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地域経済四半期動向（１２大都市商工会議所）－２０１３年１～３月－ 
◇◆景況感および地域における特徴的な動き◇◆ 

＜今期（2013年1～3月）の景況感＞ 
 昨年末からの円安・株高傾向が続いていることに加え、景気回復への期待感を背景に、企業の輸出増加に伴う生産活

動の回復や個人消費の持ち直しの動きが見られたことから景況感は改善。外国人観光客についても、中国からは依然
不振が続くが、台湾、シンガポール、タイ等からの観光客が増加しており、全体として回復傾向。他方で、円安によ
り、燃料や原材料価格が上昇する中で、価格転嫁が困難とする企業は多い 

 

＜来期（2013年4～6月）の景況感＞ 
 燃料や原材料価格の上昇、電力料金の値上げ等の懸念はあるものの、円安・株高を背景に企業の業績改善、個人消費

の持ち直し、一段と高まる景気浮揚への期待感にけん引され、景況感の回復基調は続く見込み 
 

＜今期の地域における特徴的な動き＞ 
 ①コンテンツ（キャラクター、マンガ、映像）や食、ファッションによる地域活性化が各地で定着をみせている 
 
 

 ②会議所では、会員企業と大学・専門学校等の会員学校法人を直接結びつける就職情報交換会の開催や、対象者を限定
（留学生、語学力を有する日本人学生、職種等）した合同企業説明会の実施など、中小企業のニーズに沿った採用活
動の支援を展開 

 

 ③中小企業のＩＴ経営を推進するため、セミナー（スマートフォン・タブレット端末、ＳＮＳの活用策や海外市場をに
らんだネット販売の展開）の開催や、ＩＴ活用による生産性向上のヒントをまとめた冊子の発行、ＩＴサポート企業
とのマッチングなど、各種の支援を各地会議所が実施している 

ⅰ） 今期（２０１３年１～３月）の景況感 

ⅱ） 来期（２０１３年４～６月）の見通し 

今期および来期の景況感  

 石油等の原材料価格の高騰が業界全体の課題。今後、電力料金の値上げもあるが、販売
価格への転嫁は困難              （新潟 プラスチック製品製造業） 

 

 円安の影響により取引先の輸出が好調。当社の受注も従来の１．５倍に増加 
                          （東京 農業用機械部品製造業） 
 

 自動車関連の売上は好調であるが、輸出先の大半が欧州であるロボット関連部品は、財
政危機問題の再燃により減少傾向         （名古屋 輸送用機器部品製造業） 

 
 

 自動車メーカーの輸出が伸びているのは好影響であるが、原材料価格の上昇による負担
が増大している                   （広島 金型・鋳物製造業） 

 

 海外のエネルギー関連企業を中心にクレーンの需要が増加、円安により価格競争力も高
まっている                      （高松 建設重機製造業） 

 

＜参考：鉱工業生産指数  経済産業省＞ 指数：平成17年=100 
 12月：88.8（前月比2.1%） → 1月：89.1 （前月比 0.3%） → 2月：89.0 （前月比 0.1%）  ※2月は速報値 
          

 

◆生産の動向 
（ ）内は前期の件数 

 ２月の市内百貨店の売上高は１１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、引き続き消費は堅調             （仙台） 

 

 ３月に入り、気温の上昇に伴い春物商品に動きが出始めた      （横浜 商店街） 
 

 春物衣料は紳士・婦人服ともに前年を大きく上回っている。高額品の宝飾関連の売上も
好調                              （京都 百貨店） 

 

 消費増税前の駆け込み需要等により住宅販売が好調        （大阪 住宅販売） 
 

 景況感は改善されてきているが、客単価、買い上げ点数は依然として減少傾向が続いて
いる                              （神戸 スーパー） 

 

 景気回復の期待から、消費マインドが向上。高額品の売上が増加傾向 （福岡 百貨店） 
 

＜参考：景気ウオッチャー調査 内閣府＞ 
   現  状（ポイント） 10月：39.0 → 11月：40.0 → 12月：45.8 → 1月：49.5 → 2月：53.2 → 3月：57.3 
   先行き（ポイント） 10月：41.7 → 11月：41.9 → 12月：51.0 → 1月：56.5 → 2月：57.7 → 3月：57.5 

▷ 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 
 （ ）内は前期の件数 
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＜参考：前期（２０１２年１０～１２月）の景況感＞ 
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◆外国人観光客の動向 
 （ ）内は前期の件数 

 台湾、香港に加え、シンガポールやタイからの観光客が増加     （札幌 土産品店） 
 

 中国人客は依然不振であるが、２月の春節は台湾、タイからの利用客が増加  
                                  (名古屋 ホテル） 

 需要期の前期と比較すると宿泊客は減少しているが、前年比は増加傾向 （京都 旅館） 
 

 台湾、韓国からの観光客が増加。外国人に人気のある和風庭園付きの店舗が好調 
                                  （大阪 飲食業） 

 

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 
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改善 ＜参考：訪日外客数（単位：人） 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）＞       ※1、２月は推計値 

 11月：648,387  →  12月：689,679   →   1月：668,700   →  2月： 729,500 
 （前年比17.6％）       （前年比20.6%）        （前年比▲2.4%）      （前年比33.1%） 



普通 

＜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（２０１３年１～３月）の景況感および来期（２０１３年４～６月）の見通し 
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会議所では、札幌のご当地キャラクターと一緒に
市内の観光スポットを巡る「コアックマ・アック
マとゆく札幌観光バスツアー」を開催 

 

会議所では、道内主要大学の留学生や語学力を有
する日本人学生を対象に、道内企業とのマッチン
グを図る「札商アジアン・ブリッジ・プログラム
合同企業説明会」を開催。今年度から有料となっ
たことから、昨年より減少したが２２社が参加 
 

会議所では、スマートフォン・タブレット端末の
利活用に関する最新動向や、ビジネスの活用事例
を紹介するセミナーを開催し、好評を得た 

会議所では、４月～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２月５
日に「仙台・街でもてなし隊」を結成。総決起大
会には約４００人が参加。地域一体となっておも
てなし意識の醸成を図る 
 

会議所では、会員企業のＩＴ経営力向上の支援と
して、販売促進のためのＳＮＳの活用や、営業効
率向上を目的としたスマートフォン、タブレット
活用セミナーを開催予定 

新潟市では、マンガ文化を浸透させるためのコン
テスト「第１５回にいがたマンガ大賞」を開催。
また、地元出身有名漫画家の作品を展示する「新
潟市マンガの家」をオープン。県内外から多くの
若者やファンが訪れた 

 

会議所等で構成される新潟市雇用促進協議会は、
「２０１３にいがた就職ガイダンス」を開催。下
越地区の企業約６０社が参加し、学生との個別面
談や就職相談を実施 

 

会議所では、企業のＩＴ経営力強化のため、ス
マートフォン・タブレットの営業活用講座を開催 

千代田区と会議所等は、千代田のさくらまつり公
式ガイドマップを２５万部発行。３月第３週には
完配となった 

 

会議所では、４月に会員企業と大学、専門学校等
の会員学校法人との就職情報交換会を開催予定。
企業・学校双方とも関心が高く、既に定員１６０
を超える企業・団体からの申込みがある 

 

会議所では、中小企業の生産性向上のため、ホー
ムページで集客・受注を増やすポイントやＩＴ活
用のヒントを取りまとめた「ホームページの見直
しで会社を元気に！」を発行 

３月１６日の東急東横線と東京メトロ副都心線の
相互直通運転を祝うパレードやイベントが横浜中
華街周辺で開催され、当日は普段の２割増しの観
光客が訪れた 
 

県内の高校では、無給の職場体験後に、アルバイ
トとして働く、アルバイトとインターンシップを
合わせた「バイターン」という就職支援に取り組
み、昨年度は参加者５名中２名の就職に繋がった 
 

会議所では、ＪＥＴＲＯと協力して勉強会「はじ
めての海外進出」を３日間シリーズで開催。勉強
会後も参加企業へのフォローを行う 

３月１６、１７日に全国各地の旅情報・物産が集
まる「旅まつり名古屋２０１３」が開催。会議所
では、産業観光をＰＲするためブースを出展 
 

会議所では、大学生・短大生・専門学校生のため
の「合同企業説明会」を２月２８日、３月１、４
日の３日間開催。昨年を上回る５５企業が参加 

 

会議所では、携帯やスマートフォン等を活用した
テレワーク導入セミナーや、ネットショップ開設
の基礎知識などについてのセミナーを開催 

 

「第２回京都マラソン」が東日本大震災復興支援
をコンセプトに開催。全国から市民ランナー１４，
８６０人が参加 

 

京都府を中心に、会議所や労働者団体等で連携す
る総合就業支援拠点「京都ジョブパーク」に、中
小企業と求職者のマッチングを支援する「中小企
業人財確保センター」を設置 
 

会議所では、東南アジア市場をターゲットとした
ネット販売の展開を支援するため「ネットで海外
市場の販路開拓」「海外向けネット通販のはじめ
方講座」を開催 

会議所では、大阪市、大阪観光コンベンション協
会との共催で、大阪らしい料理やデザートをテー
マとした料理コンテスト「デリス・レストラン
ウィーク２０１３＠食の都・大阪」を開催 
 

大阪府内２３の会議所・商工会の共催により、大
阪の商工業者と西日本の農林漁業者に出会いの場
を提供するなど、「農商工連携フォーラムｉｎお
おさか」を開催。当日は１０府県の１６農林漁業
者と大阪を中心とする商工業者約１６０名が参加 

会議所では、神戸経済同友会、神戸青年会議所と
合同で、神戸の魅力向上や競争力の強化を推進す
る研究会を設置し、ＪＲ三ノ宮駅周辺の活性化を
検討 
 

会議所では、「就職フェア」の開催や、人材派遣
会社と連携し、中小企業の若手社員の採用支援を
目的とした予定派遣事業を実施 

 

会議所では、ＩＴ関連企業のビジネスマッチング
の促進を図ることなどを目的に神戸のＩＴサポー
ト企業のデータベースを構築・運営 

「第２６回全国菓子大博覧会」が４月１９日～５
月１２日まで開催予定。会議所では誘致段階から
協力。開催期間中は全国各地から多数の来場者が
見込まれており、広範な分野への経済波及効果を
期待 

 

会議所では、広島県が取り組んでいる、関西・関
東の大学と地元企業の交流会や合同企業説明会に
よるＵ・Ｉターン就職の促進に協力。５月に大阪、
東京で県内企業の合同企業説明会を開催予定 
 

 

 

「さぬき映画祭２０１３」が２月３日～１７日に
開催。香川をイメージさせる映像作品の企画募集
や映画監督等を講師に迎えての「映画制作実践講
座」などが行われた 
 

２月７日に香川労働局等の主催で春の就職面接会
「かがわーくフェア」が開催。会議所はジョブ・
カード制度の普及啓発を実施 

 

会議所では、２月８日に初心者を対象とし、使い
方やビジネスの活用までを解説する「スマート
フォン・タブレット講座」を開催 

福岡アジアファッション拠点推進会議は３月２日
から約１カ月間、市内を巨大ファッションモール
と見立て約３００の商業施設等がイベントを行う
「ファッションウィーク福岡」を実施 
 

会議所では、地場食品の新鮮さや安全性をＰＲし、
消費拡大や地元の名物を育てることを目的に「博
多うまかもん市」を開催 
 

会議所では、来春卒業予定者、中途就職希望者を
対象に合同会社説明会を開催。昨年を上回る学生
が参加。また、説明会では、３年以内既卒者を対
象とする特別応援採用コーナーも設置 
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＜地域の取り組み・動き＞ ＜地域の取り組み・動き＞ ※原材料価格の上昇によるコスト負担が大きく、来期は悪化
見込み 

※好調な住宅販売や高額品の売上の増加等により改善。 
来期も、先行きへの期待感から一段の改善を見込む 


