
　

2013年10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◇◆

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）＞

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、２０

２０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。

＜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．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7～9月)の景況感」および「来期(2013年10～12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

＜今期（2013年7～9月）＞

地域経済四半期動向（１２大都市商工会議所） 
－２０１３年７～９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 ：ほぼ同水準

横浜 ：ほぼ同水準 横浜 ：多少改善

名古屋 ：多少改善 名古屋 ：多少改善

京都 ：ほぼ同水準 京都 ：ほぼ同水準

大阪 ：多少改善 大阪 ：ほぼ同水準

神戸 ：ほぼ同水準 神戸 ：ほぼ同水準

広島 ：ほぼ同水準 広島 ：多少改善

高松 ：多少改善 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 ：多少改善

新潟 ：多少落ち込んでいる

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 ：ほぼ同水準

高松 ：ほぼ同水準

福岡 ：多少落ち込んでいる

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７～９月）の景況感：      どちらかと言えば悪い    

 ⅱ）来期（２０１３年１０～１２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】 

○電力料金の上昇に加え、食料品などの値上げが相次いでおり、家計の圧迫による個人消費の冷え込

みを懸念。                                  ［スーパー］ 

 

【生産の動向】 

○売上は増加傾向にあるものの、原材料の仕入価格が上昇しており、利益率が低下。 ［食肉加工業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

 ○LCCの就航などにより、外国人観光客が増加し、売上も伸びている。一方、燃料価格の上昇に伴い、

冷房設備などのコストが増大している。                      [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 

【起業・創業支援に関する取り組み】 

○当所では、創業予定者を対象に、準備オフィスとしてブースを貸与し、専門家によるアドバイス等

を通じて、金融面や販路拡大など、独立・開業の支援を行う「創業ビレッヂ」を設置している。ま

た、市との連携により、当所の創業支援事業利用者間のネットワーク構築を図る交流会を開催した

ほか、10 月１日からは、マル経融資を利用した創業５年以内の会員企業を対象に、1.5％の利子補

給を行う基金制度を新設する。 

 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○当所では、今後、アジアを中心とする地域から北海道、札幌への外国人観光客が一段と増えること

が期待されることから、観光業関係者の外国語学習意欲を高め、観光客とのコミュニケーション向

上を図ることを目的に、語学バッジを作成。バッジには、サッポロスマイルのロゴマークを入れ、

英語、中国語、韓国語の３種類を用意し、販売を開始した。 

 ○当所では、８月 19 日に、観光客の入込数が落ち込む冬の観光を盛り上げ、年間の観光客を増加さ

せることを目的に「ウインタースポーツ再活性化セミナー」を開催。札幌大学准教授の束原文郎氏

より、「札幌市のウインタースポーツの現状と今後の方向性について」と題した講演を実施したほ

か、㈱リクルートライフスタイルじゃらんリサーチセンター主席研究員の加藤史子氏より、「スノ

ーアクティビティ市場の構造的活性化策を考える」をテーマに、講演を行った。 

 

【海外展開支援】 

○当所では、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」を７月 30日に開催。１回目となる今回は、マレーシアハラルコーポレーション㈱ 

代表取締役のアクマル・アブ・ハッサン氏を講師に招き、「マレーシアの最新食品市場動向とハラ 

ル認証の必要性」と題した講演を行った。 
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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７～９月）の景況感：      どちらかと言えば良い 

 ⅱ）来期（２０１３年１０～１２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】 

○仙台市内百貨店（３店舗）の売上高は、７月が前年同月比 5.6％減だったものの、８月は同 0.2％

減とほぼ同水準で推移。また、東北楽天ゴールデンイーグルスが７月以降首位を維持し、９月 26

日にパ・リーグ初優勝を達成したことから、仙台市内百貨店で応援感謝セールが実施されるなど、

消費の活性化が期待される。 

 

【外国人観光客の動向】 

 ○４～６月期における宮城県の外国人延べ宿泊者数（観光庁調べ）は、前年同月比 33.4％増の 25,780

人と改善傾向にあり、７～９月期も同じ基調が続くとみられる。他方で、震災前の平成 22年同期

比では 39.9％減と、本格的な回復には至っておらず、依然として厳しさが残る。 

 

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】 

○当所が参画する仙台七夕まつり協賛会では、８月６日～８日に、「仙台七夕まつり」を開催。竹と 

LEDを使った定禅寺通りのイルミネーションや七つ飾りの作成体験、16,000発の七夕花火祭などを 

実施し、３日間で合計 206 万人（前年比３％増）の人出となった。 

○９月２日に、東北楽天ゴールデンイーグルスの優勝に向けて、仙台・宮城・東北が一体となって 

応援する機運を高めるため、当所会頭を会長とする「楽天イーグルス優勝応援委員会」（当所事務

局）を設立（現：楽天イーグルス優勝パレード実行委員会）した。球団創立９年目のシーズンで初

となるパ・リーグ優勝を達成したことから、引き続き日本一まで応援活動を続けるとともに、11月

24日に開催予定の優勝パレードに向けた準備を進める。 

 ○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。２回目となる今回は、26社が参画し、延べ 32回開催した。 

 

【販路拡大支援】 

○東日本大震災からの販路回復・拡大支援のため、当所内に専門部署を設置。バイヤー経験のあるコ

ーディネーターを配し、相談体制を強化するとともに、全国 514の商工会議所ネットワークを活用

し、全国各地から様々な業種のバイヤーを招聘した商談会「伊達な商談会」を開催するなど、事業

所の販路回復・拡大を積極的に支援した。９月末現在で、計 19回の商談会を開催し、657件の商談

を実施。 
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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７～９月）の景況感：      普通 

 ⅱ）来期（２０１３年１０～１２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】 

○中小・小規模事業者の試作品開発や設備投資などを支援する「ものづくり補助金」の効果により、 

生産管理システムの導入を図る企業からの受注が増加。そのため、人員が不足し、外注を増やして

いることから、経費の上昇傾向が続いている。               ［ソフトウェア業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○中国や韓国からの観光客数の低迷が続く中、10 月 27 日からは、週７往復あった新潟－ソウル線が

週５往復に減便されることが決定された。                    ［旅行業］ 

 

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 

【起業・創業支援に関する取り組み】 

○当所では、９月７日から、「にいがた創業塾」（全６回）を開始した。前半では、創業に関する基礎

知識の習得や創業までのシミュレーションゲームを行い、後半はビジネスプランの作成・ブラッシ

ュアップなど実践的な内容を含む講義を実施し、受講者の創業を支援する。 

 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○当所等で構成する「新潟総踊り実行委員会」では、９月 14日～15日に、中心商店街全体を会場に、 

166団体約８千人の踊り子がよさこいやヒップホップ、創作ダンスなど、様々な踊りを披露する「新

潟総踊り祭」を開催。観客動員数は、２日間で 14万人に上った。 

○当所では、７月 22日に、「佐渡金銀山の世界遺産登録の実現に関する決議」を採択した。本決議に 

基づき、全県挙げての推進活動に繋げるため、各地商工会議所をはじめとする県内経済団体等との 

協力を通じた機運醸成に向けて、啓発や PR活動などの働きかけを行うとともに、行政ならびに各 

推進団体などとの連携を図っていく。 

 

【国家戦略特区の提案に関する動きと商工会議所の取り組み】 

○市は、企業による農業参入条件や農家レストラン等の設置を進めるための土地利用規制、食品流通

にかかる規制を緩和する「ニューフードバレー特区」のほか、エネルギー・農業・食料分野で東ア

ジアやロシア極東との連携強化を図るため、新潟港および新潟空港を、関税手続きが簡素化できる

総合保税地域に指定するとともに、周辺地域でも事業参入を促進するため法人税などを数年間軽減

する「環日本海ゲートウェイ特区」、エンジェル税制の拡充等を通じた資金調達支援や設備投資に

係る税制優遇措置、経営支援強化などにより起業を促す「簇業（そうぎょう）特区」の三つを提案

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７～９月）の景況感：      普通    

 ⅱ）来期（２０１３年１０～１２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】 

○猛暑や豪雨の影響により、来店客数が大幅に減少する日が多かった。  [婦人衣料・雑貨販売業] 

 

【生産の動向】 

○自動車メーカーにおける研究開発の活発化に伴い、受注が増えている。 

[研究開発用計器製造業] 

 

【外国人観光客の動向】 

○近隣にビジネスホテルが３軒開業。ホテルに滞在する外国人観光客を中心に来店客数が増加してお

り、浴衣の売れ行きが好調。                          ［呉服小売］ 

 

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 

【起業・創業支援に関する取り組み】 

○当所では、９月 28日～29 日に、日本政策金融公庫との共催により、独立・起業を考える会社員や 

学生、主婦などを対象とする「創業塾」を開催。各分野の専門家を講師として招き、税務、会計、 

資金調達、事業計画などの基礎知識を短期間で集中的に習得するコースで、107名が参加した。 

 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○当所では、会員企業に対して 2020年東京オリンピック・パラリンピックの招致に向けた周知を行

うとともに、地域イベント等において招致 PR活動を実施し、機運醸成を図ったこともあり、９月

７日、ブエノスアイレスにて開催された IOC総会において、東京開催が決定した。 

○下北沢では外国人観光客が増加しており、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、さ

らなる増加が見込まれている。他方で、当該地域における外国語対応のパンフレットがないことか

ら、今後、観光協会などと連携し、作成を検討する。 

 

【海外展開支援】 

○７月 15日～20日にベトナム、９月３日～８日にインドネシアの現地事情視察会を実施。主要都市

での企業・工場視察のほか、現地日系企業および支援団体との交流を図った。 

 

【国家戦略特区の提案に関する動きと商工会議所の取り組み】 

○当所の首都圏問題委員会では、７月 25日に、「2020年を見据えた首都・東京の国際競争力強化に関 

する要望」を決議。国家戦略特区において、東京都が提案する「アジアヘッドクォーター特区」を

選定し、外国人就労や容積率の規制緩和などにより外国企業の誘致を加速することを要望した。 
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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７～９月）の景況感：      普通 

 ⅱ）来期（２０１３年１０～１２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】 

○消費税引き上げ前の駆け込み需要により、住宅建設が増加しているため、住宅設備機器の設置工事

も好調に推移している。                           [設備工事業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○タイやインドネシア、マレーシアなど東南アジアからの来場者数が増加している。  ［博物館］ 

 

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 

【起業・創業支援に関する取り組み】 

○当所では、９月～10月にかけて全５回の日程で、定員 10名に設定した少人数制の「創業セミナー」

を開催。各分野の専門家を講師に招いて、経営に関する知識をはじめとした講義を行った。創業後

もバックアップ体制を整え、支援を継続する。 

 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○当所のほか、市、横浜港振興協会、横浜観光コンベンション・ビューローで組織される「横浜スパ

ークリングトワイライト実行委員会」では、９月７日～８日に、山下公園および公園前海上で「横

浜スパークリングトワイライト 2013」を開催。様々な船舶、シーカヤック等によるパフォーマンス

やアジア各国からの参加者によるパレードが行われたほか、夜には約 3,000発の花火とイルミネー

ションを施した船のショーが実施され、会場は多くの観光客で賑わった。 

○９月 28日～29日に、横浜赤レンガ倉庫において、「第１回ゆるキャラグルメフェスティバル in 

YOKOHAMA」が開催された。「ゆるキャラがつなげる地域色・地域食」をコンセプトに、全国から多

数のゆるキャラが参加し、地元の PRを行った。また、ご当地グルメや各地物産を販売するブース

が設けられ、２日間で 10万人を越える人々が来場した。 

 

【海外展開支援】 

○当所では、市内の国際経済関連の４団体と連携し、「はじめての海外取引勉強会」を開催。企業が

海外の市場開拓を図るうえで必要となる対応や取引先の見極め方、EPAの活用法など、実践的な内

容を盛り込み、少人数制で４日間の集中講義を行った。 

 

【国家戦略特区の提案に関する動きと商工会議所の取り組み】 

○市は、９月 11日に、神奈川県・川崎市との共同提案による「健康・未病産業と最先端医療関連産

業の創出による経済成長プラン」と、市独自による「ビジネス環境と居住空間が一体となった都市

のリノベーションの実現による経済成長プラン」を提案した。 
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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７～９月）の景況感：      どちらかと言えば良い 

 ⅱ）来期（２０１３年１０～１２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】 

○伊勢神宮の式年遷宮への注目度が高く、関東・関西からの利用客が伸びている。また、夏休み期間

中は、欧州や北米などへの長期間のツアーも好調だった。              ［旅行業］ 

 

【生産の動向】 

○国内のほか、米国や東南アジア向けの自動車部品が増産傾向にあり、好調に推移。他方で、建設機

械やロボット関連は、中国や欧州向けが低調。            ［輸送用機械部品製造業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○外国人観光客は回復傾向にあり、台湾やタイなどからの観光客の来店が増加している。 ［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 

【起業・創業支援に関する取り組み】 

○当所では、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に、経営相談やビジネ 

スマッチング支援などを行う「名商創業ステーション」を本部および５支部に開設しており、９月 

末までの実績は相談件数が 327件、開業者数は 35件に上った。 

 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○市やテレビ愛知㈱などで組織する「世界コスプレサミット実行委員会」では、７月 27日～８月４

日に、今年で 11回目となる「世界コスプレサミット」を開催。世界中から日本のアニメやマンガ、

ゲームのキャラクターに扮したコスプレイヤーが参加した（参加国 20カ国 40名）。期間中は、多

くの来場者で賑わい、パレードやステージショーなど様々なイベントを通じて、クール・ジャパン

をアピールした。 

 

【会員企業のものづくり支援に関する取り組み】 

○当所では、９月 27日に、３Ｄプリンターによるモノづくりの具体的事例やビジネスの拡がりのヒ

ントを学ぶセミナーを開催、約 100名の参加を得た。10月には、視察会の実施を予定している。 

 

【国家戦略特区の提案に関する動きと商工会議所の取り組み】 

○５月に、当所や県の連名で、国に対して、国家戦略特区の創設をはじめとした規制緩和の実現に向

けて要望書を提出。今回の国家戦略特区の公募開始を受けて、県では、周辺の県・市との共同によ

り、「モノづくり産業強靭化スーパー特区」等を提案し、当地域におけるモノづくりの更なる発展

に資する規制改革・税制措置等の実現に向けて、働きかけを行っている。 
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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７～９月）の景況感：      どちらかと言えば良い 

 ⅱ）来期（２０１３年１０～１２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】 

○婦人服や特選ブランドなどの高額品が好調で、前年を上回る水準となっている。    ［百貨店］ 

 

【生産の動向】 

○大量受注はないものの、注文が途切れず入っており、昨年からほぼ横ばいで推移。   ［窯業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○欧米を中心に外国人観光客が増加傾向にあり、震災前の水準まで回復しつつある。 ［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 

【起業・創業支援に関する取り組み】 

○当所では、創業３年未満の経営者を対象に小規模なセミナー「京商起業家俱楽部」を実施しており、 

９月 26日には、「ゼロから学ぶマーケティング」と題した講演を行ったほか、参加者同士のネット 

ワークづくりのため、交流会を開催した。 

 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○当所のほか、府や市、観光関連団体等で構成する「京の七夕実行委員会」では、８月３日～12日に、

「京の七夕」を開催。LEDによるイルミネーションやプロジェクションマッピング、舞妓茶屋の開

設などを企画し、期間中は 74万人を超える来場者を集めた。 

○９月６日から来年３月まで、当所や府、市、関連企業、大学などで組織される実行委員会では、京

都発のコンテンツの祭典「KYOTO CMEX 2013」を開催。映画・映像、ゲーム、マンガ・アニメ等の

コンテンツ関連イベントをクロスメディア展開することにより、京都が持つポテンシャルを国内外

へ情報発信するとともに、人材育成・交流を図り、国際競争力の強化を図っていく。 

○９月 21日～23日に、福島県会津若松市で「京都・会津若松 絆交流展」を開催し、京都の名産品の

販売や観光情報の発信を行った。本イベントは、新島八重をはじめ、会津若松と京都の縁が深いこ

とから、NHK大河ドラマの放送を契機に、会津若松商工会議所と当所で締結した「相互交流 Year推

進協定」の一環として行われたもので、３日間で約 2,500人が来場した。 

 

【海外展開支援】 

○当所では、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 23日～25

日に、上海現地視察を実施、会員事業者等 16名が参加した。本視察会では、百貨店などの商業施

設や市場などを視察し、出店状況や客層のマーケティングを行ったほか、日系の飲食店等で店舗運

営についてのヒアリングを実施した。 
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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７～９月）の景況感：      どちらかと言えば良い 

 ⅱ）来期（２０１３年１０～１２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】 

○宿泊やレストラン、宴会などの利用が好調で売上が増加。客単価も上昇している。  ［ホテル業］ 

 

【生産の動向】 

○猛暑により、ミネラルウォーターや機能性飲料が好調に推移。          ［飲料製造業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○団体ツアーでは、タイやベトナムなど東南アジアからの観光客が好調のほか、中国からの観光客も

回復の兆しがみられる。個人では、富裕層に加え、格安のゲストハウスを利用するバックパッカー

も増加傾向にある                               ［旅行業］ 

 

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 

【起業・創業支援に関する取り組み】 

○当所が中心となり、大阪府保証協会と地元の信用金庫５社で、大阪府制度融資「開業サポート資金 

（地域支援ネットワーク型）」を運営。当所の経営指導を受けた新規開業者に対し、融資後３年間 

にわたり当所のフォローアップ指導を受けることを条件に、金融機関と保証協会が金利と保証料を 

それぞれ 0.2％ずつ優遇している。 

 

【会員企業のものづくり支援に関する取り組み】 

○当所では、近畿の 39商工会議所の参画のもと、「３Ｄプリンター活用研究会」を設置。中小企業の 

立場から、３Ｄプリンターの活用による競争力強化や活用する際の課題などについて検討を開始。

会員企業へのアンケートやヒアリング調査を踏まえて、企業向けの３Ｄプリンター活用セミナーの

開催や国・自治体等への要望を行う予定としている。 

 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○市では、９月 17日～11月 24日まで、古典芸能・芸術を通じた船場地区活性化事業「古典芸能×近

代建築で船場を遊ぼう！」を実施しており、当所や地元の大学などが協力団体として参画している。 

 本事業は、市内の船場地区にゆかりの深い古典芸能を、近代建築などの施設において、市民や来街

者に多角的に紹介するため、「新作講談＆まちあるき」、「橋洗い＆クルーズ」、「クイズラリー」な

ど６つのイベントを開催している。 

 

【国家戦略特区の提案に関する動きと商工会議所の取り組み】 

○当所では、医療機器事業化促進プラットフォームの強化をはじめとする「医療・ヘルスケア分野」

と、暮らし（衣食住）産業の内需・輸出拡大とリノベーションによる住環境整備を柱とする「暮ら

し産業分野」で提案書を提出し、規制緩和などを要望した。 
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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７～９月）の景況感：      普通 

 ⅱ）来期（２０１３年１０～１２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】 

 ○消費税の引き上げが決定されたことを受け、年度末にかけて、単価が比較的安い日用品などでも駆

け込み需要が見込まれるものの、来年４月以降の反動減への対策が課題。      [スーパー] 

 

【外国人観光客の動向】 

○中国からの観光客が徐々に回復しつつあるほか、台湾からの利用者も増加。      ［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 

【起業・創業支援に関する取り組み】 

○会社の立ち上げや経営に必要な知識を短期間で体系的に受講できる「KCCI創業塾」（全６回）を実 

施。修了後も、個別指導や資金調達の斡旋など、一貫した支援体制のもと、受講生をフォローアッ 

プしている 

 

【会員企業のものづくり支援に関する取り組み】 

○当所では、中小企業の商品・製品等の付加価値向上を図るため、デザイン経営の導入を促進してお

り、その一環として、神戸を中心に活躍するデザイナーとのマッチング事業｢デザイン・ミーティ

ング｣を展開。企業が複数のデザイナーとの意見交換を通じてお互いの理念や感性を共有し、当該

企業の特性にあったデザイナーとのマッチング機会を商談会形式で提供し、デザイン性の高いパッ

ケージやロゴマークの作成などを支援している。 

 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○当所などでは、訪日客が増加傾向にある台湾をターゲットに、神戸の観光関連企業のトップが現地

を訪問し、当地の魅力を PRするなど、観光誘致プロモーション事業を展開している。今後は、現

地メディアや旅行代理店等を交えた推進組織を運営し、台湾向けの新たな観光プランを策定する予

定としている。 

 

【国家戦略特区の提案に関する動きと商工会議所の取り組み】 

○県と市では、iPS細胞（人工多能性幹細胞）を活用した再生医療や医療技術・医療機器・革新的医

薬品の開発などを柱とする、神戸医療産業都市の蓄積を生かした「ひょうご神戸グローバル・ライ

フイノベーション特区」を提案。当所では、特区指定に向けて、経済界として、行政や地元企業と

の連携強化を図っていく。 
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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７～９月）の景況感：      どちらかと言えば良い 

 ⅱ）来期（２０１３年１０～１２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】 

 ○テレビは底打ちした感がある。その他の生活家電は堅調に推移。         ［家電販売業］ 

○広島東洋カープのクライマックスシリーズ初進出セールによる売上増が期待できる。  ［百貨店］ 

 

【生産の動向】 

○新型車の国内販売が開始されることから、今後の増産が見込まれる。    ［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 

【起業・創業支援に関する取り組み】 

○８月 27日に、日本政策金融公庫広島支店、TKC中国会広島支部、広島県社会保険労務士会との共催 

により、創業支援セミナーを開催。創業計画の立て方に関する講演や創業支援施策の紹介、個別相 

談会などを実施し、16名が参加した。 

○当所では、日本政策金融公庫、広島銀行と連携し、創業融資の斡旋を行っている。７～９月期の実 

績は計 16件（日本政策金融公庫 12件、広島銀行４件）、金額ベースで、7,630万円（日本政策金融 

公庫 6,680万円、広島銀行 950万円）となった。 

 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○県では、真の平和を基盤とした新しい生き方や社会デザインのあり方など、地球規模で繋がる持続

的な社会の必要性を先駆的に世界へ発信することを目的とするプロジェクト「ピース・アーチ・ひ

ろしま」を展開。当所のほか、市や地元企業、大学、団体、個人が参加しており、入会金 500円で

パートナー企業・団体が提供する特典を受けられる「ピースサポーター制度」のほか、「ワールド

ピースコンサート」（７月 27 日～８月５日開催）等のプロジェクトを実施している。「国際平和の

ための世界経済人会議」（７月 30日～31日開催）では、㈱JTB代表取締役の田川博己氏をコーディ

ネーターに、当所会頭や世界旅行ツーリズム協議会議長などがパネリストを務め、「観光交流を通

じた相互理解と平和創出」をテーマにパネルディスカッションを行った。 

 

【海外展開支援】 

○当所では、７月 17日に㈱広島銀行、（公財）ひろしま産業振興機構との共催により、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」を開催し、63名の参加を

得た。また、７月 23 日には、（公財）ひろしま産業振興機構との共催で、「インドにおける中小企

業のビジネスチャンスと留意点」をテーマにセミナーを実施。54名が参加した。 
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（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７～９月）の景況感：      普通 

 ⅱ）来期（２０１３年１０～１２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】 

○猛暑の影響により、エアコンの販売が急増。過去最高の実績となった。      ［家電販売業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○瀬戸内国際芸術祭に伴う国内観光客の増加により、ホテルの満室が相次いだため、外国人観光客の

宿泊予約に影響が出ている。                           ［旅行業］ 

 

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 

【起業・創業支援に関する取り組み】 

○当所主催により「2013 創業塾」（全４回）を実施し、14 名の参加を得た。第１回となる９月 21 日

には、「目指せ！経営者」をテーマに、地元で活躍する経営者や後継者から創業経験や将来のビジ

ョンを聞くパネルディスカッションを実施したほか、税理士による「繁盛企業はここが違う」と題

した講演会を行った。28日の第２回では、中小企業診断士や地元金融機関による、創業に向けた実

践的な講義や補助金の活用法などの説明を行った。 

 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○市などでは、８月 12 日～14 日に、「第 48 回さぬき高松まつり」を開催。海上から 6,000 発の花火

を打ち上げる「どんどん高松」や、総勢 3,700人の踊り子がエネルギッシュな舞を披露する「総踊

り」が行われたほか、今年 30 周年を迎える「東京ディズニーリゾート」からミッキーマウスなど

を招き、パレードを実施した。期間中の来場者数は、約 65万人に上った。 

○９月 18日、当所主催により「瀬戸内国際芸術祭 2013秋期現地見学会」を実施。当所観光部会を中

心に 35名が参加した。本見学会は、同芸術祭の PRを行うとともに、地域特有の文化とアートの融

合がどのように地域振興に結びつくかを考えるために企画したもの。10月５日からの瀬戸内国際芸

術祭の秋期開幕を前に、秋期限定会場となる瀬戸内海の島々のうち、粟島と本島を見学した。 

○９月 14 日～15 日に、サンポート高松トライアスロン大会実行委員会や市などの共催、当所の後援

により、「サンポート高松トライアスロン 2013 瀬戸内海国際体育祭」を開催。オリンピック基準

の計 51.5kmのコースを設定、香川県内外から男女 458人が参加した。 

 

【海外展開支援】 

○当所では、百十四銀行や同行の業務提携先である株式会社フォーバル、日本通運株式会社との共催

により、「ASEAN展開セミナー」を開催。54名が参加した。チャイナプラスワンとして存在感が増

している ASEAN への海外進出が盛んになっていることから、同地域でのビジネスの最新状況や物流

事情についての講演を行った。 
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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７～９月）の景況感：      どちらかと言えば悪い    

 ⅱ）来期（２０１３年１０～１２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】 

○猛暑の影響により、野菜の価格が高騰。業務用向けでは、契約により卸価格が決められているため、 

値上げができず、非常に厳しい経営状況となった。               ［青果卸売業］ 

 

【生産の動向】 

○復興需要により東北へ人材が流れていることもあり、人手不足が続いている。公共工事などの受注

は多いものの、新規受注を抑えざるを得ない。                   ［建設業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○中国からの観光客が依然として低迷しており、事業への影響が大きい。        [旅行業] 

 

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 
 

【起業・創業支援に関する取り組み】 

○当所では、今回初めて、創業や起業に関心・興味がある人を対象に、意欲ある起業家の育成を目的

とする「起業マインド醸成セミナー」を開催。創業経験者などを講師に招き、「事業経営の本質と

成功経営者の条件」をテーマにした講演や、マーケティング戦略、クロスメディア戦略など実践的

な内容を盛り込んだ講義を実施。当初の予定を超える 106名が参加した。 

 

【海外展開支援】 

○福岡アジアファッション拠点推進会議（当所のほか、県、市、業界団体、企業等で構成）では、９

月 14日、中国の大連で開催された「国際服装紡織品博覧会」において、今回で３回目となるファ

ッションショー「FACo in 大連」を実施。また、９月から来年２月末まで、同市に福岡の４ブラン

ドが参画する販売店「StRFACo」（スターファコ）を出店し、福岡ブランドの一層の知名度向上や販

路拡大を図る。 

 

【国家戦略特区の提案に関する動きと商工会議所の取り組み】 

○市では、「雇用を生み出す起業（スタートアップ）へのチャレンジを応援する社会へと日本を再構

築する」をコンセプトに、集積する都市機能やビジネスしやすい環境など福岡市の持つ強みを活か

す「グローバル・スタートアップ国家戦略特区」を提案した。 




