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地域経済四半期動向（１２大都市商工会議所）－２０１２年１０～１２月－ 
◇◆景況感および地域における特徴的な動き◇◆ 

＜今期（2012年10～12月）の景況感＞ 
 中国経済の減速に加え、日中関係悪化の影響により景況感は悪化。輸出・生産の低迷、観光客のキャンセルによる宿

泊・飲食等の売上減少など、影響は広範囲にわたった。また、国内では、エコカー補助金の終了や冬の賞与減少によ
り個人消費が伸び悩み 

 
＜来期（2013年1～3月）の景況感＞ 
 2012年11月中旬以降の円安傾向に加え、政府の経済対策等への期待感から景況感は若干の改善がみられるものの、原

材料価格の高騰や、電力料金の値上げを懸念する声も多く、ほぼ横ばいで推移する見通し 
 
＜今期の地域における特徴的な動き＞ 
 ①各地では地域活性化を目的に「地元産品を活用した化粧品や菓子等の地域ブランド品の創出・イベントの開催」、

「フィルム・コミッション等による映像を通じたまちおこし」、「地域・業界で連携しての地域ブランドの海外展開
推進」等の地域資源を活用した取り組みが行われている 

 
 

 ②中小企業金融円滑化法終了に向け、各地商工会議所では中小企業の「資金調達の現状に関する調査の実施」や「企業
の実態に即した実践的な対策セミナーの開催」、「行政や金融機関等との連携による特別相談窓口の設置」、「専門
スタッフ増員による再生支援体制の強化」等の対応を実施している 

ⅰ） 今期（２０１２年１０～１２月）の景況感 

ⅱ） 来期（２０１３年１～３月）の見通し 

今期および来期の景況感  

 消費増税前の駆け込み需要が住宅着工を後押ししており、その影響により来春納品の家
具の受注が増加                       (札幌 家具製造業) 

 新規の設備投資案件は依然少ないが、老朽化した設備の更新受注や被災企業の復興に関
連する設備の受注は引き合いが増えている         （新潟 工作機械製造業) 

 日中関係の悪化に伴う取引先の減産調整により、受注が減少。来期（１～３月期）の受
注キャンセルも発生している                        （東京) 

 国内メーカーの業績不振により、自社の受注も減少     （横浜 一般機械製造業) 
 自動車・電池・スマートフォン向けの検査機器は好調であるが、主力の家電向けが不振   
                            (大阪 精密機械機器製造業) 
 電力料金値上げによるコスト増が懸念される      (神戸 音響機器部品製造業) 
 

 
＜参考：鉱工業生産指数  経済産業省＞ 指数：平成17年=100 
 9月：86.5（前月比 ▲4.1%） → 10月：87.9 （前月比 1.6%） → 11月：86.4 （前月比 ▲1.7%）  ※11月は速報値 
          

 

◆生産の動向 
 （前期との比較 （）内は前期の件数） 

 １１月の市内百貨店の売上高は７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、引き続き消費は順調に推移している       (仙台) 

 

 繁忙期の１２月に選挙があったことで、人の動きに停滞感があり売上が伸び悩んだ                   
                                 (新潟 タクシー業) 
 周辺の観光施設への観光客増加に伴い業績は回復傾向にあるが、低価格競争の激化によ

り今後については不安視                      （東京 飲食業) 
 クリスマスディナー等でレストランが好調であったことに加え、ホームパーティセット

の販売やおせちの予約が完売するなど個人消費に回復が感じられた  （名古屋 ホテル) 
 １１月は気温の低下からコートや食料品が堅調だったが、１２月は一転して低迷                           
                                  （京都 百貨店) 
＜参考：景気ウオッチャー調査 内閣府＞ 
   現  状（ポイント） 7月：44.2 → 8月：43.6 → 9月：41.2  →  10月：39.0 → 11月：40.0 → 12月：45.8 
   先行き（ポイント） 7月：44.9 → 8月：43.6 → 9月：43.5 → 10月：41.7 → 11月：41.9 → 12月：51.0 

▷ 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） 
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◆消費の動向 
 （前期との比較  （）内は前期の件数） 
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＜参考：前期（２０１２年７～９月）の景況感＞ 
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◆外国人観光客の動向 
 （前期との比較） 

 稼働率は震災前の８０％程度に止まっており、近隣のビジネスホテルとの競争も激化 
                                    (東京 ホテル） 
 

 １１月は欧米人を中心に増加傾向にあり、外国人比率が前年同月比２倍に  (横浜 ホテル） 

 中国人観光客の減少により、リムジンバス、貸切バスの利用が減少(高松 交通運輸業) 
 

 日中関係の悪化から、大型クルーズ客船の博多港寄港が６便キャンセル。中国からの団
体旅行のキャンセル等、宿泊・旅行・イベント関連の売上が減少        (福岡) 

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 

１件 ８件 １件 ２件 ０件 

改善     ＜参考：訪日外客数（単位：人） 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）＞ 10、11月は推計値 

      9月：658,011       →      10月：706,100       →     11月： 648,600 
（前年比22.1%・前々年比▲8.3%）   （前年比14.7%・前々年比▲2.9%）  （前年比17.6%・前々年比2.2%） 
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＜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１０～１２月）の景況感および来期（２０１３年１～３月）の見通し 

札幌 今期 

来期 

悪い 

どちらかと言えば悪い 

仙台 新潟 東京 

横浜 今期 

来期 

どちらかと言えば悪い 名古屋 

今期 

来期 
 

今期 

来期 

今期 

来期 

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 

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 

悪い 

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 

＜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 

会議所では、道産素材を原料とした化粧品（ホワ
イトコスメ）を使った美容施術（ホワイトエス
テ）をブランド化することで女性をターゲットと
した観光振興事業を展開 

 

会議所では、円滑化法の終了による影響を緩和す
るため「特別相談窓口」の設置による支援体制の
強化や、「金融安定セミナー」等を開催 
 

会議所の地域開発委員会では、北海道新幹線札幌
延伸の効果を最大限発揮することを目的に「札幌
広域圏の総合交通体系グランドデザイン」に対す
る提言を関係機関に提出 

会議所では、平成２５年４～６月に開催される仙
台・宮城デスティネーションキャンペーンに向け
て「仙台・宮城観光復興推進研究会」を１２月に
開催し、業界・地域を超えた連携や、地域活性化
の具体化を検討 
 

会議所では、セミナーを開催し、円滑化法終了後
の対策について説明し、演習等により実践的な経
営改善のポイントを解説 
 

１２月に仙台東部道路仙台港インターチェンジが
開通。仙台港に最も近いインターチェンジで物流
効率の向上が期待される 

会議所で支援しているフィルムコミッション「に
いがたロケーションネットワーク」は設立１０周
年を迎え、１１月３日に音楽やパフォーマンスと
撮影現場の再現などの記念イベントを実施 

 

会議所では、日本政策金融公庫の担当者と帯同し
た企業訪問や、金融セミナーの開催等、円滑化法
終了に向けた取り組みを実施 

 

県は、１２月に新潟市北区内の２１．３ヘクター
ルの敷地に県営メガソーラーの建設構想を公表。
次年度の予算化を進める 

江戸川区では、特産の「小松菜」を活用し、地元
の製菓店や飲食店で「小松菜大福」、「小松菜カ
レーと」等の工夫を凝らした商品・メニューを開
発。１１月に開催された食文化の祭典では各店が
出店し、大半が完売するなど人気を博した 

 

会議所では、中小企業再生支援協議会のスタッフ
の増員や、経営指導員に対する研修など円滑化法
終了に向けて相談体制を強化。また、会議所、信
用保証協会、金融機関等で構成される経営改善に
向けた会議「東京企業力強化連携会議」では、今
後、経営サポートの方針等を検討する予定 

会議所では、横浜市金沢区の和菓子店５店舗と
「金澤和菓子ブランド事業委員会」を設立。地域
ブランド「横濱・金澤べっぴん娘」として５種類
のどら焼きを開発し、イベント等で販売 
 

県は、地域活性化総合特区として「さがみロボッ
ト産業特区」を申請。さがみ縦貫道路の全線開通
とあわせ県内経済の活性化を図る 
 

横浜港埠頭㈱が国や港湾施設を一元的に運営する
「特例港湾運営会社」に指定された。国際コンテ
ナ戦略港である横浜港のさらなる国際競争力の強
化に期待が高まっている 

会議所では、産業観光に街道観光の要素を加え、
要所で産業遺産の解説を行う「ものづくり文化再
発見！ウォーキング」を開催 
 

会議所では、東海財務局担当者を講師に円滑化法
の出口戦略についての「金融円滑化法対応セミ
ナー」を開催 

 

会議所が事務局を務めた、日本最大級の異業種交
流展示会「メッセナゴヤ２０１２」が１１月３～
７日に開催。７回目を迎えた今回は一部出展を断
る程の人気で、国内外から過去最多となる６７２
社・団体が出展、来場者は６万人を超えた 

 

京都発のコンテンツの祭典「KYOTO CMEX 2012」
が１２月９日まで開催し、約８万人が来場 

 

会議所、府、市、業界関連団体で組織するファッ
ション京都推進協議会は、染織・工芸産業の海外
でのブランド価値向上と販路拡大を目指す
「Kyoto Connection」事業を立ち上げ、１月にパ
リの展示会に出展予定 
 

会議所では、円滑化法終了に向けて、中小企業再
生支援協議会のスタッフを増員。３月には日本政
策金融公庫、信用保証協会、中小企業技術セン
ターと連携し「京都地域経営相談会」を開催予定 

会議所等で構成される水都賑わい創出実行委員会
は、水辺の楽しみを分かち合う「水都大阪フェス
２０１２・水辺のまちあそび」を開催。１０月 
１３日からの９日間で２３万人が来訪 
 

会議所では、１１月に「中小企業の資金調達に関
する調査」を実施。約２割が円滑化法終了後の資
金繰りが心配と回答。このため、専任のサポー
ターによる資金繰りや事業再生計画の作成の支援
に加え、中小企業再生支援協議会のスタッフを増
員し体制を強化 

会議所では、㈶神戸国際観光コンベンション協会、
㈳姫路観光コンベンションビューローと共催によ
り、「台湾からのインバウンド誘致ミッション」
を派遣 
 

会議所等で構成する神戸ルミナリエ組織委員会は、
「第１８回神戸ルミナリエ」を開催。約３４２万
人が来場 

 

会議所では、円滑化法終了に向けて、特別相談窓
口を経営支援センターと２つの支部に開設し、地
元中小企業の相談に対応 

会議所では、平成２５年４月に「第２６回全国菓
子大博覧会」に誘致段階から協力。１０月には菓
子博ＰＲイベント『ひろしま菓子博２０１３ ２０
０日前記念PRキャラバン』を開催 

 

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」を発足。
１１月から「おしい！広島県のうた」のカラオケ
配信が決定 
 

会議所では、円滑化法終了後に金融機関等との連
携により資金繰りを支援する「金融サポート窓
口」を開設予定 

 

香川、兵庫、広島、山口、岡山、愛媛、徳島の７
県で構成する瀬戸内ブランド推進協議会は瀬戸内
ブランド発掘フォーラムを開催。フォーラムでは
瀬戸内ブランドマークを発表するとともに、「瀬
戸内の“熱”を語る」をテーマに各地で取り組ま
れている地域の“熱”を結集し、瀬戸内の宝を
「発掘→研磨→発信」するには何をすべきかを検
討した 
 

四国４県の徳島・香川・愛媛・高知のジェトロは、
米国、中国、英国のバイヤーを招聘し、高松、松
山で食品輸出商談会を開催 

平成２６年ＮＨＫ大河ドラマが、当地にゆかりあ
る戦国武将・黒田官兵衛の生涯を描いた「軍師官
兵衛」に決定。会議所では、当地の集客・交流拡
大、観光振興を進めるため、福岡城跡地等のゆか
りのある施設の整備やイベントの実施、街なかの
演出などの推進に関する要望書を福岡市長に提出 
 

会議所では、円滑化法終了に向けて常設の相談窓
口に加え、経営改善相談窓口の設置、事業再生を
専門とする弁護士の増員など体制を強化 
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