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地域経済四半期動向（１２大都市商工会議所）－２０１３年７～９月－ 
◇◆景況感および地域における特徴的な動き◇◆ 

＜今期（２０１３年７月～９月）の景況感＞ 
 公共工事や消費税引き上げ前の駆け込み需要により住宅関連が好調な建設業、自動車をはじめとする輸出関連企業の

ほか、都市部での個人消費の底堅い推移を背景に景況感は改善。外国人観光客は、中国からは前年割れが続くが、富
裕層を中心に回復基調にあり、タイ、マレーシア、インドネシア等の東南アジアからの観光客が増加。他方、燃料・
原材料の価格上昇や高止まり、電力料金の引き上げに伴うコスト負担増による収益改善の遅れを懸念する声も多い 

 

＜来期（２０１３年10～12月）の景況感＞ 
 燃料・原材料の価格上昇や高止まり、電力料金などの負担増が続くものの、建設や自動車関連など、徐々に景気回復

の実感が及びつつあるほか、２０２０年オリンピック・パラリンピックの東京招致決定を契機に、消費者マインドの
一段の改善や観光・インフラなどでの経済効果が見込まれることから、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各地会議所では、創業支援として、相談体制の拡充やセミナー実施のほか、「創業予定者への準備オフィスの貸

与」や「地元金融機関・信用保証協会等との連携による融資制度の創設・運用」、「国の制度融資への利子補給のた
めの基金の創設」、「創業後の継続的な支援（ビジネスマッチング、創業者間のネットワークづくり等）」など、創
業前から創業後まで段階に応じたきめ細かな活動を展開 

 

 ②国家戦略特区の第一次実施特区決定（2013年末見込み）に向け、各地会議所は自ら提案を行っているほか、意見・要
望活動を通じて地元自治体に働きかけを行うなど、特区活用による地域活性化に向けた取り組みが活発になっている 

ⅰ） 今期（２０１３年７～９月）の景況感 

ⅱ） 来期（２０１３年10～12月）の見通し 

今期および来期の景況感  

 売上は増加傾向にあるが、原材料の調達コストが上昇しており利益率は低下 
                               （札幌 食肉加工業） 
 

 ものづくり補助金の利用者による生産管理システムの受注が増加 （新潟 ｿﾌﾄｳｪｱ業） 
 

 自動車メーカーの研究開発が活発であり受注が増加  （東京 研究開発用計器製造業） 
 

 自動車関連は円安の影響で米国、東南アジア向けを中心に増産傾向にあるが、建機や 
ロボット関連は中国、欧州の低迷により不振   （名古屋 輸送用機器部品製造業） 

 

 大量受注はないが途切れずに注文が入る。生産は昨年来、横ばいで推移（京都 窯業） 
 

 猛暑によりミネラルウォーターや機能性飲料の生産が好調   （大阪 飲料製造業） 
 

 新型車の国内販売スタートにより今後の増産を期待   （広島 自動車部品製造業） 
 

 
＜参考：鉱工業生産指数  経済産業省＞ 指数：平成22年=100 
 6月：94.7（前月比▲3.1%） → 7月：97.9（前月比 3.4%） → 8月：97.2 （前月比 ▲0.7%）  ※8月は速報値 

◆生産の動向 
（ ）内は前期の件数 

 東北楽天イーグルス初優勝セールを市内百貨店が実施。消費の活性化を期待  （仙台） 
 

 猛暑とゲリラ豪雨により来店客が減少し、売上に影響   （東京 婦人衣料等販売業） 
 

 消費税引き上げ前の駆け込み需要から住宅建設が続き、住宅設備機器の設置工事が好調 
                                 （横浜 工事業） 
 

 式年遷宮による伊勢神宮の参拝のほか、北海道、沖縄など国内旅行は好調 
                                 （名古屋 旅行業） 
 婦人服、ブランド等の高額品の販売が好調             （京都 百貨店） 
 

 広島東洋カープのクライマックスシリーズ進出セールで売上増を期待 （広島 百貨店） 
 

 猛暑でエアコンの販売が急増。過去最高の実績となった     （高松 家電販売業） 
 

＜参考：景気ウオッチャー調査 内閣府＞ 
   現   状（ポイント）  3月：57.3 → 4月：56.6 → 5月：55.7 → 6月：53.0 → 7月：52.3 → 8月：51.2 → 9月：52.8 
   先行き（ポイント） 3月：57.5 → 4月：57.8 → 5月：56.2 → 6月：53.6 → 7月：53.6 → 8月：51.2 → 9月：54.2 

▷ 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 
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＜参考：前期（２０１３年４～６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 

 中国、韓国からの観光客数の落ち込みが戻らない。週７往復であった新潟－ソウル線が１０
月２７日から週５往復に減便されることが決定            （新潟 旅行業） 

 

 タイ、インドネシア、マレーシア等の東南アジアからの来場者が増加  （横浜 博物館） 

 富裕層に加え、格安ゲストハウスを利用するバックパッカーも増加  （大阪 旅行業） 
 

 中国からの観光客が徐々に戻りつつあるほか、台湾からの観光客が増加 （神戸 旅館） 
 

 依然として中国からの観光客が減少しており、事業に多大な影響   （福岡 旅行業） 
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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７～９月）の景況感および来期（２０１３年10～12月）の見通し 
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会議所では、インキュベート施設「札商創業ビ
レッヂ」を設置。創業ビジネスプランコンテスト
入選の創業予定者に準備オフィスとしてブースを
貸与し、専門家による金融や販路開拓など独立・
開業を支援。また、創業５年以内の会員企業を対
象にマル経融資の利子補給をする基金を創設し、 
１０月より運用開始予定 
 

会議所では、道産食品の新たな市場拡大の可能性
を探ることを目的に『北海道ブランド』海外展開
強化セミナー「マレーシアの最新食品市場動向と
ハラル認証の必要性」を開催 

会議所では、東日本大震災からの販路回復・拡大
支援のため、専門部署を設置。バイヤー経験のあ
るコーディネーターによる相談や、全国の会議所
のネットワークを活用した商談会などを開催 
 

会議所では、商店等のにぎわい創出・ファン作り
のため「仙台街角ゼミナール」を実施。店主やス
タッフが講師となり、少人数のゼミ形式で、各店
舗のもつプロならではの専門知識やコツを紹介 

 

８月６～８日で「仙台七夕まつり」が開催。３日
間で２００万人超の人出で賑わった 

会議所では、創業予定者等を対象に９月から「に
いがた創業塾」を開催。資金調達・価格設定のシ
ミュレーションや事業計画作成セミナーを実施 

 

会議所では、７月に佐渡金銀山の世界遺産登録の
実現に関する決議を採択。今後、全県挙げての推
進に繋げるために機運醸成に向けた働きかけ行う 

 

市は、農業参入条件や食品流通にかかる規制の緩
和などを要望する「ニューフードバレー特区」の
ほか、新潟港・空港の総合保税地域の指定を求め
る「環日本海ゲートウェイ特区」、起業を促す
「簇業特区」の３つの国家戦略特区の提案を提出 

会議所では、９月２８、２９日に日本政策金融公
庫と連携して創業塾を開催。創業の心構えやビジ
ネスプラン、資金調達の方法等について解説 

会議所では、７月にベトナム、９月にインドネシ
アの現地事情視察会を開催。企業、工場視察や現
地日系企業、支援団体と交流を図った 
 

会議所では、２０２０年を見据えた首都・東京の
国際競争力に関する要望書を国・東京都等に提出。
昨年、国際総合戦略特区に指定されたアジアヘッ
ドクォーター特区を国家戦略特区に認定し、外国
企業の誘致促進による経済活性化などを要望 

会議所では、全５回（９月～１０月に開催）の創
業セミナーを開催。定員を１０名と少人数に設定
し、各分野の専門家が指導。創業後のバックアッ
プ体制も整えている 
 

会議所では、市内の国際経済関連４団体と連携し、
「はじめての海外取引勉強会」を開催。海外市場
開拓を行う上で心得ておくべき対応や取引先の見
極め方、ＥＰＡの活用法等の実践的な内容を解説 
 

県、横浜市、川崎市は、９月に国家戦略特区の提
案（健康・未病産業と最先端医療関連産業の創
出）を提出 

会議所では、創業前から経営が軌道に乗る創業後
５年程度までの事業者を対象とする「名商創業ス
テーション」を開設。９月末までに３００を超え
る相談があり、３５件の開業に繋がる 
 

会議所では、３Ｄプリンタによるモノづくりの事
例やビジネスのヒントを学ぶセミナーを開催 
 

会議所と県は共同で５月に特区創設や規制緩和を
国に要望。８月に県を中心に近隣の自治体で国家
戦略特区の提案（モノづくり産業強靭化スーパー
特区）を提出。地域のモノづくりの発展に資する
規制改革・税制措置等を要望 

 

会議所では、創業３年未満の経営者を対象に、勉
強会やネットワークづくりを目的とした「京商起
業家倶楽部」を設置。９月はマーケティングを
テーマとした講演会および交流会を開催 
 

会議所では、飲食・食品関係の店舗展開支援事業
「チャレンジ上海」の一環として、８月に上海の
主要商業施設や食材市場を視察。現地の客層の
マーケティングおよび現地経営者からの店舗運営
についてのヒアリングを実施 
 

府、市、会議所等で構成する京の七夕実行委員会
では、８月３～１２日に「京の七夕」を開催 

 

会議所が中心となり地元の信用保証協会、信用金
庫と「開業サポート資金」を運営。会議所の指導
を受けた新規開業者は、融資後３年間のフォロー
アップ指導を条件に保証料、金利を０．２％優遇 
 

会議所では、近畿商工会議所連合会の会議所に呼
びかけ「３Ｄプリンタ活用研究会」を設置。今後、
調査・要望活動を行う予定 
 

会議所では、医療・ヘルスケア分野、暮らし産業
分野に関する国家戦略特区の提案を提出。医療機
器事業化促進プラットフォームの強化や暮らし産
業の内需・輸出拡大等を要望 

 

会議所では、創業に必要な基礎知識、会社立ち上
げに必要な実践的なノウハウを学ぶ「ＫＣＣＩ創
業塾」を開催。創業塾終了後も専門家による個別
相談や金融あっせんなど一貫した支援を実施 
 

会議所では、製品の付加価値向上のためデザイン
経営の導入を促進しており、デザイナーとのマッ
チングを図る「デザイン・ミーティング」を開催 
 

県と市は、国家戦略特区の提案（ひょうご神戸グ
ローバル・ライフイノベーション特区）を提出。
会議所では、特区指定に向け、行政・地元企業と
の連携強化を図る 

会議所では、９月２１、２８日に創業塾を開催。
「目指せ！経営者」と題し、地元で活躍している
経営者や後継者によるパネルディスカッションや
創業サポート体制、補助金について解説 
 

会議所では、「瀬戸内国際芸術祭２０１３」の１
０月５日からの秋期スタートを前に秋期限定会場
となる瀬戸内海の島々の中から粟島と本島の見学
会を開催 
 

会議所後援の「サンポート高松トライアスロン２
０１３」が９月にオリンピック基準の計５１．５
Ｋｍのコースで開催。県内外から４５８人が参加 

会議所では、創業予定者、創業まもない事業者を
対象とした「起業塾」「創業フェア」に加え、意
欲ある起業家を育成することを目的に「起業マイ
ンド醸成セミナー」を開催 

 

会議所、県、市、業界団体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、９月１４日
に「中国（大連）国際服装紡織品博覧会」で３回
目となるファッションショーを開催 
 

市は、都市機能の集積やビジネス環境など市の持
つ強みを活かす国家戦略特区の提案（グローバ
ル・スタートアップ国家戦略特区）を提出 
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会議所では、創業予定者等を対象に地元の日本政
策金融公庫、ＴＫＣ、社会保険労務士会と連携し、
創業支援セミナー、個別相談会を開催 
 

会議所では、７月１７日に広島銀行、ひろしま産
業振興機構との共催により海外ビジネス支援セミ
ナー「インドネシア、フィリピン進出、海外進出
企業における税務問題について」を開催 
 

広島から世界平和を発信する「ピース・アーチ・
ひろしま」の事業「国際平和のための世界経済人
会議」では、会議所等の経済団体、観光協会など
による観光交流のパネルディスカッションを実施 

＜地域の取り組み・動き＞ 

どちらかと言えば悪い 


