
　

2013年4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◇◆

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）＞

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。

＜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．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(2013年1～3月)の景況感」および「来期(2013年4～6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＞

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

＜今期（2013年1～3月）＞

地域経済四半期動向（１２大都市商工会議所） 
－２０１３年１～３月－ 
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札幌 ：ほぼ同水準 札幌 ：ほぼ同水準

仙台 ：ほぼ同水準 仙台 ：ほぼ同水準

新潟 ：ほぼ同水準 新潟 ：ほぼ同水準

東京 ：ほぼ同水準 東京 ：多少改善

横浜 ：多少改善 横浜 ：ほぼ同水準

名古屋 ：ほぼ同水準 名古屋 ：多少改善

京都 ：多少改善 京都 ：多少改善

大阪 ：ほぼ同水準 大阪 ：多少改善

神戸 ：ほぼ同水準 神戸 ：ほぼ同水準

広島 ：多少改善 広島 ：多少改善

高松 ：多少改善 高松 ：ほぼ同水準

福岡 ：多少改善 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 ：多少改善

仙台 ：ほぼ同水準

新潟 ：多少改善

東京 ：多少改善

横浜 ：多少改善

名古屋 ：多少改善

京都 ：多少落ち込んでいる

大阪 ：改善

神戸 ：多少改善

広島 ：多少改善

高松 ：ほぼ同水準

福岡 ：ほぼ同水準

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
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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（２０１３年１～３月）の景況感：      どちらかと言えば悪い    

 ⅱ）来期（２０１３年４～６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】 

○記録的な大雪と低い気温が続いたことで、来店客数に大きな影響が出たほか、客単価も低下傾向が

見られる。                                   [百貨店] 

 

【外国人観光客の動向】 

 ○台湾・香港からの観光客が堅調なほか、シンガポールやタイからの観光客も増えつつある。 

                                       [土産品販売店] 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

○マインドの改善は見られるものの、実感としては、価格競争が一段と激化していることに加え、食

品やエネルギー等の値上げが見込まれることから、楽観的な見方は出来ない。   [総合スーパー] 

 

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】 

○漫画・キャラクターコンテンツ活用観光振興事業の一環として、２月９日に、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めぐる「コアックマ・アックマとゆく札幌観光バスツアー」

を開催。当日は、道内外からファン 31 名が参加し、さっぽろ雪まつり会場、白い恋人パーク、羊

が丘展望台などを巡ったほか、「アックマのアジト」が初公開された。 

 

【中小企業と若年求職者の雇用ミスマッチ解消に向けた取り組み】 

○１月 16日に、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」を実施。当日は、道内の企業 

22社、学生約 100名が参加した。 

○当所では、２月 19日に、今春の新卒者を対象に「新卒予定者と市内中小企業のマッチング会」を 

開催。卒業を間近に控えながら、「地元企業の情報が乏しい」「志望する職種と違う」等の理由で就 

職先未定の学生と企業間のミスマッチ解消を図った。また、建設業の人手不足解消を支援するため、

建設業関連の求職者を対象とした「建設業就労マッチング会」も同時開催した。 

 

【会員企業に対するＩＴ経営力向上の支援・取り組み】 

○スマートフォン・タブレットを自社業務に取り入れている、もしくは取り入れる予定の企業を対象

にセミナーを実施。１回目が好評だったため、２回目も開催した。当日は、スマートフォン・タブ

レットの利活用に関する最新動向やビジネスでの活用方法、アプリを活用している企業の事例紹介

を行った。さらに、会場にタブレット端末を用意し、実際に触れたり、スマートフォン・タブレッ

トやその他ＩＴに関する相談を受ける時間を設けた。 
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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（２０１３年１～３月）の景況感：      どちらかと言えば悪い 

 ⅱ）来期（２０１３年４～６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】 

○１月の宮城県の大型小売店販売額をみると、前年同月比 4.7％減の 362億 9,400万円と、９ヶ月連 

続の減少だったものの、震災前の平成 22年同月との比較では 3.6％増となっている。また、２月の 

仙台市内百貨店（３店舗）の売上高は、前年同月比 2.9％減の 58億 6,800万円と、11ヶ月連続の 

減少となったが、平成 22年同月との比較では 4.4％増とプラスを維持しており、消費動向は堅調に

推移。 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

 ○円安に伴う値上げを見据えて、輸入ブランド品の駆け込み需要があったことから、東北の百貨店に

おける身の回り品の売上高が押し上げられた。 

○円安により、輸入建築資材の仕入価格上昇が見込まれるため、建設業界では経営が厳しくなること

が懸念される。 

 

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】 

○商店や各事業所のにぎわい創出事業として、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のゼミを店舗内で行う「仙台街角ゼミナー 

ル（通称まちゼミ）」を実施。22社 26講座を計 50回開催し、424名が受講。新たなファンづくり 

や商店街のにぎわい創出につなげた。 

 ○平成 25年４～６月にかけて開催される仙台・宮城デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）に 

向けて、当所では、２月５日に市内の商店街や百貨店、団体などと連携し「仙台・街でもてなし隊」

を結成。２月 22日には、400名の参加のもと「総決起大会」を開催するなど、地域一体となってお

もてなし意識の醸成を図っている。 

 

【商工会議所が実施する農林水産業と連携した事業・取り組み】 

○平成 25 年度より、震災復興支援の一環として販路回復・拡大支援事業を実施。バイヤー経験者で

あるコーディネーターが常駐し、商品開発や商談のポイントなどの相談に対応するほか、全国から

バイヤーを招聘し、月に１～２回程度の個別商談会を実施する。また、首都圏から募ったバイヤー

とともに気仙沼や石巻などの被災地企業を訪問し、現地で商談会を行う「被災地ツアー」も予定し

ている。 

 

【会員企業に対するＩＴ経営力向上の支援・取り組み】 

○当所の主催により、ＳＮＳを活用して効果的な集客および販促を行うための「自社のブランディン 

グ！！ＳＮＳ活用セミナー」や、業務改善と営業効率アップを目的とした「利用者多数！こんなサ 

ービスがあったのか？！ スマートフォン＆タブレット活用術セミナー」の開催を予定している。 
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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（２０１３年１～３月）の景況感：      どちらかと言えば悪い    

 ⅱ）来期（２０１３年４～６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】 

○宴会や懇親会等の利用も底を打ち、回復しつつあるように感じる。         ［飲食業］ 

 

【生産の動向】 

○石油や原材料などの価格上昇を懸念。今夏には、電力料金の値上げも控えているが、価格転嫁は非

常に厳しい状況。                       ［プラスチック製品製造業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○総じて、外国人観光客は戻りつつあり、宿泊客数も回復傾向。特に、台湾やシンガポールへの誘客

効果が表われており、今後も、東南アジアからの観光客増加が見込まれる。    ［ホテル業］ 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

○石油製品などの値上げが続いており、仕入単価は上昇している。同業他社との価格競争があるため、 

経営面での厳しさが増している。                    ［建設材料卸売業］ 

 

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】 

○市などで構成するにいがたマンガ大賞実行委員会では、２月 23～24日に、新潟のマンガ文化を発

信することを目的に、「第 15回にいがたマンガ大賞」コンテストを開催。２月 23日には、地元出

身の有名漫画家による作品を展示する「新潟市マンガの家」オープン記念イベントを実施し、県内

外から多くの若者やマンガファンが訪れた。 

○酒造組合による「にいがた酒の陣 2013」が、３月 16～17日に市内で開催され、県内外から約８万

６千人が来場した。今年は「スペシャルメニューコンテスト」や「きき酒チャレンジ大会」などの

イベントを実施。多くの来場者から好評を得たほか、各マスメディアでも取り上げられた。 

 

【中小企業と若年求職者の雇用ミスマッチ解消に向けた取り組み】 

○市や当所等で構成する新潟市雇用促進協議会では、１月 15日に「2013にいがた就職ガイダンス」 

を開催。中小企業など 60社の採用担当者らがブースを構え、就職を目指す学生との個別面談を実 

施したほか、就職相談などを行った。 

 

【会員企業に対するＩＴ経営力向上の支援・取り組み】 

○当所では、タブレット、スマートフォンの営業活用講座を２回開催したほか、ワード基礎講座、エ 

クセル基礎講座などを実施し、企業のＩＴ経営力強化を支援した。 
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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（２０１３年１～３月）の景況感：      普通    

 ⅱ）来期（２０１３年４～６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 

 

２．地域経済の動向 

【生産の動向】 

○主な取引先である農業機械関連企業の輸出が好調なことから、受注が前年同月比で約 1.5倍に増加。 

                                   [農業用機械部品製造]  

 

【外国人観光客の動向】 

○客層の主流は中国人観光客だったものの、このところ東南アジアからの観光客が増加している。 

[土産品販売店] 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

○円安や原油価格の上昇に伴い、取引先から原材料の１割値上げを要請された。取引先との関係上、 

 値上げを容認せざるを得ないものの、価格転嫁は難しい状況。     ［プラスチック加工業］ 

○円安により、国内製品の価格競争力が高まっていることから、引き合いが増加している。今後は、 

 為替相場が安定することが望ましい。                  [ニット製品製造業] 

 

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】 

○３月 22日～４月７日にかけて、千代田区・千代田区観光協会の主催により「千代田のさくらまつ

り」を開催。桜の開花が２週間ほど早まったことから、千代田区と地域団体が連携し、シャトルバ

スの運行や観光案内所の設営を前倒ししたほか、さくらまつり公式ガイドマップを３月第３週に完

配した。期間中は桜のライトアップや桜グッズの販売、絵画展、写真コンクールなども実施。 

 

【中小企業と若年求職者の雇用ミスマッチ解消に向けた取り組み】 

○４月に、会員企業と学校法人との就職情報交換会を開催予定。企業・学校ともに関心が高く、すで

に定員を超える 160企業・団体の申込がある。 

 

【会員企業に対するＩＴ経営力向上の支援・取り組み】 

○平成 24年度に実施した「ｗｅｂ戦略パートナー派遣事業」の成果をもとに、中小企業の生産性向 

上のための第一歩として、ホームページで集客・受注を増やすためのポイントやＩＴを活用した社 

内効率向上のヒントをとりまとめた冊子「ホームページの見直しで会社を元気に！」を 4,000部発 

行した。 
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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（２０１３年１～３月）の景況感：      普通 

 ⅱ）来期（２０１３年４～６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】 

○３月に入り、気温の上昇に伴い春物商品に動きが出始め、売上が前年を上回った。  ［商店街］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○昨年９月以降、中国での日本への旅行の募集を停止していたが、昨年 12 月から再開。人気の桜を

目当てに予約も入り始めており、回復の兆しが見られる。             [ホテル業] 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

○今後、取引先からの値上げ要請により、輸入品であるワインやパスタなどの仕入価格に影響が出て

くる恐れがある。                               ［コンビニ］ 

 

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】 

○３月 16日に、東急東横線と東京メトロ副都心線の相互直通運転が開始。埼玉から横浜（元町・中

華街）までを結ぶ広域ネットワークができたことによって、遠方からの来街者が期待される。当日

の元町・中華街駅周辺では、パレードなどのイベントが行われ、普段の約２割増となる観光客で賑

わった。また、「元町・中華街キャンペーン」として、中華街などの飲食店で使えるクーポン付き

冊子を配布したほか、みなとみらいエリアのホテルでは、相互直通運転を記念して販売されたお得

な宿泊プランの売れ行きが好調に推移。今後は、来街者数を現在の年間約２千万人から１割程度増

やすことを目標としている。 

 

【中小企業と若年求職者の雇用ミスマッチ解消に向けた取り組み】 

○県内のある高校では、地元企業と連携し、２～３年生を対象にアルバイトとインターンシップを組

み合わせた就職支援事業「バイターン」に取り組んでいる。本事業は、市内の企業が企画しており、

無給の職場体験を受けた後、アルバイトとして働くというもの。学生は、そのまま正社員として採

用される道もあり、第１回の昨年度は参加者５名中２名が就職した。 

 

【海外展開支援】 

○当所では、ジェトロ横浜貿易情報センターとの共催による勉強会の第２弾として、「はじめての海 

外進出」勉強会を１～２月にかけて３日間のシリーズで開催。生産拠点の海外進出を検討する製造

業が増えていることから、初めて現地法人・製造拠点の設立を目指す中小企業を対象とし、現地法

人の設立方法や海外進出の基本的な留意点等、中国・ＡＳＥＡＮへの進出に向けた基礎知識を提供

した。勉強会終了後も、参加企業へのフォローアップを随時行う。 
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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（２０１３年１～３月）の景況感：      普通 

 ⅱ）来期（２０１３年４～６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 

 

２．地域経済の動向 

【消費の動向】 

○宿泊部門では、前年に比べると稼働率が高く、法人利用も堅調。レストラン部門では、売上は微増

だったものの、割引クーポンを利用する客が増えたことで、客単価が低下。     ［ホテル業］ 

 

【生産の動向】 

○円安により、取引先の輸出が好調なことから、自動車関連の売上が増加しており、建設機械関連も

伸びている。他方で、欧州向けの割合が高いロボット部品は、財政危機問題の再燃で減少した。 

     ［輸送用機器部品製造業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○中国からの利用客は低迷が続いているものの、タイや台湾などからの利用客が伸びたことで、全体

で売上は微増。                                ［ホテル業］ 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

○民間工事では、デベロッパーや自動車関連の案件が出てきたほか、公共工事においても、一部のイ

ンフラ関連で大型投資の動きが見られる。                    ［建設業］ 

 

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】 

○日本観光振興協会やＪＲ東海などで構成する「旅まつり名古屋実行委員会」では、３月 16～17日

に、全国各地の旅情報･物産が大集合する「旅まつり名古屋 2013」を名古屋市中心部で開催。物産

展やご当地のゆるキャラによる観光ＰＲ、ご当地アイドルによるステージなどを実施した。当所で

も、本イベントにおいて産業観光ＰＲブースを出展した。 

 

【中小企業と若年求職者の雇用ミスマッチ解消に向けた取り組み】 

○２月 28日、３月１日、３月４日の３日に分けて、大学生・短大生・専門学校生を対象に「合同企

業説明会」を開催。企業 55社、学生 241名が参加した。 

 

【会員企業に対するＩＴ経営力向上の支援・取り組み】 

○３月 14日に、携帯やスマートフォン等を活用した「企業へのテレワーク導入セミナー」を開催し、

33名の参加者を得た。また、３月 22日には、これからネットショップを始める企業を対象に、効

果的なホームページの作り方やネットショップを立ち上げる際の基礎知識などを解説するセミナ

ーを実施、107名が参加した。 
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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（２０１３年１～３月）の景況感：      どちらかと言えば悪い    

 ⅱ）来期（２０１３年４～６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】 

○３月に入ってから、春物衣料は紳士服・婦人服ともに前年を大きく上回っており、宝飾関連も好調。  

［百貨店］ 

【外国人観光客の動向】 

○10～12月は需要期のため、前期比では宿泊客数が減少したものの、前年同月比で見ると増加傾向に

ある。                                     [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・花灯路推進協議会では、３月８～17日に、今年で 11回目となる「京都・東山花灯路」を開

催。ＬＥＤの行灯と花を用いて華やぎのある散策路を演出し、121.5万人の来場者を得た。当日は、

震災復興関連事業として、来場者が「祈」の字にろうそくの火を灯す「祈りの灯り」や、宮城県亘

理郡山元町で追悼のために使われる「竹灯ろう」を点灯するイベントが行われ、参加料は復興支援

として寄付金に充てた。 

 

【商工会議所が実施する農林水産業と連携した事業・取り組み】 

○当所では、２月 19日に、京都の地場産品を百貨店バイヤー等に“逆商談会”形式で売り込む「京

のイチ押し商品売り込み商談会」を開催。当日は、農産品を含め、京都の特産品を売り込む事業者

257社、410名が参加、地場産品のＰＲ・販路拡大を図った。 

 

【中小企業と若年求職者の雇用ミスマッチ解消に向けた取り組み】 

○府では、当所を含む経済団体等と連携して設けている総合就業支援拠点「京都ジョブパーク」に、 

魅力ある中小企業と求職者の出会いを支援する「中小企業人財確保センター」を設置。求職者に対 

して、魅力ある企業の紹介や就職面接会・セミナーなどの情報提供を行うほか、中小企業には人材 

確保に関する相談、魅力発信支援、求職者との交流会などの情報を発信する。 

 

【会員企業に対するＩＴ経営力向上の支援・取り組み】 

○東南アジア市場をターゲットとしたネット通販の展開を支援するため、２月 25日に「ネットで海 

外市場の販路開拓（東南アジア編）」、３月 19日に「海外向けネット通販の始め方講座【初級編】

東南アジア編」を開催した。 
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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（２０１３年１～３月）の景況感：      どちらかと言えば良い 

 ⅱ）来期（２０１３年４～６月）の見通し：      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 

 

２．地域経済の動向 

【生産の動向】 

○消費税増税前の駆け込み需要に加え、景気の先行きに対するマインド改善もあり、住宅販売が好調

に推移。                                ［化学製品製造業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○円安により、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店舗が好調で、売上

は３％伸びた。                                 ［飲食店］ 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

○円安に伴う輸入ブランド品の値上げを見据えた駆け込み需要や株高などにより、富裕層を中心に、

宝石・時計・高級服等の高額品が上向いている。                  ［百貨店］ 

 

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】 

○１月 26日～３月 24日にかけて、市や大阪観光コンベンション協会との共催で、市内のレトロ建築

を周遊する「船場レトロ建築スタンプラリー」を実施、船場建築マップとスタンプラリーシートを

17,000 部配布した。本企画に参画するレトロ建築 18 ビルと周辺７ホテルでは、ラリーシートの提

示で割引やプレゼント等の特典を提供したほか、スタンプを３つ集めた応募者の中から抽選で 201

名に、ホテル宿泊券等の賞品をプレゼントした。 

○大阪市や大阪観光コンベンション協会との共催により、２月 22日～３月 17日に「デリス・レスト 

ランウィーク 2013＠食の都・大阪」を実施。本事業は、今回で３回目となる「大阪らしい料理やデ

ザート」をテーマにした料理コンテスト「食の都・大阪グランプリ」の歴代入賞作品 95作品のう

ち、34作品を期間限定で、各入賞者の店舗で味わうことができるもの。 

 

【商工会議所が実施する農林水産業と連携した事業・取り組み】 

○２月 26日に、府内 23商工会議所・商工会の共催で、農商工連携の促進を目的に、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「農商工連携フォーラム inおおさか」を開催。３

回目となる今年度は、10府県の 16農林漁業者と商工業者約 160名が参加。連携して開発したい商

品・サービスについて、農林漁業者が商工業者にプレゼンテーションを行ったほか、農林水産品を

試食しながら商談・情報交換ができる交流会も実施した。 
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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（２０１３年１～３月）の景況感：      普通 

 ⅱ）来期（２０１３年４～６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】 

 ○景況感は改善されてきているものの、客単価や購入点数は依然として減少傾向が続いている。電力

料金の値上げも控えており、個人消費への悪影響が懸念される。          [スーパー] 

 

【外国人観光客の動向】 

○円安により、台湾や香港、タイ、欧米からの外国人観光客は増加傾向にあるものの、中国人観光客

は依然として回復していない。                      ［総合スーパー］ 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

○都市ガスや重油の価格上昇に伴い、光熱費などランニングコストの大幅増加が予想されるものの、

なかなか価格転嫁できず、コスト削減も難しい状況。               ［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】 

○当所では、神戸経済同友会、神戸青年会議所と合同で、神戸における都市の魅力向上や競争力強化

を推進するため、研究会を設立。神戸市中心部のターミナル駅であるＪＲ三ノ宮駅周辺の活性化策

について検討を進めている。 

 

【商工会議所が実施する農林水産業と連携した事業・取り組み】 

○当所では、商工業と農業を橋渡しするプラットフォーム役となって、地元企業と若手農業生産者グ

ループのマッチングを支援する事業を実施。デザイナーとの連携によるパッケージデザインを含め

て、惣菜、ケーキ、アイスクリームなどの加工食材や化粧水などの新商品開発を行った。 

 

【中小企業と若年求職者の雇用ミスマッチ解消に向けた取り組み】 

○地元企業の人材確保に資することを目的に合同企業説明会「就職フェア」などを開催。そのほか、

中小企業における若手社員の採用支援のため、人材派遣会社と連携した紹介予定派遣事業「ＫＣＣ

Ｉトライアル雇用事業」を行った。 

 

【会員企業に対するＩＴ経営力向上の支援・取り組み】 

○情報化初心者である中小企業経営者向けに、分かりやすく関連情報を発信するとともに、ビジネス 

マッチングの促進を図ることを目的に、ホームページ内において「神戸のＩＴサポート企業データ 

ベース」を構築、運営している。 



 

 

13 

 

（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（２０１３年１～３月）の景況感：      普通    

 ⅱ）来期（２０１３年４～６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】 

 ○３月に入り気温が上昇したことで、衣料品などが好調に推移。        ［総合スーパー］ 

 

【生産の動向】 

○円安に伴い、取引先である自動車メーカーからの受注が増加している。 ［自動車用部品製造業］ 

○自動車メーカーの輸出が伸びていることから、当社にも好影響が出ているものの、原材料価格の上

昇による負担も増大している。                    ［金型・鋳物製造業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○外国人観光客も戻り始めており、緩やかな回復傾向にあるものの、一昨年と比較すると厳しい状況

は続いている。                               ［ホテル業］ 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

○ドル建契約が多いため、円安により収益は改善傾向にあるものの、原材料価格も上昇していること 

から、収益改善は小幅に止まる見込み。                      [造船業] 

 

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。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、菓子関係業界の振興にとどまらず、広範な分野への経済波及効果が期待される。目標来場

者数 80万人、経済波及効果は 150億円を試算。 

○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 25年３月末現在 

で、平成 25年度は 29校 4,879人、平成 26年度は 18校 3,649人の来訪が決定。 

 

【中小企業と若年求職者の雇用ミスマッチ解消に向けた取り組み】 

○当所では、近年の県外転出超過、とりわけ進学後に県内へ戻らない状況を改善するため、県が取り

組む関西・関東の大学と地元企業との交流会や合同企業説明会によるＵ・Ｉターン就職促進などの

事業に協力。５月 12日に大阪、５月 18日に東京で、県主催により県内企業合同説明会の開催を予

定している。 
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（瀬戸内国際芸術祭 

ジャウメ・プレンサ作「男木島の魂」） 

（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（２０１３年１～３月）の景況感：      どちらかと言えば悪い    

 ⅱ）来期（２０１３年４～６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】 

○１月～２月は厳しかったものの、３月は気温が高くなったことから春物商品が好調。 

[衣料品小売業] 

○早い時期から、瀬戸内国際芸術祭関連の宿泊予約があり、稼働率は７月まで好調。  [ホテル業] 

 

【外国人観光客の動向】 

○中国、韓国からのツアー客は減少しているが、３月に就航した高松－台北便により、台湾からの観

光客は回復傾向が見られる。                          ［旅行業］ 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

○円高修正に伴い、価格競争力が向上。海外向けでは、エネルギー関連などのクレーン需要が伸び、 

国内向けでは、復興需要や防災工事関連が堅調に推移。           [建設重機製造業] 

 ○運賃の引き上げは厳しいものの、１月から荷動きは増加しつつある。        [貨物運送業] 

 

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】 

 ○県などで組織する実行委員会では、香川県出身で、踊る大捜査線シリーズの監督を務める本広克行 

氏をディレクターに迎え、２月３日～17日に、「さぬき映画祭 2013」を開催。公開前特別上映作品 

やドキュメンタリー、アニメなどの上映のほか、香川県をイメージできる映像作品の企画募集、映 

画監督等を講師役に映像作品の制作・上映・講評を行う映像塾「映画制作実践講座」等が実施され 

た。 

○３月 20日に、瀬戸内海の島々を舞台とした現代アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭 2013」が開幕。 

 本芸術祭は春（～４月 21日）、夏（７月 20日～９月１日）、秋（10月５日～11月４日）の３シー 

 ズンに渡って開催される。 

 

【中小企業と若年求職者の雇用ミスマッチ解消に向けた取り組み】 

○２月７日に、かがわーくフェアを香川労働局主催で開催。離職を余儀なくされた社会人や学生を対

象に就職面接会を実施したほか、ジョブ・カード制度の普及を行った。 

 

【会員企業に対するＩＴ経営力向上の支援・取り組み】 

○当所では、２月８日に、「スマートフォン・タブレット講座～はじめてからビジネス活用まで～」

を開催。初心者向けの使い方に関する講義から、具体的なビジネス活用までを解説した。 
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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（２０１３年１～３月）の景況感：      どちらかと言えば悪い    

 ⅱ）来期（２０１３年４～６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】 

○景気回復への期待感から、消費マインドが上向いている。宝飾、時計、美術品など高額品の売上が 

増加傾向。                                   ［百貨店］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○韓国からの観光客が回復傾向。来店客数も増えており、電化製品の売れ行きが好調。                                   

［家電販売店］ 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

 ○円安により仕入価格の上昇が続いている。売上は好転しているが利益が出ない。  ［石油販売業］ 

 ○円安に伴い、小麦や食用油をはじめ、食材の価格が上昇しており、今後が心配。    ［飲食店］ 

 

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】 

○当所などで構成する福岡アジアファッション拠点推進会議では、３月 24日に、５回目となる「福

岡アジアコレクション」を開催。今回はさらに、３月２日～４月７日にかけて、市内を巨大なファ

ッションモールと見立てて、約 300の商業施設等がセール・イベントを行う「ファッションウィー

ク福岡」を実施した。 

○当所では、２月 20日に、観光商談会「観光マッチング 2013～観光 de九州」を開催。旅館やホテル、

アミューズメント施設など観光産業に関わるバイヤーや国内外の旅行代理店など 29社が一堂に会

し、商品開発や顧客発掘に活かせるＢtoＢの商談を行った。 

○１月 23日～29日に、地場食品の新鮮さ・安全性をＰＲし、消費の拡大や地元名物の発掘・育成を

目的に「博多うまかもん市」を開催。期間中は、料亭弁当の販売や料理教室、鮮魚オークションの

ほか、あ・るっく福岡の街あるき企画とのコラボなどを実施。当日は、約４万人の来場者を得た。 

 

【中小企業と若年求職者の雇用ミスマッチ解消に向けた取り組み】 

○当所では、２月 19日に、「会社合同説明会」を開催。来春卒業予定者や中途での就職希望者を対象

とした説明会のほか、今春卒業予定者や卒業３年以内の既卒者向けに特別応援採用コーナーを設置

し、中小企業の人材確保を支援した。参加企業は 170社、参加者は 2,334名にのぼった。 


