子供服製造・卸・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 

【地域における再生エネルギーへの取り組み】 

○７月から、神戸市の東灘処理場において、未利用の地域バイオマスを活用し、再生可能エネルギー

生産を目指す官民連携の「KOBE グリーン・スイーツプロジェクト」が始動。国土交通省の事業で、

神戸市などの共同研究体が、委託研究として実施するもの。下水道に好適な木質系(グリーン)・食

品製造系（スイーツ）バイオマスを下水汚泥と混合処理し、バイオガス増量や汚泥処理の効率化、

温室効果ガスの削減を図る。木質系・食品製造系バイオマスと下水汚泥の相乗効果を活用した再生

可能エネルギー生産は日本初の試みで、地元の食品製造業等との連携により、有機物を多く含む地

元バイオマスを活用した、グルメの街・神戸ならではの取り組みを行っている。 

○平成 19 年度にスタートした「神戸学検定」は、９月 23 日に６回目を実施。受験申込者数は、過去 

高の 1,524 人となった。 

 

【会員企業への販路開拓・マーケティング支援に関する取り組み】 

○当所では、４月に中小企業の新たな取引先・事業提携先企業の発掘に役立てる WEB サイト「オープ

ンイノベーションマッチングプラザ」を開設。同時期に、大阪府では大阪産業振興機構がオープン

イノベーションを目的としたマッチングサイトを開設。九州でも九州産業技術センターが今秋に開

設予定であることから、より広域なビジネスマッチングの機会を高めるため、これら３機関が連携

し、各機関が収集した企業ニーズ等の情報の相互共有を図る。 
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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７～９月）の景況感：      どちらかと言えば悪い

 ⅱ）来期（２０１２年１０～１２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 

※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 

 

２．地域経済の動向 

【消費の動向】 

 ○客単価が低迷しているほか、買い上げ点数も減少している。            [スーパー] 

 

【生産の動向】 

○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 

トを検討している。                          ［自動車部品製造業］ 

 

【大手の大型店や専門店（ドラッグストア、ホームセンター等）、コンビニの進出に伴う地域への影響】 

○家電量販店とカジュアル衣料店の勢いが弱まっている一方、高齢化対応を進めるドラッグストアや

ホームセンターが増収幅を広げている。                   ［衣料品卸売業］ 

 

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】 

○2012 年の 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及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等に取り組んでいる。 

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

○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）を設置。「おしい！」を「おいしい！」に変える観光客誘致活動を展開してお

り、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。９月 14 日

には、県職員が観光客もてなすプロジェクト「全力歓迎課！」が発足。熱い広島愛を持つ県職員 12

人が、特産のカキや瀬戸内しまなみ海道などの観光資源にちなんだニックネームをつけ、観光地等

で活動している。 

 

【会員企業への販路開拓・マーケティング支援に関する取り組み】 

○会員企業を対象に、人脈拡大やビジネスチャンスを生み出す場として、９月 28 日に「会員交流会」

を実施。二部構成になっており、第一部では作家の大下英治氏による記念講演会を開催し、第二部

は正副会頭や講師も交えた交流会を行った。記念講演会には 284 人、会員交流会には 119 社 162 人

が参加した。 
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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７～９月）の景況感：      悪い    

 ⅱ）来期（２０１２年１０～１２月）の見通し：      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】 

○前回のエコカー補助金終了時の駆け込み需要と比べると、今回は低調。      ［自動車販売］ 

○猛暑の影響により、エアコンの売れ行きが好調だったものの、その他の一般家電が低調だったこと

から、利益は減少。                              ［家電販売］ 

 

【生産の動向】 

○新規受注は非常に厳しい状況。既存の修繕部門の受注強化に努めている。       ［造船業］ 

 ○円高の影響により、輸入紙が増加。国内製紙メーカーは生産調整せざるを得ない状況で、原料とな 

る古紙の需要も減少していることから、古紙の価格が下落。           ［古紙回収業］ 

 

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】 

 ○香川県では、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５日から開始。話題 

  を呼んでいる。 

○高松ホテル旅館料理協同組合等で構成する「高松まちなかおもてなし推進協議会」では、９月１日 

から２ヵ月間、高松を初めて訪れる観光客に、安心してお酒やグルメを楽しんでもらうことをコン 

セプトに、「高松あじのみ物語 2012 秋祭り」を開催している。 

○地元コンベンション・ビューローでは、７～９月にかけて、高松のおすすめ旅として、「さぬきの 

食満喫ツアー」をはじめとした厳選４プランを企画・販売した。 

 

【地域における再生エネルギーへの取り組み】 

○７月２日、香川県内の電気設備関連の会社が共同で、再生可能エネルギーの買取制度を活用した新 

会社「うどん県電力株式会社」を設立。県内に点在するため池のように小規模な発電施設を数多く 

設置する「ため池方式」により、１年で 1,000ｋｗ増を目標に出力を増強する計画を立てた。 

 

【教育機関や民間企業等と連携した中小企業の人材採用支援に関する取り組み】 

○10 月 11 日に、香川労働局等との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 114 

社からの申込があった。 

 

【海外展開支援】 

○四国経済産業局、㈱百十四銀行、ジェトロ香川など８団体と共催で、海外展開支援セミナー・個別 

相談会を実施。 

 ○ジェトロ香川と共催で、地元の食品関連企業を対象とした「食品輸出のための海外販路拡大支援セ 

ミナー」、「食品輸入のための海外販路拡大支援セミナー」を実施。 

（高松丸亀町商店街）
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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７～９月）の景況感：      どちらかと言えば悪い

 ⅱ）来期（２０１２年１０～１２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】 

○洋服の先物買いをする消費者が減少。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。                                 ［婦人服卸売業］ 

 

【大手の大型店や専門店（ドラッグストア、ホームセンター等）、コンビニの進出に伴う地域への影響】

○大型ホームセンター等の異業種からの参入により、文具小売店は大幅に減少。今後は、業界の枠を 

  外し、ホームセンター等に置いていない商品を取り扱わなければ生き残れない。   ［文具販売］ 

 

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】 

○福岡の街の魅力に触れ、体感することによって、福岡に対する理解促進を図る、都市型観光事業

「あ・るっく福岡」を開催。地域の伝統・文化にじっくり触れる「１日体験」（29 コース）や、名

所旧跡や商店街などをゆっくり巡る「街あるき」（17 コース）を実施。 

 

【会員企業への販路開拓・マーケティング支援に関する取り組み】 

○大手流通業バイヤーを招いた個別商談会を定例的に開催。特に、７月は１ヵ月間毎日商談を行う、 

商談マンス「毎日が商談会」を実施。九州各地の商工会議所と連携し、会員企業の販路開拓を支援 

した。招へいバイヤーは 21 社、参加企業は 116 社、商談数は 301 件にのぼった。商談結果は、「採 

用」が 48 件、「前向きに商談」が 177 件となった。 

○７月 27 日～８月 12 日、ロンドンオリンピックにあわせて、九州の食品のアピールと九州の中小企

業における海外への販路拡大支援を目的に、ロンドン市内にある日本産の食材や雑貨等を専門に扱

う大型スーパー「Japan Centre Group Regent Street Store」にて、「九州ってちかっぱ、よかろ

うもん。」を開催。福岡・佐賀・熊本・大分から 19 社が参加し、調味料や酒類、菓子、雑穀、フリ

ーズドライ、海産物等、幅広いジャンルの商品 49 点を販売した。本フェアで売行きがよかった商

品は同店で継続して販売する計画があることから、引き続き支援を行う。 

○約 500 の企業や個人、行政、大学、団体で組織する「福岡アジアファッション拠点推進会議」（会

長は当所の末吉会頭）は、９月８～11 日に開催された「中国(大連)国際服装紡織品博覧会」におい

て、ファッションショー「FACo in 大連」を実施。あわせて、ブースを出展し、来年開催予定の福

岡アジアコレクションを PR するとともに、現地バイヤーとの商談を行った。 

 




