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地域経済四半期動向（１２大都市商工会議所）－２０１３年１０～１２月－ 

◇◆景況感および地域における特徴的な動き◇◆ 

＜今期（２０１３年１０月～１２月）の景況感＞ 
 住宅関連が堅調な建設業、自動車を中心とする製造業、高価格帯商品の販売好調が続く小売業に加え、国内旅行や中

国からの観光客の回復などから景況感は大幅に改善。他方、仕入や電力料金などのコスト負担が増す中で、価格転嫁
の遅れや、生活必需品に対する消費者の根強い低価格志向により、業況改善が進まない企業もみられるとの声も多い 
 

＜来期（２０１４年１～３月）の景況感＞ 
 建設業や自動車などの製造業の好調が続くほか、消費税引き上げ前の駆け込み需要などから、総じて景況感は回復基

調の継続が見込まれている。しかし、燃料・原材料の価格上昇・高止まりや電力料金の負担増、消費税引き上げに伴
う負担増に備えた消費手控えや外国人観光客の伸び悩みへの懸念などから、先行きについては、今期と比べやや慎重
な見方をしている 

 
 

＜今期の地域における特徴的な動き＞ 
 各地会議所では、海外の経済団体やメディア、旅行業者等を招請し、観光地の視察やグルメを堪能してもらうこと

で外国人観光客の誘客を促進しているほか、外国人観光客の購買動向や接遇方法に関する調査、商品・メニューの
説明、観光案内を外国語でできることを示す語学バッジの作成、接客の基本事項や留意点をまとめた冊子の発行、
外国語の観光マップの作成・配布、おもてなしセミナーの開催など、外国人観光客の受入態勢整備に関する取り組
みが活発に展開されている 

 
 

ⅰ） 今期（２０１３年１０～１２月）の景況感 

ⅱ） 来期（２０１４年１～３月）の見通し 

今期および来期の景況感  

 円安で海外の売上は増加するも、原材料・燃料費高騰で採算悪化（札幌 珍味製造業） 
 

 国内は自動車・造船・航空機向けの受注が前年同期比で増加。海外は北米、欧州向けは
好調であるが中国・アジア向けは厳しい状況    （新潟 工作・成型機械製造業） 

 

 駆け込み需要による国内自動車生産の上積みが見込まれる（横浜 自動車部品製造業） 
 

 自動車関連部品は国内、海外向けともに好調   （名古屋 輸送用機器部品製造業） 
 

 円安による取引先の輸出増に伴い、自社の受注も増加    （京都 電子機器製造業） 
 

 取引先の販売が好調で受注量は増加しているが、単価の下落と原材料価格の高騰により
採算が悪化                     （広島 自動車部品製造業） 

 

 戸建住宅の建設が大幅に増加していることから、木材を加工するプレカット工場は２カ
月先まで予約が埋まっている状況              （福岡 建材卸売業） 

 

＜参考：鉱工業生産指数  経済産業省＞ 指数：平成22年=100 
 9月：98.3.（前月比1.3%） → 10月99.3（前月比 1.0%） → 11月：99.4 （前月比 0.1%）  ※11月は速報値 

◆生産の動向 
（ ）内は前期の件数 

 市内百貨店（３店舗）の売上高は前年同月比で１０月は僅かに減少したが、１１月は増
加に転じており、引き続き堅調に推移している               （仙台） 

 

 駆け込み需要により一般住宅の販売が好調なことから受注が増加  （東京 管工事業） 
 

 高くても良いものを選ぶ顧客が増えているが、依然として低価格志向の強い顧客も多く
二極化が進んでいる                    （横浜 紳士服販売業） 

 

 １２月の販売は前年に比べやや低調だが、高級車は堅調に推移。今年は来店客数が多く、
メンテナンスの利用客も好調               （名古屋 自動車販売業） 

 

 消費は少し上向きになっており、客単価も上昇している     （広島 スーパー） 
 

 消費電力の少ないＬＥＤ照明、省エネ型エアコンの販売が好調  （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）  6月：53.0 → 7月：52.3 → 8月：51.2 → 9月：52.8 → 10月：51.8 → 11月：53.5 → 12月：55.7 
   先行き（ポイント） 6月：53.6 → 7月：53.6 → 8月：51.2 → 9月：54.2 → 10月：54.5 → 11月：54.8 → 12月：54.7 

▷ 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７～９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 

 ビザの発給要件の緩和により東南アジアからの観光客が増加しており、飲食店等からのハラ
ル関連食材の受注増を期待                  （東京 食料品卸売業） 

 

 台湾からの団体客に加え、中国からの観光客が戻りつつあるなど好調 （名古屋 旅行業） 

 外国客による免税手続きが増加。前年比１５０～２００％程度で推移  （京都 百貨店） 
 

 中国からの観光客はほぼ回復。過去に訪日しているリピーター客が多い（大阪 百貨店） 
 

 インバウンドは増加傾向。特に台湾からの観光客が増えている   （神戸 遊覧船業） 
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＜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１０～１２月）の景況感および来期（２０１４年１～３月）の見通し 
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会議所では、観光業に従事する方々の外国語学習
意欲を高め、観光客とのコミュニケーション能力
向上を目的に英語、中国語、韓国語の３種類の語
学バッジを作成 

 

会議所では、ホテルや飲食店のおもてなし場面で
使用する英語、中国語のフレーズについて学ぶ
「アジア観光客向け売上アップ講座（全２５
回）」を開催 

 

会議所では、札幌市内の飲食店や観光地をマンガ
のストーリーで紹介する冊子「札幌乙女ごはん」
を発行。市内の書店や新千歳空港などで販売 

会議所に事務局を置く仙台空港国際化利用促進協
議会では、東北の魅力を広く情報発信するため仙
台空港の就航先の国・地域からメディア等を招請
し、東北への旅行需要喚起を図っている 
 

東北楽天イーグルスの日本一とリーグ制覇を祝し
た優勝パレードが１１月２４日に開催。全国から
選手・球団の祝福に約２１万人が来場 

 

「遊休機械無償マッチング支援プロジェクト」で
は、１２月末時点で被災地２３０事業所に対し、 
２，２６７件のマッチングが成立 

会議所では、１２月４日からの新潟／台北線再開
に合わせて、台湾の言語で表記した新潟市内の
マップを作成。空港やホテルなどでノベルティと
ともに配布 

 

会議所では、県等とともに１２月９日から「佐渡
金銀山世界遺産登録推進県民会議」の会員募集を
開始 

 

会議所では、市とともに文化・スポーツイベント
等を誘致、開催支援する組織「新潟市文化・ス
ポーツコミッション」を１０月２５日に設立 

台東支部では、オリンピック・パラリンピックの
開催が決まり、今後増えることが予想される東京
を訪れる国内外のお客様に喜んでいただくために
『おもてなし』基礎講座を開催 
 

北区と北支部では、１０月１０日をおでんの具材
が串にささった形をイメージして「北区おでんの
日」と制定。１０月１０日からひと月を北区おで
ん月間とし、区内事業者と各種イベントを実施 
 

会議所では、１０月２０日～２４日にヤンゴン、
バンコクの視察会を実施。現地の日系企業の視察
やジェトロ事務所訪問し、現地の最新情報を入手 

市と観光コンベンションビューローは、ムスリム
旅行者向けのＷｅｂサイトとフェイスブックを開
設。ハラル認証された商品を販売する店や礼拝が
できる場所を掲載 
 

会議所では、「ワールドフェスタ・ヨコハマ２０
１３」を開催。今年は世界の家庭料理フェアを
テーマに３２カ国５９店の屋台の出店や民族舞踊
のステージなどで２日間で約３３万人が来場 
 

会議所では、市内４機関と連携し、メコン地域進
出を目指す市内中小企業を対象に「ベトナム・カ
ンボジア投資環境視察団」を派遣 

会議所等では、台湾の人気ブロガーを招請し、観
光地の視察や名古屋めしを堪能してもらうことで
名古屋の魅力をブログを通じて発信してもらった
ほか、中部圏在住の外国人に観光地の視察をして
もらい、フェイスブック上で中部圏の観光情報を
発信してもらうなど外国人観光客の誘客を実施 
 

会議所では、１１月１６日に産業観光に街道観光
の要素を取り入れて、産業遺産を巡る「ものづく
り文化再発見！ウォーキング（名古屋港コー
ス）」を開催。約３００名が参加 
 

 

関西６商工会議所・広域観光推進検討委員会（事
務局：京都）では、東アジアからのインバウンド
を促進することを目的に中国の経済団体および現
地メディアを招請し、視察などで観光情報を提供 
 

会議所では、１２月９日に第１０回京都検定を実
施。前回を上回る申し込みがあり、約６，０００
名が受験 
 

会議所等で構成する「京都・サッカースタジアム
を推進する会」は、府が亀岡市に建設予定の球技
専用スタジアムに関して、スタジアムの設計など
を含む要望書を府知事に提出 

 

会議所では、「船場～なんば」、「天王寺・あべ
の」エリアの商店街・商業施設等を対象に外国人
観光客の購買動向や接遇方法に関する調査を実施 
 

会議所では、ムスリムの観光客を接遇するにあ
たって知っておくべき基本事項や留意点を掲載し
た「ムスリム観光客 接遇基礎知識集 アッサラー
ム・アライクム！」を発行 
 

会議所等では、関西国際空港を活用した食品輸出
や観光インバウンド促進を目的に関西の食をＰＲ
するイベント「ＡＬＬ関西フェスティバルｉｎ 
バンコク」をタイ・バンコクの伊勢丹で開催 

 

会議所では、台湾のメディア・旅行代理店、神戸
の観光関連事業者と共同で台湾向けの「神戸・
ひょうご観光ブラン」を策定したほか、台湾のメ
ディア、旅行業者を招請し、観光の魅力を伝える
ことで観光客の誘客を実施 
 

会議所では、有馬温泉のブランド再構築を目指し、
有馬の歴史、街並み、温泉の湧出の仕組み等の詳
細な資料を整理し、観光客にわかりやすく伝える
ためのガイドブックの作成や案内ガイドの育成な
どを検討 

県は、瀬戸内国際芸術祭２０１３の外国人受入れ
の対応として公式ウェブサイトでの外国語による
情報提供のほか、外国語版のチラシやガイドマッ
プの作成や案内サインを整備。案内所ではタブ
レット端末を活用して外国語への対応を実施 
 

市主催、会議所後援により１２月２０～２６日に
「第２７回高松冬のまつり」を開催。「しあわせ 
ありがとう」をテーマにイルミネーションやイベ
ントで賑わいをみせた 
 

１１月に高松港コンテナターミナルに新たな国際
定期航路「高松－中国・フィリピン」が開設 

九州地方知事会と経済団体で構成される「九州地
域戦略会議」は１０月２９日に「第二期九州観光
戦略」に基づき、当面３年間の「第一次アクショ
ンプラン」を決定。九州ブランドのイメージ確立
と海外発信、東九州自動車道開通に合わせた観光
客誘致、ＬＣＣ就航誘致などに取り組む 
 

福岡アジアファッション拠点推進協議会は１０月
に「福岡アジアコレクション（ＦＡＣｏ）」を韓
国・釜山で開催。また、中国・大連にＦＡＣｏ
ショップを展開。女性服やアクセサリーを販売し、
福岡発のファッションを発信 
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会議所と観光コンベンションビューローは、広島
で活躍している外国人をパネリストに迎え、暮ら
しの中で感じる広島の魅力や改善点、広島らしい
“おもてなし”等について語り合っていただくパ
ネルディスカッションを企画、２月に開催予定 
 

ひろしまライトアップ事業実行委員会は、広島の
冬の風物詩として定着しているライトアップ事業
「ひろしまドリミネーション２０１３」を１１月
１７日より開催。「おとぎの国」をコンセプトに
約１４０万球の色とりどりの光でライトアップを
展開 
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