
　

2013年１月17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◇◆

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）＞

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。

＜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「資金調達に関

　する実態調査」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．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10～12月)の景況感」および「来期(2013年1～3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＞

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

＜今期（2012年10～12月）＞

地域経済四半期動向（１２大都市商工会議所） 
－２０１２年１０～１２月－ 
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札幌 ：落ち込んでいる 札幌 ：落ち込んでいる

仙台 ：ほぼ同水準 仙台 ：多少落ち込んでいる

新潟 ：ほぼ同水準 新潟 ：ほぼ同水準

東京 ：ほぼ同水準 東京 ：多少落ち込んでいる

横浜 ：ほぼ同水準 横浜 ：多少落ち込んでいる

名古屋 ：多少改善 名古屋 ：多少落ち込んでいる

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 ：多少落ち込んでいる

神戸 ：ほぼ同水準 神戸 ：多少落ち込んでいる

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 ：ほぼ同水準

福岡 ：多少落ち込んでいる 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

消費の動向（前期との比較）

＜図の見方＞ ＜図の見方＞

　生産の動向（前期との比較）

多少落ち込んでいる 多少落ち込んでいる
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札幌 ：多少落ち込んでいる

仙台 ：多少落ち込んでいる

新潟 ：多少改善

東京 ：多少落ち込んでいる

横浜 ：多少改善

名古屋 ：多少落ち込んでいる

京都 ：多少落ち込んでいる

大阪 ：落ち込んでいる

神戸 ：ほぼ同水準

広島 ：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

多少改善

改善

落ち込んでいる ほぼ同水準

外国人観光客の動向（前期との比較）

＜図の見方＞

多少落ち込んでいる

3



 

 

4 

 

（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１０～１２月）の景況感：      悪い    

 ⅱ）来期（２０１３年１～３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】 

○個人消費の低迷により、取引先が広告宣伝の予算を削減。自社の売上増加が当面見込めない。また、

イベントの縮小などもあり、大きな影響が及んでいる。             [広告代理店] 

 

【生産の動向】 

○消費税増税前の駆け込み需要が住宅着工を後押ししている。その効果で来春納品の物件が増えてき

ている。                                  [家具製造業] 

 

【外国人観光客の動向】 

 ○国内外の LCCを含む航空路線の拡大により千歳発着の搭乗客数は増加に転じているものの、市街地

滞在者が多く、道内温泉場への流入は極めて少ない。また日中関係の悪化により、毎年冬のトップ

シーズンとなる旧正月の集客に影響が及ぶ見込み。                ［旅館業］ 

 

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】 

○11月 23～25日に、「ホワイトエステ・ホワイトコスメ体験イベント」を実施。本イベントは、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

ることにより、女性をターゲットとした観光振興を目的とするもの。当日は、札幌駅前通地下歩行

空間において、小樽産はちみつを使用したハニーパック（試作品）の配布、ホワイトエステ施術デ

モンストレーション、ホワイトエステオプショナルツアーの募集等を行った。無料でエステを体験

できることもあり、多くの来客を得た。 

 

【金融円滑化法の終了に向けた独自の取り組み・支援体制等】 

○施行終了による中小企業経営への影響緩和を目的に、金融機関への融資返済、借換や条件変更の申

込に至る総合的な相談窓口として「中小企業金融円滑化法関連特別相談室」を開設したほか、日本

政策金融公庫、北海道信用保証協会をはじめ市内各支援機関担当者による個別相談会を実施。また、 

今後は、円滑化法終了に関連する啓発講習・経営安定セミナーの開催や、行政や金融機関等の中小

企業金融に関するタイムリーな動向、中小企業の取組事例等を紹介する予定。 

 

【インフラ整備】 

○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、当所地域開発委員会がまとめた提言 

「札幌広域圏の総合交通体系グランドデザイン」（高規格幹線道路の整備―都心ダイレクトアクセ 

ス、丘珠空港の機能拡充、札幌駅前再整備等）について、10月９日、12日に各関係機関（北海道、 

札幌市、北海道開発局、北海道運輸局）へ提言書を提出した。 
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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１０～１２月）の景況感：      どちらかと言えば悪い 

 ⅱ）来期（２０１３年１～３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】 

○10月の宮城県の大型小売店販売額をみると、前年同月比 2.3％減の 338億 300万円と５ヶ月連続で 

前年を下回ったものの、震災前の平成 22年 10月期との比較では 7.7％増となった。また、11月の 

仙台市内百貨店（３店舗）の売上高は、前年同月比 4.3％減の 75 億 6500 万円と７ヶ月連続で前年

を下回っているが平成 22年 11月期との比較では 6.1％増と消費動向は順調に推移。 

 

【生産の動向】 

○12月14日から、宮城県大和町にエンジン生産拠点として整備された大手自動車メーカーの工場が、

本格操業を開始。岩手工場が全量生産する小型ハイブリッド車向けに年間で約 10 万基のエンジン

を製造する。今後、部品の現地調達促進が期待される。 

 

【外国人観光客の動向】 

 ○10月５日から、仙台－長春線定期便の運航が休止されたことなどから、仙台のみならず、東北地方

への外国人観光客数は減少が見込まれる。 

 

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】 

○商店、事業所等のにぎわい創出事業として平成 25年２月に開催する「仙台街角ゼミナール（通称 

まちゼミ）」の準備を開始。本事業は、各店舗内で店主やスタッフが講師となり、各店舗が持つプ 

ロならではの専門知識や情報、コツを無料で提供する少人数制ゼミを実施することで、新たなファ 

ンづくりや商店街のにぎわい創出につなげるもの。 

○平成 25年４～６月にかけて行われる「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン（DC）」に向け 

て、12月 12日に「仙台・宮城観光復興推進研究会」を開催。関係機関の識者をメンバーに、業界・ 

地域を超えた連携や、地域活性化の具体策を検討していく。このほか、当所としては、５月のイベ 

ントにあわせた「DC七夕」や、商店街の女性を中心とした「仙台・街でもてなし隊」の結成、企業・ 

商店街・NPO・学校など様々な団体の活動を支援する「DC応援団」等に取り組む。 

 

【金融円滑化法の終了に向けた独自の取り組み・支援体制等】 

○１月 23 日に「演習型キャッシュフロー経営セミナー」を開催し、円滑化法終了後の対策について

説明するほか、東日本大震災事業者再生支援機構等との各支援機関と連携を図りながら、継続して

企業再生支援に取り組む。 

 

【インフラ整備】 

○12月１日に、高速道路の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、周辺国道の交通渋滞を避けて港に到達可能となった。集積の進む自動車関連工場の運

搬など、物流効率の向上が期待できる。 
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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１０～１２月）の景況感：      どちらかと言えば悪い    

 ⅱ）来期（２０１３年１～３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】 

○人手不足から売上が伸び悩んでいることに加え、燃料費の上昇に伴い経費が増加。また、繁忙期の 

12月に総選挙があったことで、人の動きに停滞感が見られ、利用客が低調だった。 ［タクシー業］ 

 

【生産の動向】 

○機械設備における新規増設の案件は少ないものの、老朽化設備の更新や復興関連の引き合いが増加。

輸出製品については、円相場や為替の動向が収益に影響するため注視している。 

［工作機械製造業］ 

【外国人観光客の動向】 

○10 月から 12 月まで、新潟－台湾間のチャーター便が毎月運航され、両地域とも毎便約 100 名程度

利用が続いている。また、2013年１月からは、同路線で週２便の定期便が新規に就航する。                                 

［旅行代理店業］ 

 

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】 

○新潟市等の主催で、「土と水の芸術祭 2012」を 7月 14日から 12月 24日まで市内各所で開催。県内

外から多くの来客があった。12月には、読売新聞社の「回顧 2012美術」の中で、同芸術祭の作品

１点が「今年の展覧会ベスト４」に掲載された。 

○当所が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

年を記念し、市内中心市街地の会場において、11月３日に音楽や各種パフォーマンス、撮影現場の

再現などのイベントを実施。当日は多くの市民で賑わった。 

 

【地域における再生エネルギーへの取り組み】 

○県では、12月に新たなソーラー建設構想を公表。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を予定しており、新年度予算化に向けた準備を進めている。 

 

【タブレット端末・スマートフォン（アプリ含む）を活用した取り組み】 

○当所の「うまいものグルメサイト」を 12月に立ち上げる際、サイト登録店への取材ツールとして、

カメラ・ビデオ機能を活用した。また、今後は当所の各種パンフ類をタブレットにダウンロードし、

事業所先でのＰＲに活用予定。 

 

【金融円滑化法の終了に向けた独自の取り組み・支援体制等】 

○金融セミナー及び個別相談会を開催したほか、日本政策金融公庫の担当者との帯同企業訪問を実施。 
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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１０～１２月）の景況感：      普通    

 ⅱ）来期（２０１３年１～３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】 

○周辺観光施設に訪れる観光客が増加したことから来店客数も増えつつあり、業績は回復傾向。一方

で、競合他店との価格競争も激化しており、今後の見通しは不安。          ［飲食店］ 

○個人消費が戻らず、今後の先行き見通しも立たない状況。           ［衣料品小売業］ 

 

【生産の動向】 

 ○海外からの低価格品の流入や取引先の海外移転により受注が減少していることに加え、メーカーか

らのコストダウン要請が強まっており、利益率も悪い。前期の売上は対前年比で 14％減と、大幅な

赤字となった。                      ［金型製作・プラスチック成形業］ 

 ○大手電子機器メーカー向けの特殊検査装置の製造が主力だったが、売上は大幅に減少している。最 

近では、以前から取引のあった米国の半導体メーカーで自社製品の導入が決定。今後は米国へのさ 

らなる販促を図るため、展示会へ出展予定。              ［特殊検査装置製造業］ 

  

【外国人観光客の動向】 

○稼働率は震災前の 80％に止まっており、近隣のビジネスホテルとの競争も激化している。 

           ［ホテル業］ 

 

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】 

○江戸川区特産の「小松菜」を活用し、地元の製菓店や飲食店では工夫を凝らした関連商品・メニュ

ーの開発に取り組んでいる。既に「小松菜大福」、「小松菜餅」、「小松菜ドーナツ」、「小松菜カレー」

が開発・商品化され区民に親しまれている。１１月に開催された食文化の祭典に各店が出展し小松

菜関連商品を販売したところ、大半が完売するほどの人気を博した。 

 

【海外展開支援】 

○当所では、海外展開を行う中小企業向けの支援サイトを開設。相談メニューやセミナー・現地事情

視察会等のイベント情報、貿易証明発行など、国際展開に関するポータルサイトとしての活用を図

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１０～１２月）の景況感：      どちらかと言えば悪い   

 ⅱ）来期（２０１３年１～３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】 

○神奈川県百貨店協会の 11 月売上高が７ヶ月ぶりに前年同月比プラスとなった。気温が下がったこ

とで、コートや防寒グッズの売上が好調だったことが要因。            ［百貨店］ 

 

【生産の動向】 

○中国向け製品が低迷していることに加え、取引先の業績不振により、自社の受注も減少している。 

［一般機械製造業］ 

 ○円高是正が期待されるものの、自動車向け HDDの生産台数は低迷が続いており、経営環境は依然と

して厳しい。                            ［自動車部品製造業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○11月は、外国人比率が前年同月比で２倍になるなど、欧米人を中心に少しずつ増加。今後は、中国

や韓国などに加え、東南アジアの富裕層の個人旅行客の増加を見込む。       ［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 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○当所と横浜市金沢区の和菓子店５店舗で設立した「金澤和菓子ブランド事業委員会」では、地域ブ

ランドの創出を目的に、和菓子「横濱・金澤べっぴん娘」を開発し、10月 10日から販売を開始し

た。“港町の横浜から船が出航するときに鳴らした銅鑼”にちなんで、各店が金沢区内の名所や名

物をイメージした計５種類のどら焼きを創作。開発した商品は各店で販売するほか、イベントでは

５種類セットで販売している。金沢区のブランドをさらに PRしていくため、市全域での販売を目

指す。 

 

【インフラ整備】 

○県は、国へ地域活性化総合特区「さがみロボット産業特区」を申請。平成 25年１月の特区指定を 

目指す。対象地域は、さがみ縦貫道路沿線の９市２町で、さがみ縦貫道路の全線開通を機に県内の 

経済活性化を図る。 

○横浜港埠頭㈱が、国や自治体の港湾施設を一元的に運営する「特例港湾運営会社」に指定されたこ 

とにより、施設整備に必要な国からの無利子貸し付けの割合が引き上げられるほか、税優遇措置も 

受けられることとなる。これを契機に、国際コンテナ戦略港湾である横浜港のさらなる国際競争力 

強化が期待される。 
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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１０～１２月）の景況感：      どちらかと言えば悪い 

 ⅱ）来期（２０１３年１～３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】 

○大型イベントの開催がなく、宿泊はやや不調だったものの、クリスマスディナー等でレストランが

好調だったことに加え、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、個人消費の

回復が感じられた。                             ［ホテル業］ 

 

【生産の動向】 

○日中関係の悪化や輸出の低迷により、自動車・トラックが低迷。建設機械は、中国での需要減少に

より大幅減となった。そのほか、空調や造船でも依然厳しい状況が続いており、一部の企業では、

一時帰休や人事の配置替えなどの対応に迫られている。一方、エンジンの補助装置(ターボチャー

ジャー)に動きが出ている。                      ［輸送用機器部品業］ 

 

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】 

○当所では、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（参加費 500円／人（小中学生：無料））。11月 11日に実施した豊山コ

ースでは 129名、同月 24日の蟹江コースでは、103名の参加者を得た。 

 

【タブレット端末・スマートフォン（アプリ含む）を活用した取り組み】 

○窓口での事業ＰＲや会員勧誘に使用しているほか、設備資金貸付の機器設置確認の写真撮影やイン 

ターネットラジオ「ナゴヤラジオ」の音声確認等で活用。 

 

【金融円滑化法の終了に向けた独自の取り組み・支援体制等】 

○東海財務局の担当者を講師に、円滑化法出口戦略についての「金融円滑化法対応セミナー」を開催 

（参加者 61名）したほか、愛知県保証協会・日本政策金融公庫と共催で、円滑化法終了に伴う金 

融機関対策や資金繰り改善に向けた具体的な手立て等を紹介する「中小企業金融円滑化法終了に伴 

う経営改善セミナー」を実施（参加者 56名）。 

 

【ビジネスチャンスの創出支援】 

○11月３～７日に、当所が事務局を務める日本最大級の異業種交流展示会｢メッセナゴヤ 2012｣が開

催。７回目となった今回は、出店の募集数を超えるほどの人気を博し、国内外から過去最多となる

672社・団体が出展。来場者は初の６万人越えとなった。 
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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１０～１２月）の景況感：      どちらかと言えば悪い    

 ⅱ）来期（２０１３年１～３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】 

○11月は気温の低下から重衣料等が好調だったほか、入店客数の増加に伴い食料品も堅調に推移。一

方、12月は下旬にクリスマスや歳暮ギフト、クリアランスが続くことから、婦人服など衣料品で出

足の動きが鈍かった。                              ［百貨店］ 

○消費税増税を控え、リフォーム等の案件が増えてきている。            ［不動産業］ 

 

【生産の動向】 

○引き合いが減少しており、景況感はかなり悪い。10 月～12 月にかけて、月曜日と金曜日に工場を

休業する同業者も出ている。                           ［鉄鋼業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○円高や日中関係悪化の影響により外国人観光客が減少。また、客単価の低下が課題。  ［旅館業］ 

 

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】 

 ○京都発のコンテンツの祭典「KYOTO CMEX 2012」を開催（９月 21日～12月９日）し、約８万人の来

場を得た。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

図った。 

○12月８～17日に、京都嵐山花灯路を実施。行灯と花を用いて華やぎのある散策路を演出したほか、

特別協賛として寺社等の特別拝観・開館、ライトアップなどを行った。来場者数は 1,143 千人と、

2005年の開催以来過去最多だった昨年（1,279千人）に次ぐ入込となった。 

○当所、府・市など業界関連団体 16団体で構成するファッション京都推進協議会では、「JAPANブラ

ンド育成支援事業」（中小企業庁）の採択を受け、京都の染織・工芸産業等の海外市場でのブラン

ド価値向上と市場拡大を目指す「Kyoto Connection」事業を実施。海外展示商談会へ出展するとと

もに、市の海外販路開拓事業とも連携し、本事業の強化を図っている。 

 

【金融円滑化法の終了に向けた独自の取り組み・支援体制等】 

○当所が受託する京都府中小企業再生支援協議会では、12月１日より京都銀行・京都信用金庫・京都

中央信用金庫からの出向者を含むスタッフ７名を増員し、14名体制で企業支援にあたる。 

○平成 25年３月４日に、日本政策金融公庫、京都信用保証協会、京都府中小企業技術センターから

相談員を招き、中小企業者向けの相談会「京都地域経営相談会」を当所主催で実施予定。 

○府・市では、中小企業の資金調達に際して、取扱金融機関等が中小企業の事業計画策定支援や継続

的な経営支援を行い、経営力の強化を図ることを目的とした融資制度を 11月 16日に創設した。 
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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１０～１２月）の景況感：      悪い    

 ⅱ）来期（２０１３年１～３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】 

○10月ころは秋物商品が不振。テレビや暖房器具も低迷しており、売上は減少。 

                                     ［ホームセンター］ 

【生産の動向】 

○自動車・電池・スマートフォン用の検査機器は好調に推移しているものの、主力である家電向け製

品が不振。                               ［精密機械製造業］ 

 

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】 

○府や市、鉄道各社や当所等で構成される水都賑わい創出実行委員会では、10 月 13～21 日に、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。メーン会場となっ

た中之島公園では、水辺ピクニックやクルーズ、アートイベント等が行われ、９日間で昨年を上回

る約 23万人が来訪した。 

 

【金融円滑化法の終了に向けた独自の取り組み・支援体制等】 

○当所では、11月に「中小企業の資金調達に関する調査」を実施。円滑化法の終了について、約２割

の企業が「資金繰りが心配」と回答した。 

○経営相談室に設置した小規模事業再生サポートセンターにおいて、専任サポーター２名が資金繰り

への対応や事業再生計画の作成などを支援しているほか、大阪府中小企業再生支援協議会では、７

人体制から、サブマネージャーを増員し、機能強化を図っている。 

 

【海外展開支援】 

○近畿２府４県（福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良）の 18商工会議所で構成する「中小企業の

海外展開と産業空洞化に関する研究会」（事務局＝大阪商工会議所）は、「中小企業が海外から稼ぐ

力の向上と国内への還流・再投資促進を」のテーマのもと、全 32項目で構成される「中小企業の

海外展開支援と産業空洞化の抑止に関する要望」を取りまとめた。11月 16日には、内閣総理大臣

をはじめ政府関係機関などに提出し、「インキュベーション・ファクトリー」の運営支援や「中小

企業海外展開応援ファンドの組成」など中小企業の海外展開支援策を求めるとともに、国内立地の

ハンデ解消や国内投資促進策など、国内の立地競争力の強化を求めた。 
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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１０～１２月）の景況感：      普通 

 ⅱ）来期（２０１３年１～３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】 

 ○特選婦人服や洋品が好調に推移。ブランド品が安定している。            [百貨店] 

 

【生産の動向】 

○鉄鋼では、海外市況の低迷や円高の影響による輸出環境の悪化の影響が大きい。また、油圧シャベ

ルの主力市場である中国での販売台数の大幅な減少などが続いている。         [鉄鋼業] 

○電力料金の値上げによるコスト増を懸念。            [音響・映像機器部品製造業] 

 

【外国人観光客の動向】 

○日中・日韓関係の悪化により、インバウンド・アウトバンドともに浮き沈みが激しい。 

［旅行代理店］ 

 

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、11月５～７日に、（財）神戸国際観光コンベンション協会、（社）姫路観光コンベンショ

ンビューローと共催で、昨年度に続き２回目となる「台湾からのインバウンド誘致ミッション」を

派遣。現地では、「歓迎光臨 神戸・姫路観光セミナー」を台北のアンバサダーホテルにて開催し、

観光 PRとインセンティブについて説明したほか、観光関連企業による個別商談会やレセプション

等も実施した。 

○神戸ルミナリエ組織委員会（当所、兵庫県、神戸市、神戸国際観光コンベンション協会等）主催で、

12月６～17日にかけて「第 18回神戸ルミナリエ」を開催し、約 342万人が来場した。今回は、『東

日本大震災など災害によって被災した地域との「絆」や「交流」を深めること』を開催趣旨に加え、

東北と神戸の子供たちが「希望の花」などをテーマに描いた絵 381点を灯篭で照らし出す「光のオ

ブジェ」を併催した。 

 

【金融円滑化法の終了に向けた独自の取り組み・支援体制等】 

○当所では、平成 25年３月１日から、経営支援センターと２支部に円滑化法終了に伴う特別相談窓

口を開設し、地元中小企業からの相談に対応する予定。 
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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１０～１２月）の景況感：      どちらかと言えば悪い    

 ⅱ）来期（２０１３年１～３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】 

 ○年末商戦は盛り上がらずに苦戦した。個人消費が上向く気配が感じられない。   [雑貨小売業] 

 

【生産の動向】 

○大手企業の海外調達・生産が進み、国内生産が減少していることから、自社にも影響が出ている。 

［プラスチック製品製造業］ 

○中国における取引先の販売が落ち込んでいることから、自社製品の輸出も減少。  

［自動車用部品製造業］ 

 

【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】 

○平成 25年４月 19日～５月 12日の 24日間にわたり、「第 26回全国菓子大博覧会」が、旧広島市民

球場跡地やその周辺を会場として開催予定。10 月６～７日には、イベント「ひろしま菓子博 2013 

200日前記念 PRキャラバン」を実施。現在、第二期前売り券を販売している。 

○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、当所では広島湾ベイエリア・海生 

都市圏研究協議会と連携を図り、「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「受入れ研修会」などの活動を行っている。平成 24年 12月末現在 

で、平成 25年度は 20校 4,037人、平成 26年度は 10校 1,826人の来訪が決定。 

○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）を設置し、「おしい！」を「おいしい！」に変える観光客誘致活動を展開。11

月には「おしい！広島県のうた」のカラオケ配信が決定し、公式ホームページでは楽曲を無料でダ

ウンロードできるよう公開している。 

 

【金融円滑化法の終了に向けた独自の取り組み・支援体制等】 

○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」を平成 25

年 4月 1日に開設する。 
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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１０～１２月）の景況感：      悪い    

 ⅱ）来期（２０１３年１～３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】 

○ＩＨ、エコキュートの売上は好調なものの、ボイラーやガス器具は低調となっており、売上は横ば

いで推移。                                 ［設備工事業］ 

○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］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○中国人観光客の減少により、リムジンバスや貸切バスなどの利用が減少。     ［貸切バス業］ 

○アジア地域からの観光客が減少しており、宿泊稼働率が低下している。       ［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 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

 ○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、10月 

30日に、「瀬戸内ブランド発掘フォーラム」を高松市内で開催。同フォーラムでは、瀬戸内ブラン 

ドのロゴ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、瀬戸内の宝を「発掘 

→研磨→発信」し、東洋のエーゲ海と言われる瀬戸内を「宝の海」とするためのアクションプラン 

について、西川りゅうじん氏らによる講演会やパネルディスカッションを通じて模索した。 

○当所では、徳島商工会議所と共催で、12月 16日に「讃岐男に阿波女婚活パーティー」を開催。募 

集定員となる約 60名が参加し、６組のカップルが成立した。 

 

【地域における再生エネルギーへの取り組み】 

○香川県内の一般家庭では、太陽光発電設備の導入が進んでおり、四国電力による太陽光で発電した 

余剰電力の買い取り契約件数は、震災前の約 1.5倍に増加している。 

 

【タブレット端末・スマートフォン（アプリ含む）を活用した取り組み】 

○当所では、10月 24日と 11月 19日に、スマートフォン・タブレット講座を開催。タブレット端末

（スマートフォン）とはどういうものか、経営・業務にどのように活用できるかを紹介するととも

に、実際に体験することでＩＴの利活用を促した。 

 

【海外展開支援】 

○当所では、ジェトロ香川と共催で、「食品輸出のための貿易実務および商談の進め方講座」や「ベ

トナム投資セミナー」、「最新ミャンマービジネスセミナー」等を開催した。 

○四国内のジェトロでは、高松・松山において、米国、中国、英国のバイヤーを招聘し、食品輸出商 

談会を開催した。 

（複合商業施設 丸亀町グリーン） 
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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１０～１２月）の景況感：      どちらかと言えば悪い    

 ⅱ）来期（２０１３年１～３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】 

○消費税増税前の駆け込み需要で土地仕入が困難となっているものの、建売分譲住宅は好調に販売で 

きている。                                  ［不動産業］ 

 

【生産の動向】 

○大手自動車メーカーでは、海外市場向け高級車の主力車種を全面改良し、生産台数増を見込んでい 

たが、中国で広がった不買運動により、減産を余儀なくされ、中国向け生産がしばらくストップし 

た。 

 

【外国人観光客の動向】 

○九州商工会議所連合会が実施した「日中関係の悪化が企業経営に及ぼす影響調査」では、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便キャンセルとなったほか、中国からの団体旅行

のキャンセルや客室清掃受託の減少など、宿泊・旅行・イベント関連で売上減少を指摘する声が寄

せられた。 

 

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】 

○平成 26年 NHK大河ドラマが、当地にゆかりのある戦国時代の武将・黒田官兵衛の生涯を描いた「軍

師官兵衛」に決定。当所では、当地の集客交流拡大や観光振興を進めるため、福岡城跡等ゆかりの

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へ提出した。 

 

【金融円滑化法の終了に向けた独自の取り組み・支援体制等】 

○円滑化法による貸付条件変更後も経営改善が進んでいない中小企業が、県内で２千社程度と推定さ

れる。当所では、平成 24年４月から常設している相談窓口に加えて、経営改善相談窓口を設置し

たほか、法律相談窓口での事業再生を専門とする弁護士の増員など、会員企業の経営相談に対応す

る体制を強化している。また、「巡回や会報誌・セミナーを通じた周知」、「販路拡大など経営力強

化のサポート」、「再生支援のために専門機関・専門家への橋渡し」を３つの柱とした取り組みを行

っている。 

 


