
　

2013年7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◇◆

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）＞

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。

＜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・

　業態に応じたキメ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．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4～6月)の景況感」および「来期(2013年7～9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＞

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

＜今期（2013年4～6月）＞

地域経済四半期動向（１２大都市商工会議所） 
－２０１３年４～６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 ：多少改善 東京 ：ほぼ同水準

横浜 ：多少改善 横浜 ：ほぼ同水準

名古屋 ：多少改善 名古屋 ：ほぼ同水準

京都 ：ほぼ同水準 京都 ：ほぼ同水準

大阪 ：ほぼ同水準 大阪 ：ほぼ同水準

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 ：ほぼ同水準 高松 ：ほぼ同水準

福岡 ：ほぼ同水準 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 ：ほぼ同水準

東京 ：多少改善

横浜 ：多少改善

名古屋 ：多少改善

京都 ：多少改善

大阪 ：多少改善

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４～６月）の景況感：      どちらかと言えば悪い    

 ⅱ）来期（２０１３年７～９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】 

○４月は天候の悪い日が続いたため売上が伸び悩んだものの、今期全体でみると大きな影響はみられ

ない。ただし、輸入品を中心に取扱商品の価格が上昇する中、大手小売店との価格競争が激化して

おり、販売価格へ転嫁できる状況にない。                    [スーパー] 

 

【外国人観光客の動向】 

 ○中国からの観光客が回復しつつあるほか、タイなど東南アジアからの観光客も大幅に増加。 

                                        [菓子製造業] 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

○円安に伴い、原材料やガソリン・灯油などの価格が上昇しているが、販売価格へ転嫁できなければ、

業績悪化が見込まれる。                      [配電盤・制御盤製造業] 

 

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】 

○北海道商工会議所連合会、北海道運輸局、道内各自治体、自転車関連企業、ホテル業界などで組織

する「サイクル・ツーリズム北海道推進連絡会」では、サイクリングを北海道の新たな観光資源と

して観光客誘致に取り組むため、４月 16 日に第４回連絡会を開催。関係機関が協力して周知活動

を行うとともに、連携地域の拡大を図り、オール北海道で自転車による観光客の誘致を図っていく

ほか、観光庁の事業により、観光客を受け入れる環境の整備も実施する。また、６月 13 日には第

５回連絡会が開催され、サイクルステーションの設置方法や、受入宿泊施設・自転車販売店のリス

トアップ、ガイドブック作成などについて意見交換を行った。 

 

【金融円滑化法終了後の資金繰りに関する支援・取り組み】 

○「経営改善計画書」の作成にあたり、経営指導員や専門家が無料で相談に応じる「経営改善計画書 

作成支援サービス」を実施しているほか、各金融機関との意見交換を定期的に行っている。 

 

【海外展開支援】 

○当所のほか、市や観光協会などで構成する「アジアにおける札幌の物産と観光フェア実行委員会」 

の主催により、４月８日～９日に、香港に４店舗、上海に１店舗を展開する「シティ・スーパー」 

のバイヤーと道内企業との商談会を開催。中国での販路拡大を考えている食品メーカー49社が参加 

した。 

○５月 24日、６月 21日に、海外展開をしている中小企業の次世代経営者や幹部の育成、ネットワー 

ク作りを支援するため、「海外ビジネスリーダー養成塾」を開催。「輸出取引におけるリスクマネジ 

メント」、「海外展開を見据えた展示会出展」をテーマに、事例紹介などを踏まえた講演を行った。 
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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４～６月）の景況感：      どちらかと言えば悪い 

 ⅱ）来期（２０１３年７～９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】 

○４月の宮城県の大型小売店販売額をみると、前年同月比 3.8％減の 333億 3,000万円と、２ヶ月ぶ 

りに前年を下回ったものの、震災前の平成 22年同月比では 8.8％増となった。また、５の仙台市内 

百貨店（３店舗）の売上高は、前年同月比 1.5％の 66億 5,700万円と、２月ぶりに前年を上回り、 

震災前の平成 22年同月比でも 4.4％増と、堅調に推移している。 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

 ○建設業では、復興需要により木材をはじめとする建築部材の輸入が増加しているものの、円安の影

響により建築コストが上昇。人件費の上昇もあり、販売価格へ転嫁せざるを得ない状況にある。 

 

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】 

○４月から、販路の回復・拡大支援を行う専門部署を設置。本部署では、バイヤー経験者のコーディ 

ネーターを常駐させ、販路開拓に関する相談体制を強化するとともに、日本商工会議所や各地商工 

会議所のネットワークを活用し、全国各地より様々な業種のバイヤーを招いた商談会「伊達な商談 

会」を実施。また、バイヤーを気仙沼市に招く「被災地バスツアー・現地商談会」の開催や、商談 

力アップセミナー等の実施を通じて、事業所の販路回復・拡大支援を行っている。６月末までで、 

計 11回の商談会を開催した。 

○６月１日～２日に、福島市において「東北六魂祭」を開催。来場者は２日間で約 25万人にのぼっ 

た。また、同日に行われた東北六魂祭実行委員会総会において、東北六県を一巡以上継続開催し、 

夏祭りを通じた交流人口の回復・拡大を図り、国内外へ東北を PRしていくことを確認した。 

 ○４月～６月の３カ月にわたり、JRの大型観光キャンペーン「仙台・宮城デスティネーション（DC）」 

が実施された。期間中、沿岸被災地の応援を目的とした「復興ツーリズム」の需要増加や、DCの効 

果などにより、４月～５月における県内観光客入込数は、昨年の同期比で 12.4％増、震災前の平成 

22 年同期比では 4.4％減の水準まで回復。当所では本キャンペーン終了後も、地域一体となって、

おもてなし意識の一層の醸成や観光振興を通じた交流人口の拡大に努め、震災復興を加速させる。 

 

【インフラ整備】 

○４月 12日に、東北で初の LCCとなるピーチ・アビエーションの仙台－関西線が就航。４月 20日に

は、スカイマークの仙台－札幌線、仙台－福岡線が就航したことで、ビジネス需要や観光の利便性

が高まっており、旅客数は増加傾向にある。また、６月にハワイアン航空による仙台－ホノルル線

の就航が開始され、仙台空港発着便は国内線・国際線合計で、過去最多となる１日最大 65 往復と

なった。 
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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４～６月）の景況感：      普通 

 ⅱ）来期（２０１３年７～９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】 

○燃費性能のよい新型軽自動車の受注が好調。他方で、単価が低い軽自動車の販売比率が上がること 

で収益減少を懸念している。                       ［自動車販売業］ 

 

【生産の動向】 

○中国向けのスポット受注もあり外需は回復傾向にあるが、全体としては厳しい状況が続いている。                                

［工作機械製造業］ 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

○円安に伴う原材料価格の上昇により、取引先の製紙メーカーから値上げの通知があったものの、販 

売価格に転嫁できない状況にある。                ［紙・事務用品等卸売業］ 

 

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】 

○200年以上の歴史を持ち、現在観光資源に位置付けている「古町芸妓」の技芸を保全・継承させる 

ため、４月に当所や市を中心に「古町芸妓育成協議会」を設立し、「古町芸妓育成支援事業」を開 

始した。 

○４月 20日、当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、気 

軽な料金で会場を“はしご”できる「ART MIX JAPAN～侘と寂～NIIGATA 2013」を開催。当日の観 

客動員数は 11,000人にのぼった。 

○６月 10日～15日にかけて、１冊４枚綴りの割安なチケットで、古町花街にある飲食店 65店舗を自 

 由に回れる「古町花街ぶらり酒」を実施。期間中の参加店の売上は昨年同期比で２倍となった店舗 

もみられた。 

 

【金融円滑化法終了後の資金繰りに関する支援・取り組み】 

○４月から「中小企業金融円滑化法関連特別相談窓口」を開設。５月 24日には、「企業防衛セミナー： 

財務三表の見方」を開催し、67名が参加した。また、６月 18日、25日には、認定事業再生士を講 

師に招き、「事業計画作成実践セミナー」を開催。２日間で合計 33名が参加した。 

 

【海外展開支援】 

○６月５日に、「アジアにおける日系企業のビジネス活動に関する講習会」を実施し、41名の参加を 

得た。また、６月 20日～23日には、当所の工業部会員 18名が、タイを訪問し、アマタシティ工業 

団地や造成を手掛ける現地の日本企業 (本社：新潟市)等を視察した。 
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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４～６月）の景況感：      普通    

 ⅱ）来期（２０１３年７～９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】 

○都心の高級食料品スーパーに卸している自社商品の売上が増加。郊外にある自社店舗でも、客数・

客単価に改善が見られている。                     ［和菓子製造販売業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○円安に伴い外国人観光客が増加しており、需要が拡大。特に東南アジアからの観光客が好調なため、

タイやミャンマーへの営業を強化している。              [ホームステイ斡旋業] 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

○取引先のうち２社が、発注先を海外から国内にシフトさせている。  ［エレベーター部品製造業］ 

○ガソリン代や運送費等のコストが増加しているほか、円安に伴い商品価格が上昇しているため、受 

注減少や採算悪化につながっている。                   ［工作機械卸売業］ 

 

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】 

○６月 18日より、渋谷駅ハチ公前広場にある鉄道の旧型車両を用いたモニュメント(通称アオガエル)

内の観光案内所が開設。当所渋谷支部の主導により一昨年と昨年に期間限定で設置していたが、来

街者に大変好評であったため、渋谷区からの強い要望により常設化が決定した。 

 

【会員企業の新分野進出に関する支援・取り組み】 

○当所中野支部では、中野区観光協会、明治大学、地元商店街との協力により、「お弁当プロジェク 

ト」を展開。明治大学の学食前での試験販売を経て、継続販売につなげていく予定。 

 

【海外展開支援】 

○６月 19日に、ベトナムの最新事情と工業団地・進出事例に関するセミナーを開催し、150名が参加 

した。本セミナーでは、ベトナムの投資環境の現状と今後の展望、ロンハウ工業・ダイアン工業団 

地の概要や進出事例などを紹介した。 

○当所では、６月 24日～28日に首都圏の商工会議所（さいたま、千葉、横浜、川崎、相模原）との 

 連携により、インドネシア現地事情視察会を実施。14社 21名が参加した。現地では、インドネシ 

ア（ジャカルタ）の企業や工場の視察、現地日系企業・支援団体等との交流会を行った。 
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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４～６月）の景況感：      普通 

 ⅱ）来期（２０１３年７～９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】 

○宝飾品などの高額品が堅調。また、例年より早く梅雨入りしたものの、暑い日が続いたため、日傘 

の売上が昨年より５割増えたほか、季節関連商品の特設売り場の売上も３割増加した。 ［百貨店］ 

 ○梅雨入りしても雨が降らず、気温が上昇したことから、金曜夜や土日、祝日の来店客が多く、ほぼ 

満席の状況が続いた。                              ［飲食店］ 

 

【生産の動向】 

○大手自動車メーカーの工場が海外に移転した影響により、受注が減少。   ［自動車部品製造業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○東南アジアや台湾からの宿泊客が増えており、外国人比率は 13％まで上昇。特に学会の開催時は、

外国人の参加者が長期滞在するため、売上増に大きく寄与した。          ［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】 

○当所南部支部では、「地産地消・地域資源の開発・地域貢献」をテーマに、地元企業のパティシエ

による地元食材を使った横浜ならではの洋菓子『よこはまおやつ』を発売。よこはまおやつは、当

所と洋菓子店などの当地区の企業が連携し、「YOKOHAMA HONEY&EGGプロジェクト」として開発を進

めてきたもの。地元企業が CSR活動の一環として採取しているハチミツや地元産の卵を使い、横浜

の特色を踏まえて考案されたお菓子で、売上金の一部は地域のボランティア団体に寄付される。 

○５月３日に、当所主催による毎年恒例のイベント「ザよこはまパレード」が開催された。今回も震

災復興支援として、郷土芸能の「釜石虎舞」や「三本柳さんさ踊り」の２団体を東北より招き、ス

ペシャルパレードを実施。また、新たに日本のポップカルチャーである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等のコスチューム姿の人々が

参加した。当日は、昨年を上回る約 35万人の見物客が訪れた。 

○６月 21日、みなとみらい 21地区に同地区最大規模の商業施設「マークイズみなとみらい」がオー

プン。駅と直結していることに加え、東京・埼玉方面との鉄道の相互直通運転の効果もあり、開業

３日間で来場者数は 40万人に達した。 

 

【海外展開支援】 

○当所では、JETROや市などの関係機関と連携し、４月 24日に、「はじめての海外セミナーⅢ」を開 

催し、96名が参加した。基調講演や海外展開実績のある企業の事例発表等を行った。 
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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４～６月）の景況感：      どちらかと言えば良い 

 ⅱ）来期（２０１３年７～９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】 

○自動車関連を中心に企業の宿泊利用が好調。レストランも売上が伸びており、接待利用など企業向

けの需要も戻ってきている。                         ［ホテル業］ 

○東京や北海道、沖縄への国内旅行が好調に推移。海外旅行は、東南アジアやグアム・サイパンが増

加したものの、円安に伴う割高感から総じて低調。法人向けは海外出張が増加傾向にある。 

［旅行業］ 

 

【生産の動向】 

○自動車関連では、国内向けや北米向けが好調だったものの、建設機械関連では、中国向けが伸び悩

んだ。                              ［輸送用機械部品製造業］ 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

○円安を背景に、取引先の自動車関連企業が増産しており、自社の売上も増加。 

  ［輸送用機器部品製造業］ 

 

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】 

○産業観光振興のため、「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」を作成し、

配布した。６月 29日には、当地における「ものづくり」の伝統を今に伝える様々な産業文化財を

巡り、その魅力を知り、ものづくり文化に触れることを目的に、「ものづくり文化再発見！ウォー

キング」を開催し、389名の参加を得た。 

 

【会員企業の新分野進出に関する支援・取り組み】 

○５月２日に、医療機器産業への参入を目指す中小製造業の相談窓口として、「医療機器産業サポー

ト・デスク」を開設。５月 10日には、医療機器メーカーのニーズ等を聞く「医療連携ニーズプレ

ゼンテーション」を実施し、60名が参加した。 

 

【海外展開支援】 

○４月 14日～18日に、「ベトナム・モノづくり産業視察会」を実施。19名が参加し、ハノイやハイ

フォン周辺の企業等を視察し、商談を行った。また、６月 10日には、「中国自動車産業の現状と見

通し」をテーマに講演会を開催。参加者は 150名にのぼった。 

○４月 19日に、国際取引におけるリスクを軽減するため、国際法務に詳しい弁護士を講師に招き、「中

小企業のための国際契約入門講座」を実施し、41名が参加した。また、４月～６月にかけて、イン

ドネシアやミャンマー等への投資セミナーを関係機関の協力のもと継続的に開催した。 
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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４～６月）の景況感：      普通 

 ⅱ）来期（２０１３年７～９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】 

○高級ブランド品や宝飾・時計等の高額品が堅調に推移している。           ［百貨店］ 

 

【生産の動向】 

○関西向けの生産は低調だったものの、首都圏でのホテルの改修など大型案件が増加しているため総

じて改善傾向。                           ［木材・木製品製造業］ 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

○原材料価格の上昇に伴い、仕入コストは増大しているものの、販売価格が上がらない。仕事が増え

ても利益を上げることができない状態が続いている。            ［一般機械製造業］ 

 

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】 

○当所や西陣織工業組合などで組織する「ファッションカンタータ開催委員会」では、府や市と連携

し、５月 25日に、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 CANTATA from KYOTO」を開催。抽選で当選し

た 3,000人が来場した。 

 ○府では、映画・マンガ・アニメの聖地などのコンテンツ資源を活用した観光誘客や商店街振興、新 

分野への展開を支援するため、府内の団体や企業を対象に、「映画・マンガ・アニメ聖地活用促進 

事業補助金」を創設。本事業による地域活性化を図る。 

 

【会員企業の新分野進出に関する支援・取り組み】 

○当所が構成団体となっている「京都産学公連携機構」では、産学公の連携による研究を推進するグ

ループを対象に、「文理融合・文系産学連携促進事業助成対象事業」の募集を開始した。本事業を

通じ、新規性や独自性のある研究開発や事業化へのステップアップを支援する。 

 

【海外展開支援】 

○当所と市では、IT、バイオなどの先端技術の集積地として注目されているスペイン・マラガ市への 

日本企業の投資促進や、京都市とマラガ市の産学公各分野でのパートナーシップ構築を図るため、 

５月 31日に、マラガ市長を招き、「スペイン・マラガ市 投資ビジネスセミナー」を開催した。 

 ○当所や府、市などで組織する「京都ブランド推進連絡協議会」では、京都ブランドや京都の都市格 

の向上を目的に、「京都ブランドグローバル展開助成金」の申請を募集。京都の優れた文化、芸術、 

産業等を広く海外に発信する事業に対して支援を行う。 
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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４～６月）の景況感：      良い 

 ⅱ）来期（２０１３年７～９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 

【消費の動向】 

○モデルチェンジをした主力車の売れ行きが好調。前年比でみると売上は 30％増、経常利益は 3.6倍

となった。                                ［自動車販売業］ 

○消費者のマインド改善や消費税引き上げ前の駆け込み需要などを背景に、戸建て住宅が好調。 

    [住宅販売業] 

 

【外国人観光客の動向】 

○韓国やタイ、インドネシアなどからの観光客が増加。欧米からの客数も震災前の水準に戻っており、

前年比でみても 10倍近くになっている。                     ［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】 

○当所や市、大阪観光コンベンション協会が推進する「大阪ナイトカルチャー」事業の一環として、

上方伝統芸能を活用した「初心者のための上方伝統芸能ナイト」を実施。実際に舞台へ上がり、上

方伝統芸能を体験できるコーナーを設けるなど、伝統芸能に馴染みのない人でも気楽に楽しめるプ

ログラムを設定し、５月～７月にかけて毎月１回ずつ実施。 

 

【会員企業の新分野進出に関する支援・取り組み】 

○ライフサイエンス関連分野の研究機関・企業が集積する大阪の優位性を活かし、ライフサイエンス

産業の発展と関連ビジネスの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」を府・市・

当所の３者で要望。創薬、医療機器、健康食品等関連分野に、民間の投資を喚起する仕組みの創設

を大阪に整備することを提案した。 

 

【金融円滑化法終了後の資金繰りに関する支援・取り組み】 

○当所の経営相談室内に、「小規模事業再生サポートセンター」を設置。週２日開設し、専任サポー 

ターが金融相談に対応する。また、金融機関と直接相談を行う場を設ける特別相談制度を開始した。 

 

【海外展開支援】 

○セミナー等を通じて、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てい 

るほか、イスラム圏向けのビジネスに関する勉強会を新たに開始。今後は商談会等も実施する予定。 
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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４～６月）の景況感：      普通 

 ⅱ）来期（２０１３年７～９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】 

 ○マインドの改善は見られるものの、食料品や日用品では消費者の節約志向が続いている。  

[スーパー] 

 

【外国人観光客の動向】 

○中国からの観光客は依然として低迷しているものの、タイからは増加。外国人観光客は総じて回復

傾向にある。                                  ［旅行業］ 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

○円安による原材料価格の上昇分を販売価格に転嫁できていない。         ［履物製造業］ 

 

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】 

○若年層の観光客が多い当地では、昨年の NHK大河ドラマ「平清盛」の効果や、これまで注目されて

いなかった歴史的資源を活用することで、シニアを中心とする新たな観光客層を獲得。これを受け

て、市や当所では、更なる誘客に繋げるため、アクティブシニア層をターゲットに、まち歩きや体

験プログラムを提供する新たな観光事業「おとな旅・神戸」を実施することを決定。今後、神戸の

歴史や文化などを盛り込んだ「神戸ならでは」の観光プランの提供のほか、観光名所や神戸の楽し

み方などを発掘・発信する具体案を検討する。 

 

【金融円滑化法終了後の資金繰りに関する支援・取り組み】 

○金融円滑化法終了後に創設された市や金融機関などの融資制度等について、一度に情報収集ができ

るよう各機関の担当者を招いた説明会を開催。このほか、３月末に開設した相談窓口では、兵庫県

信用保証協会と連携し、専門家が相談対応を行うなどの機能強化を図った。 

 

【海外展開支援】 

○兵庫県内の中小企業を対象に、海外ビジネス経験豊富な企業 OB（登録 47名）を派遣する「国際ビ

ジネス・サポート事業（企業 OB派遣事業）」を展開。本事業により、利用申請７社のうち、４社に

対して、販路開拓支援や契約書の作成などの実務支援を行った。また、セミナーや講演会、メルマ

ガ等を通じ、インドをはじめとする有望な海外市場の情報提供や、個別相談窓口による輸出入手続

き、国際取引のトラブルなどへ対応している。 
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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（２０１３年４～６月）の景況感：      普通    

 ⅱ）来期（２０１３年７～９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】 

 ○全国菓子大博覧会の効果により、ゴールデンウィーク以降も売上は好調に推移。    ［百貨店］ 

 

【生産の動向】 

○取引先で新型車の生産が開始。今秋の販売に向けて、受注増が期待できる。 ［自動車部品製造業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○円安に伴い、外国人の宿泊客数は伸びている。前年同月比で見ても約 15％増となっている。 

                          ［ホテル業］ 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

○円安により取引先の輸出が好調なことから、自社でも増産となっている。他方で、輸入に頼ってい 

る原材料価格の上昇に加え、電力料金の値上げもあり対応に苦慮している。 

［自動車部品製造業］ 

 

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】 

○４月 19 日～５月 12 日の 24 日間にわたり、旧広島市民球場跡地並びにその周辺を会場として「第

26 回全国菓子大博覧会」を開催。来場者数は約 80 万 7,000 人にのぼった。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あり、150億円程度の規模を見込んでいる。 

○７月１日～９月 30日にかけて、「瀬戸内ひろしま、宝しま」をコンセプトに、JRの大型観光キャン 

ペーン「デスティネーションキャンペーン」が実施されることから、県では、広島県内の「瀬戸内 

の島々」、「芸術」、「伝統」、「観光地」、「食」など、瀬戸内の魅力を全国に発信している。 

 

【金融円滑化法終了後の資金繰りに関する支援・取り組み】 

○４月１日に、金融機関等との連携により、中小企業の資金繰りを支援する「金融サポート窓口」を

開設。４月～６月末までの利用実績は４件となっている。 

 

【海外展開支援】 

○ひろしま産業振興機構との共催により、７月 23 日に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」を開催する。 

 



 

 

14 

 

（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４～６月）の景況感：      普通 

 ⅱ）来期（２０１３年７～９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】 

○薄型テレビ等の売上が低迷しているものの、冷蔵庫をはじめ白物家電の売れ行きが好調。特に、省

エネ家電が伸びている。また、PM2.5の影響により、空気清浄機の売上も増加。  ［家電販売店］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○円安の影響により、外国人観光客は増加傾向にあるが、団体予約は動きが鈍い状況。 

［ホテル業］ 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

○受注は増加しているものの、円安に伴う輸入資材の価格上昇により、今後、収益圧迫が懸念される。 

［一般建設業］ 

○マインドの改善は見られるが、受注増には至っていない。原材料や部品等を韓国から調達している 

ため、円安のデメリットが先行し、業績悪化の要因となっている。  ［船舶用内燃機関製造業］ 

 

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】 

 ○４月 19日～20日に、瀬戸大橋開通 25周年を迎えた香川県坂出市において、中国・四国６県（鳥取・ 

島根・岡山・徳島・香川・高知）の 43商工会議所で構成される「中四国南北軸交流懇談会」を開 

催。瀬戸大橋による当該地域への経済効果等を学ぶとともに、フルインターチェンジ化の必要性な 

どについて協議した。 

○５月 19日に、高松市の常磐町商店街を中心に、アニメやマンガ、ゲーム等のサブカルチャーコン 

テンツが一同に集まる「キャラ・フェス７」を開催。７回目となる今回は、月刊コミック雑誌に連 

載中の香川県が舞台の漫画「うどんの国の金色毛鞠」との共同企画となっており、当日はライブや 

グッズ販売、コスプレイベントなどを実施し、全国から大勢のアニメファンが訪れた。 

 

【会員企業の新分野進出に関する支援・取り組み】 

○当所と高松大学・高松短期大学では、４月 24日に、相互の人的・知的資源の交流・活用を図りな

がら、産業・まちづくり・教育・文化等の分野において相互に協力し、地域社会の発展と人材育成

への貢献を目的に連携協定を締結。あわせて懇談会を行い、具体的な連携内容な今後の意見交換会

の実施などについて協議した。 
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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４～６月）の景況感：      どちらかと言えば悪い    

 ⅱ）来期（２０１３年７～９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】 

○土地や建物の需要拡大に伴い、物件が減少しているほか、価格も上昇傾向にある。  ［不動産業］ 

○市中心部にあるホテルの稼働率が伸びており、前年比では３～５％ほど増加。    ［ホテル業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○市内の大型商業施設には、４月～５月にかけて外国人観光客を乗せたバスが 1000 台以上訪れてい

る。特に、韓国や台湾からの観光客が増えている。                ［不動産業］ 

 

【円安・株高傾向に伴う地域経済への影響】 

 ○食用油や食肉、小麦などの価格が上昇しているものの、販売価格に全額転嫁できておらず、利益確 

保が困難。                                ［食料品製造業］ 

 

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】 

○2014年の NHK大河ドラマが、福岡ゆかりの人物で、戦国時代に活躍した武将・黒田官兵衛の生涯を

描く「軍師官兵衛」に決定したことから、県や市、当所が中心となり、４月９日に、「『軍師官兵衛』

福岡プロジェクト協議会」を設立。県内の企業・団体・行政が一体となって、黒田官兵衛の PRや、

ドラマを契機とした観光振興を図っていく。４月 12日には、「福岡へのロケ誘致」「番組での史跡

紹介」等を盛り込んだ要望書を NHKに提出。今後、広報宣伝や旅行商品開発に取り組んでいく。 

 

【海外展開支援】 

○当所と釜山商工会議所は、６月４日～５日に、釜山市で「2013福岡－釜山ビジネス CEOフォーラム」

を開催、両地域から約 130名が参加した。「超広域経済圏形成事業」の一環として行われた同フォ

ーラムでは、自動車産業や観光産業など、両地域の広域的な経済交流について意見交換した。 

 

【インフラ整備】 

○当所を含む地元経済界や大学等の９団体は、５月２日に、「福岡空港滑走路増設等整備促進期成会」

を設立。同空港の昨年の発着回数は過去最多となる約 14.9万回にのぼり、朝夕のピーク時には離

着陸の遅延が常態化しているほか、同時間帯の新規就航や増便が難しい状況にある。同会では、国

や県、市に対して滑走路増設と平行誘導路二重化の早期整備に向けた要望活動を行っていく。 


