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地域経済四半期動向（１２大都市商工会議所）－２０１３年４～６月－ 
◇◆景況感および地域における特徴的な動き◇◆ 

＜今期（2013年4～6月）の景況感＞ 
 公共工事や住宅関連の受注が好調な建設業、自動車をはじめとする輸出関連企業などに牽引され、景況感は改善。ま

た、景気回復への期待感から消費マインドに改善がみられ、高額品の販売が好調なほか、外国人観光客についても、
東南アジアや台湾などからの来訪が増加。他方で、燃料や原材料の価格上昇・高止まりに加え、人件費、電力料金等
のコストが増す中、価格転嫁が進まないとの指摘もあり、中小企業の中には、景気回復の実感に乏しいとの声もある 

 

＜来期（2013年7～9月）の景況感＞ 
 燃料・原材料価格の動向や電力料金の値上げなど懸念はあるものの、消費税引き上げ前の駆け込み需要が本格化する

住宅関連のほか、円安傾向等を背景に持ち直しが続く輸出関連企業により、改善傾向が続く見込み 
 

＜今期の地域における特徴的な動き＞ 
 ①中小企業金融円滑化法終了後の対策として、各地会議所では、「金融機関各支店との綿密な情報交換の実施」のほ

か、「金融機関から追加融資時に徴求される経営改善計画書作成に関する相談」、「小規模事業を対象とする再生支
援窓口の設置」など、個別企業の業況、経営規模、業種・業態に応じたきめ細かな支援に取り組んでいる 

 

 ②各地会議所では、海外展開支援として、「ＡＳＥＡＮ諸国（インドネシア、タイ、ベトナム等）に着目した視察会等の
実施」や「インドやイスラム圏ビジネスに関する勉強会の開催」のほか、「海外展開を行う中小企業の次世代経営者
を育成する海外ビジネスリーダー塾の実施」等、対象国の広がり、人材育成など、取り組みに新たな展開 

 

ⅰ） 今期（２０１３年４～６月）の景況感 

ⅱ） 来期（２０１３年７～９月）の見通し 

今期および来期の景況感  

 外需は回復傾向にあるが全体としては依然厳しい状況にある（新潟 工作機械製造業） 
 

 大手自動車メーカーの海外シフトの影響で受注が減少  （横浜 自動車部品製造業） 
 

 販売価格の低下は続いているが、受注は増加している       （大阪 印刷業） 
 

 自動車向けは国内、北米向けが好調。一方、建機関連は取引先の中国の生産が落ち込ん
でおり不調                  （名古屋 輸送用機器部品製造業） 

 

 主要取引先の生産が好調で自社の受注も増加。今後の新型車の発売による増産も期待 
                            （広島 自動車部品製造業） 
 

 食用油・食肉・小麦・大豆などの原材料価格が上昇しているが、転嫁は困難 
                               （福岡 食品製造業） 
 

＜参考：鉱工業生産指数  経済産業省＞ 指数：平成22年=100 
 3月：95.0（前月比0.1%） → 4月：95.9（前月比 0.9%） → 5月：97.8 （前月比 2.0%）  ※5月は速報値 

◆生産の動向 
（ ）内は前期の件数 

 輸入品を中心に価格が上昇しているが価格競争が厳しく転嫁は困難 （札幌 スーパー） 
 

 ５月の市内百貨店売上高は２カ月ぶりに前年同月を上回っており、消費は堅調 （仙台） 
 

 都内の高級食料スーパー向けに卸している商品の売上が増加  （東京 和菓子製造業） 
 

 雨が降らず、暑さが続いたことから、週末のビアガーデンはほぼ満席 （横浜 飲食店） 
 

 高級ブランド、宝飾、時計などの高額品の販売は好調        （京都 百貨店） 
 

 消費税引き上げ前の駆け込み等により戸建て住宅が好調      （大阪 住宅販売） 
 

 食料品や日用品については依然として節約傾向が続いている    （神戸 スーパー） 
 

 冷蔵庫などの白物家電の売上が増加。特に省エネ型の販売が好調  （高松 家電販売） 
 

＜参考：景気ウオッチャー調査 内閣府＞ 
   現   状（ポイント）  1月：49.5 → 2月：53.2 → 3月：57.3 → 4月：56.5 → 5月：55.7 → 6月：53.0 
   先行き（ポイント） 1月：56.5 → 2月：57.7 → 3月：57.5 → 4月：57.8 → 5月：56.2 → 6月：53.6 

▷ 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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＜参考：前期（２０１３年１～３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 

 タイからの観光客が大幅に増加                 （札幌 菓子製造業） 
 

 外国人観光客が増加しており、ホームステイの需要も伸びている。特に、東南アジアからの
旅行者が多い                      （東京 ホームステイ斡旋業） 

 東南アジアや台湾からの客が増加。顧客に占める外国人比率も上昇しており好調                            
                                （横浜 ホテル業） 
 欧米からの客数は震災前の状況に戻り、前年と比べると１０倍近い （大阪 飲食業） 
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どちらかと言えば良い 

＜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４～６月）の景況感および来期（２０１３年７～９月）の見通し 
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＜図の見方＞ 
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会議所では、金融円滑化法終了後の取り組みとし
て、「経営改善計画書」の作成相談や専門家の派
遣、金融機関各支店との情報交換を実施している 

 

会議所では、海外展開をしている中小企業の次世
代経営者・幹部の育成やネットワーク作りを支援
する「海外ビジネスリーダー塾」を開催 
 

会議所の呼びかけにより、サイクリングによる観
光誘致を目的に「サイクル・ツーリズム北海道推
進連絡会」を設立。４月に第４回、６月に第５回
連絡会を開催し、サイクルステーションの設置や
ガイドブックの作成について意見交換を実施 

会議所では、４月より販路の回復・拡大支援を行
う専門部署を設置。バイヤー経験者のコーディ
ネーターが常駐し、相談体制を強化するとともに
全国の商工会議所のネットワークを活用し、各地
のバイヤーを招聘し、「伊達な商談会」を開催 
 

６月１、２日に今年で３回目となる「東北六魂
祭」が福島市で開催。２日間合計で２５万人と前
回同様の人出となった 

 

仙台空港では４月に東北で初となるＬＣＣが関西
線の運航を開始。ビジネス需要や観光の利便性が
高まっている 

会議所では、金融円滑化法終了後の取り組みとし
て、４月から「中小企業金融円滑化法関連特別相
談窓口」を設置したほか、「事業計画」作成のた
めの実践セミナーを開催 

 

会議所では、工業部会でタイのアマタシティ工業
団地や現地に進出している地元企業などを視察す
る研修会を実施 

 

会議所等で構成する「新潟総踊り実行委員会」は、
様々なジャンルの音楽や芸能を集め、「ART MIX 
JAPAN～侘と寂～NIIGATA２０１３」を開催 

首都圏６商工会議所と協力し、インドネシア現地
事情視察会を実施。ジャカルタの企業・工場視察
や現地日系企業、支援団体等との交流会を開催 

 

中野区では、会議所、観光協会、商店街、明治大
学で協力し、お弁当プロジェクトを展開。大学の
学食前の試験販売を経て、継続販売に繋げる 
 

渋谷区のハチ公前広場に、会議所主導で一昨年・
昨年と臨時で設置した観光案内所が来街者に好評
であったことから常設化が決定 

会議所では、４月に関係機関と連携して、海外展
開に踏み出せない企業を対象とした「はじめての
海外セミナーⅢ」を開催したほか、６月には「メ
コン地域進出セミナー」を開催 
 

会議所主催の「ザよこはまパレード」では、今年
からコスプレを取り入れた「ヨコハマカワイイパ
レード」が行われ、県内のご当地アイドルやアニ
メなどのコスチューム姿の参加者が登場 
 

みなとみらい２１地区に新しい商業施設「マーク
イズみなとみらい」がオープン。開業３日間の来
場者は４０万人に達した 

会議所では、４月に「ベトナム・モノづくり産業
視察会」を行い、ハノイやハイフォン周辺の企業
を視察、商談を実施。また、インドネシアやミャ
ンマーなどの投資セミナーを関係機関と共催した 
 

会議所では、医療機器産業への参入を目指す中小
製造業の相談窓口「医療機器産業サポート・デス
ク」を開設し、医療機器メーカーのニーズを聞く
「医療連携ニーズプレゼンテーション」を実施 
 

会議所では、「名古屋周辺の産業博物館」リーフ
レットと「産業観光のしおり」を作成・配布し、
産業観光施設を巡るウォーキングを開催 

 

会議所等で構成する「京都産学公連携機構」では、
産学公連携で研究を推進するグループの活動を支
援し、研究開発や事業化へのステップアップを図
るための助成金の申請を募集 
 

京都ブランド推進連絡協議会では、京都の都市格
向上を図ることを目的に「京都ブランドグローバ
ル展開助成金」の申請を募集 
 

会議所等では、京都の和装と洋装文化の交流と融
合を図り、伝統的な服飾文化を世界へ発信するこ
とを目的としたファッションイベント「FASHION 
CANTANA from KYOTO」を開催 

 

会議所では、金融円滑化法終了後の取り組みとし
て、「小規模事業再生サポートセンター」を設置
し、専任のサポーターを配置したほか、金融機関
との対話の場を設ける特別相談制度を実施 
 

会議所では、ベトナム・ホーチミンの日系工業団
地への中小企業の共同進出を支援したほか、イス
ラム圏向けのビジネスに関する勉強会を開催 
 

ライフサイエンス分野の研究機関・企業が集積す
る大阪の優位性を活かし、産業の発展と国際展開
を実現する「大阪ライフサイエンス国際戦略特
区」の認定を府・市・会議所で関係省庁に要望 

 

会議所では、金融円滑化法終了後の取り組みとし
て、県、市、金融機関等と連携して各機関の融資
制度の説明会を開催 
 

会議所では、海外ビジネス経験豊富な企業ＯＢ等
を中小企業に派遣して、販路開拓支援、契約書の
作成など、実務支援を行う「中小企業国際・ビジ
ネスサポート事業」を展開 
 

市では、実行委員会を立ち上げ、アクティブシニ
ア層をターゲットとし、「神戸ならではの」「特
別感のある」まち歩きや体験プログラム「おとな
旅・神戸」を検討中 

会議所と高松大学、高松短期大学は産業振興、人
材育成等の分野で相互に協力し、地域社会の発展
と人材育成への寄与を目的に連携協定を締結 
 

中四国６県（島根・鳥取・岡山・香川・徳島・高
知）の会議所が連携を図り、地域経済の発展を目
指す「中四国南北軸交流懇談会」を瀬戸大橋開通
２５周年を迎えた香川県坂出市で開催 
 

アニメ・マンガ・ゲーム等のサブカルチャーコン
テンツが商店街に一同に集まる「キャラ・フェス
７」が５月に開催。全国からアニメファンが訪れ、
大盛況であった 

会議所と釜山会議所は「２０１３福岡-釜山ビジ
ネスCEOフォーラム」を韓国・釜山市で開催。自
動車や観光産業など両地域の広域的な経済交流に
ついて意見交換を行った 

 

福岡ゆかりの人物「黒田官兵衛」の生涯を描く来
年のＮＨＫ大河ドラマの決定を受け、ドラマを契
機とした観光振興を図ることを目的に「『軍師官
兵衛』福岡プロジェクト協議会」が設立 
 

会議所など経済界・大学等９団体は福岡空港の滑
走路増設と並行誘導路二重化の早期整備を求める
「福岡空港滑走路増設等整備促進期成会」を設立 
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会議所では、金融円滑化法終了後の取り組みとし
て、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 
 

会議所とひろしま産業振興機構の共催で中小企業
海外ビジネスセミナー「インドにおける中小企業
のビジネスチャンスと留意点」を７月に開催予定 
 

「第２６回全国菓子大博覧会」が旧広島市民球場
跡地およびその周辺を会場として４月１９日～５
月２４日に開催。約８０万人が訪れ、菓子業界の
振興にとどまらず、広範な分野への経済波及効果
（約１５０億円の見込み）があった 

＜地域の取り組み・動き＞ 

どちらかと言えば悪い 


