
　

2014年1月16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◇◆

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）＞

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。

＜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．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10～12月)の景況感」および「来期(2014年1～3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＞

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

＜今期（2013年10～12月）＞

地域経済四半期動向（１２大都市商工会議所） 
－２０１３年１０～１２月－ 
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札幌 ：ほぼ同水準 札幌 ：ほぼ同水準

仙台 ：多少改善 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 ：多少改善

横浜 ：多少改善 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 ：多少改善

大阪 ：多少改善 大阪 ：多少改善

神戸 ：多少改善 神戸 ：ほぼ同水準

広島 ：改善 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 札幌 ：上回る

仙台 ：ほぼ同水準 仙台 ：ほぼ同水準

新潟 ：ほぼ同水準 新潟 ：上回る

東京 ：多少改善 東京 ：上回る

横浜 ：多少改善 横浜 ：上回る

名古屋 ：多少改善 名古屋 ：ほぼ同水準

京都 ：多少改善 京都 ：ほぼ同水準

大阪 ：多少改善 大阪 ：ほぼ同水準

神戸 ：改善 神戸 ：ほぼ同水準

広島 ：ほぼ同水準 広島 ：大幅に上回る

高松 ：ほぼ同水準 高松 ：大幅に上回る

福岡 ：多少落ち込んでいる 福岡 ：ほぼ同水準

多少改善 上回る

改善 大幅に上回る

落ち込んでいる ほぼ同水準 ５割程度 ほぼ同水準

７～８割程度

＜図の見方＞

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

【参考】リーマン・ショック（０８年９月）
　　　　前の水準と比較した地域経済の回復
　　　　の程度
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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１０～１２月）の景況感：      どちらかと言えば良い    

 ⅱ）来期（２０１４年１～３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 

【生産の動向】 

○円安に伴い、海外向け商品の売上が伸びているものの、仕入価格の上昇や燃料費の負担増により、

利益率は大幅に悪化している。                     ［水産食料品製造業］ 

 

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】 

○近年、カジノを含めた IR（統合型リゾート）の動向に注目が集まっていることから、当所では、10 

月 25 日に、セミナー「IR に関する最近の動きについて」を開催。当日は、北海道経済部観光局国

際観光担当局長の大石雅則氏による「北海道の IRへの対応について」と題した講演を実施。また、

株式会社電通カジノ・観光プロジェクト部長の岡部智氏より、「JIR～日本版 IR を考える」をテー

マに、マカオやシンガポール等の先進事例を踏まえた講演を行った。 

○当所は、11月 11日に、札幌市内の飲食店や観光地をマンガのストーリーの中で紹介する冊子「札 

幌乙女ごはん」（Ａ５版 28ページ）を発行。巻末にはマンガに登場した店舗の案内を付録するなど、

簡易ガイドブックにもなっており、市内の書店や新千歳空港などで販売を開始した（発行部数 3,000 

部）。また、11月８日～10日に東京で開催された「旅フェア日本 2013」では、本冊子の PRや販売、 

旅行会社との商談を行った。 

 

【外国人観光客の誘客・受け入れ態勢整備に関する取り組み】 

○当所では、今後、アジアを中心に、北海道、札幌を訪れる外国人観光客がますます増えることが期 

待されることから、観光業に従事する方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

能力向上を図ることを目的に、“サッポロスマイル”のロゴマークを入れた、英語、中国語、韓国

語の３種類の語学バッジを作成。語学資格の証明は不要なものの、少なくとも商品・メニューの簡

単な説明や観光案内などができることを前提に本バッジを付けてもらい、今後も活用促進を図る。 

○当所では、アジアからの観光客のおもてなしに必要な語学力や接客力の向上を目的に、「観光プロ 

デューサー養成講座」と「アジア観光客向け売上げアップ講座」を開催。「観光プロデューサー養 

成講座」（10月１日から 11月 28日まで、全 18回）では、観光業におけるホスピタリティーや、国 

別のインバウンド実務などについて講義を行った。また、「アジア観光客向け売上げアップ講座」 

（10月１日から 12月 24日まで、全 25回）では、ホテルや飲食店などの従業員を対象に、接客で 

使用する基本単語やフレーズについて、中国語と英語の講義を業種別に実施した。 

 

【海外展開支援】 

○当所では、道等との連携により、北海道産の食品・農畜水産物の海外への販路拡大を目的とする「北 

海道ブランド発掘商談会」を 11月 12日に開催した。国内外バイヤーから取引の可能性のある企業 

を事前に指名する逆指名形式で行われ、51社が自慢の商品を売り込んだ。また、前日には、商談会 

で商談するバイヤー以外の参加者にも PRするため、「プレ試食・オープン商談会」や「国内外バイ 

ヤー歓迎レセプション」を開催した。 
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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１０～１２月）の景況感：      どちらかと言えば良い 

 ⅱ）来期（２０１４年１～３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】 

○仙台市内百貨店（３店舗）の売上高は、前年同月比でみると、10 月に僅かに減少したものの、11

月は増加に転じており、震災前と比較しても増加傾向が続くなど、堅調に推移している。 

 

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】 

○当所会頭が実行委員長を務める楽天イーグルス優勝パレード実行委員会では、11 月 24 日、東北楽

天ゴールデンイーグルスの日本一とリーグ制覇を祝したパレードを開催。勇気や感動を与えてくれ

た選手・球団への祝福に、市内・県内だけでなく、全国各地から約 21 万人が来場した。レギュラ

ーシーズンから日本一達成までの期間における同球団による県内への経済波及効果は 200億円以上

と推計されるなど、交流人口の拡大や消費促進に大きな役割を果たしていることから、引き続き、

プロスポーツを活用した地域活性化を図る。 

○仙台を舞台にしたアニメ「Wake Up, Girls!」の全国ロードショーおよびテレビ放映が 2014年１月

から開始される。同作品では、市内の実在するスポットや風景等が登場することから、本作を通じ

た観光誘客が期待される。 

 

【外国人観光客の誘客・受け入れ態勢整備に関する取り組み】 

○当所などで構成する仙台空港国際化利用促進協議会では、仙台、宮城、東北の魅力を広く情報発信

するため、仙台空港の就航先である国や地域からメディア等を招請し、外国人の個人旅行者層をタ

ーゲットとした旅行需要の喚起を図っている。同空港では、利便性向上とさらなる誘客に向けて、

「仙台空港 FREE Wi-Fi」サービスが開始されたほか、あわせて開設された外国人観光客向け「仙台 

空港 Wi-Fiポータルサイト」では、多言語で宮城県の観光情報を掲載するなど、受け入れ態勢整備

に努めている。 

 

【海外展開支援】 

○12月から 2014年３月まで、仙台－バンコク線が就航。2014年１月には当所会頭や市長をはじめと

する訪問団によるタイミッションを行い、仙台・宮城の食品の輸出拡大や観光誘客を図るほか、航

空会社に通年での運航継続を要請することとしており、さらなる交流拡大を図っていく。 

 

【被災事業者支援】 

○全国の商工会議所のネットワークを活用して実施する「遊休機械無償マッチング支援プロジェク

ト」では、被災地（岩手県・宮城県・福島県）の 230 事業所に対し、2,267 件のマッチングが成立

（12月末現在）し、被災事業者の要望する機械を提供した。引き続き、遊休機械の掘り起こしに努

め、いまだ再建できない数多くの被災地中小企業の復興を支援していく。 
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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１０～１２月）の景況感：      どちらかと言えば良い 

 ⅱ）来期（２０１４年１～３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】 

○足元では売上が伸びているものの、今後３ヵ月については、消費税引き上げ前の駆け込み需要がど

れほどあるか分からず、見通しがつかない。              ［家具製造・販売業］ 

 

【生産の動向】 

○国内向けの自動車・船舶・航空機関連の受注が増加。海外向けは、北米が堅調なほか、欧州も回復

傾向にあるが、中国を含むアジアが伸び悩んでいる。            ［工作機械製造業］ 

 

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】 

○当所のほか、市や商店街振興組合、大学などで組織する NIIGATAオフィス・アート・ストリート実

行委員会では、中心市街地の回遊性を高め、賑わいを創出するため、ショーウインド等に「みなと

まち新潟 ～まちと人がつながる～」をテーマにしたアート作品を展示する「NIIGATAオフィス・ア

ート・ストリート」を開催（9月 21日～10月 20日）。市内外から 92点の応募があり、建築家やア

ーティストによる審査の結果、26点を展示した。 

○10月 25日に、市では、当所や新潟経済同友会、大学、観光団体、報道機関等と連携し、イベント

（文化・スポーツイベント等）誘致や開催支援等を行う官民一体型組織「新潟市文化・スポーツコ

ミッション」を設立。誘致・開催支援等を一元的に行うことにより、新潟市の文化度向上・スポー

ツ振興を図るとともに、地域経済の活性化を目指す。 

○当所では、県や経済団体等とともに、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（団体・企業等）の募集を開始。同会議は 2014年２月９日に設立を予定しており、佐渡金銀山

の世界文化遺産登録の早期実現と将来にわたる価値の継承を期して、官民一体となって県民運動を

展開する。 

 

【外国人観光客の誘客・受け入れ態勢整備に関する取り組み】 

○当所では、12月４日から新潟－台北線が再開されたことから、台湾の言語で表記した新潟市内のガ

イドマップとノベルティを新たに作成し、ホテル等の会員企業や空港に配布。台湾からの観光客を

はじめ、本マップを携行して市街地を回遊する外国人観光客が多くみられた。 

 

【中小企業における電力料金上昇への対応に関する取り組み】 

○市が実施する省エネ・再エネ設備の導入を支援する融資制度「地球環境保全資金」について、当所

では、市に対して、中小企業の省エネ活動やコスト削減効果の見える化を推進するため、同制度の

対象設備にエネルギー使用量計測機器や解析ソフト等を追加するよう制度の拡充を要望した。 
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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１０～１２月）の景況感：      普通    

 ⅱ）来期（２０１４年１～３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】 

○消費税引き上げ前の駆け込み需要により、住宅販売が好調なことから、自社の受注も増加。 

      [管工事業] 

 

【外国人観光客の動向】 

○ビザ発給要件の緩和に伴い、東南アジアからの観光客が増加。取引先であるホテルや飲食店から、

ハラル認証を受けた食料品の引き合いが増加している。           ［食料品卸売業］ 

 

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】 

○北支部は、10月 10日を「北区おでんの日」に制定、同日から 11月 10日までを「北区おでん月間」

とし、区内事業者の参加・協力を得て、街歩きイベントを行ったほか、パンの中におでんを詰めた

「おでんパン」など、おでんを使った新メニューを考案し、区民に広く PRした。 

○荒川支部は、“もんじゃ発祥の地”といわれる荒川区にあるもんじゃ店（58店）を掲載した「あら

かわもんじゃまっぷ 保存版」を発刊。11月から荒川区内のもんじゃ店や公共施設等で無料配布し、

誘客を図っている。 

 

【外国人観光客の誘客・受け入れ態勢整備に関する取り組み】 

○台東支部では、11月 26 日に、「お客様に喜んでいただくための『おもてなし』基礎講座セミナー」

を開催。「気づかい編」「おもてなし編」「ガイド編」の３部構成で、同支部が作成した「おもてな

しハンドブック」を活用しながら、下町ならではのおもてなしやトラブル対応に関する講義のほか、

下町通になるための勉強会を実施した。 

 

【中小企業における電力料金上昇への対応に関する取り組み】 

○当所では、12月 10日に、小規模・中小企業向け「冬の節電・省エネセミナー」を開催。省エネ診 

断や従業員向けに実施した省エネ勉強会の事例等を交えつつ、省エネ・節電のコツや情報提供を行

ったほか、中小企業が活用できる助成金などを紹介した。 

 

【海外展開支援】 

○当所は、10月 14日～17 日に、「スリランカ・ビジネスミッション」を実施。同国の輸出加工区を

訪問し、現地日系企業の工場視察を行うなど、スリランカにおけるビジネス開拓の機会を提供した。

また、10月 20日～24日には、ヤンゴン・バンコク視察会を実施。JETROヤンゴン事務所の訪問等

を通じて、現地の最新情報を提供した。 
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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１０～１２月）の景況感：      どちらかと言えば良い 

 ⅱ）来期（２０１４年１～３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】 

○高価格帯のランチやディナーコースが好調。また、年末年始の日並びが良いことから、宿泊部門で

も予約が多く、満室となった。                        [ホテル業］ 

○価格が高くても良いものを選ぶ消費者が増えている。他方で、低価格志向の顧客も多く、二極化が

進んでいる。                              ［紳士服販売業］ 

 

【生産の動向】 

○消費税引き上げ前の駆け込み需要に伴い、国内の自動車生産の上積みが期待できる。 

［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】 

○当所では、10月 12日～13日に、「ワールドフェスタ・ヨコハマ 2013」を開催。19回目を迎えた同

イベントは、世界の文化に楽しく触れて国際交流を深めることを目的としており、今回は、「世界

の家庭料理フェア」をテーマに実施した。当日は、32カ国 59店の屋台が出店したほか、民族舞踊

のステージ、民芸品の販売などが行われ、来場者は２日間で延べ 33万人に上った。 

 

【外国人観光客の誘客・受け入れ態勢整備に関する取り組み】 

○市と横浜観光コンベンションビューローでは、観光庁の「訪日外国人旅行者受入環境整備事業」の

一環として、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。サイト上に、ハラル認証

を受けた商品を販売する店舗や礼拝ができる場所を掲載するとともに、フェイスブックでは、市内

在住のムスリムの留学生が観光情報を発信した。また、12月９日には、市内事業者向けに「ムスリ

ム旅行者受入研修」を実施するなど、受け入れのための環境整備を進めている。 

 

【海外展開支援】 

○当所は、JETROなど市内の４機関と連携し、メコン地域への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（南部経済回廊）投資環境視察団」を実施。10月 20日～25日の５日間の

日程で、カンボジア・プノンペンからベトナム・ホーチミンまでの南部経済回廊 250kmを移動しな

がら、JETRO現地事務所や行政機関から両国における投資環境のブリーフィングを受けたほか、経

済特別区や工業団地の視察、現地進出企業との意見交換を行った。 
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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１０～１２月）の景況感：      どちらかと言えば良い 

 ⅱ）来期（２０１４年１～３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】 

○12月の販売は伸び悩んだものの、総じてみると、ハイブリッド車の人気が高く、特に小型車が好調。

高級車も堅調に推移しており、メンテナンスの利用客も伸びている。      ［自動車販売業］ 

 

【消費の動向】 

○自動車関連は国内向け・海外向けともに好調。建設機械や船舶関連の受注も回復傾向にある。 

［輸送用機械部品製造業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○台湾からの団体旅行客が増加しているほか、中国からの観光客も戻りつつある。   ［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 

【地域活性化・広域観光に関する取り組み】 

○当所や県、市などで組織する「ものづくり文化再発見！ウォーキング」実行委員会では、11月 16

日に、名古屋港周辺やリニア・鉄道館などを巡る「ものづくり文化再発見！ウォーキング」を開催。

産業観光に街道観光の要素を取り入れて、専門家の説明を受けながら産業遺産を巡るもので、当日

は約 300名の参加を得た。 

 

【外国人観光客の誘客・受け入れ態勢整備に関する取り組み】 

○本所をはじめ、関係機関が一体となってエアポートセールスを行ってきた結果、10月 30日からベ

トナム航空の中部―ハノイ線、中部－ホーチミン線が増便されたほか、11月 18日には、エアアジ

アＸの中部－クアラルンプール間の新規就航が正式に発表された。 

○当所では、11月 12日～15日に、台湾の人気ブロガー等を招き、市内観光や名古屋めしの感想など

名古屋の魅力をブログ上で発信したほか、中部圏在住外国人が対象の視察ツアー等を通じ、フェイ

スブック上で中部地域の観光情報を発信してもらうなど、当地の認知度向上や誘客促進を図った。 

○本所のほか、東海北陸地域の行政機関や旅行関係団体等で組織する中部広域観光推進協議会では、

効率的な海外向けプロモーション活動を行うとともに、駅・空港・道路関連の事業者等に対し、標

識や印刷物等の多言語化を呼び掛けているほか、主要観光施設に対して、外国語対応のスタッフ設

置を要望している。 

 

【販路拡大支援】 

○当所が事務局を務めるメッセナゴヤ実行委員会では、日本最大級の異業種交流展示会｢メッセナゴ

ヤ 2013｣を 11月 13日～16日の４日間にわたり開催。８回目を迎えた今回は、過去最多となる 833

社・団体が出展、来場者数は昨年を上回る 61,751名に上った。 
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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１０～１２月）の景況感：      良い 

 ⅱ）来期（２０１４年１～３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】 

○円安メリットの効果が取引先の輸出関連企業に出始めており、自社の業況も上向きつつある。 

   ［電子機器製造業］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○外国人観光客の来店が増加。免税手続きの利用件数は前年比 150％～200％程度になっている。 

  ［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】 

○府や市、当所などで組織する京都・花灯路推進協議会では、12月 14日～23日に、「京都嵐山花灯

路」を実施。嵯峨・嵐山地域の自然や文化遺産、景観などを活かし、行灯と花を用いて華やぎのあ

る散策路を演出したほか、寺社等の特別拝観やライトアップ、スタンプラリー等を行った。 

○12月９日に、当所が主催するご当地検定「京都検定」を実施。第 10回となった今回は、前回（6,027

名）を上回る 6,576名の申込があった。また、本検定にあわせて、「京都検定ブラッシュアップ講

座」を開催するなど、京都への関心と理解を深めるための機会を提供している。 

○当所をはじめ地元経済団体など 12団体で構成する「京都・サッカースタジアムを推進する会」で

は、12月 11日に、府が亀岡市に建設する球技専用スタジアムについて、バリアフリー化やスタジ

アムを核とした特色あるまちづくりなど 13項目の実現を求める要望書を府知事に提出した。 

 

【外国人観光客の誘客・受け入れ態勢整備に関する取り組み】 

○当所のほか、大阪、神戸、大津、奈良、和歌山の６商工会議所で構成する関西６商工会議所・広域

観光推進検討委員会では、東アジアからのインバウンド促進を目的に、「中国旅行関係者招へい事

業」として、中国の経済団体や現地メディアを招請し、視察ツアーを実施。「産業観光」と「食文

化紹介」をテーマに、京都・奈良・大津を巡るコース（12月 10日～13日）、和歌山・大阪・神戸

を巡るコース（12月 16日～18日）を設定し、６地域の伝統文化やおもてなしなどを PRした。 

 

【中小企業における電力料金上昇への対応に関する取り組み】 

○当所は、先進的な環境対策や環境ビジネスを学ぶきっかけづくりを行っている「京商 ECOサロン」

事業の一環として、10月 21日に、「コストダウンのためのエネルギー効率利用のすすめ」をテーマ

にセミナーを実施し、都市ガスを利用した省エネルギー技術・導入事例の紹介など行った。11月

15日には、「日本一の超高層複合ビル『あべのハルカス』に学ぶ地球にやさしい最新環境技術」と

題し、本ビルのプロジェクトを担った㈱竹中工務店より講師を招き、講演会を開催した。 
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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１０～１２月）の景況感：      良い 

 ⅱ）来期（２０１４年１～３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】 

○日用品などでは、消費者の低価格志向が根強いものの、記念日等のハレの日向けに、寿司や焼き肉

など単価の高い商品の売上が伸びている。                  ［総合スーパー］ 

 

【外国人観光客の動向】 

○中国からの個人観光客の回復が進む。特に、訪日経験のあるリピーター客が多い。  ［百貨店］ 

 ○タイやマレーシアなど、東南アジアからの観光客が増加傾向。イートインが可能なスペースを設け

る店舗が増えており、外国人の利用が目立つ。                  ［商店街］ 

 

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】 

○一般社団法人水都大阪パートナーズと当所は、10月 12日と 26日に、市内６つの船着場周辺の飲食

店を舟で巡るイベント「大阪水辺バル 2013」を開催。“食都”と“水都”が楽しめる大阪ならでは

の観光商品を発信するもので、当日は 97 店舗が参画、来場者は約２万人に上った。また、本事業

にあわせ、「中之島 GATE」賑わい事業として、中央卸売市場の対岸エリアで、鮮魚の即売や新鮮素

材を使ったレストラン、ウォータースポーツ体験などを実施。寿司、フレンチ、イタリアン等、７

店舗が出展し、10月 11日～27日の期間中に約５万 1,000人の来場を得た。 

○当所などで組織する「ALL 関西『食』輸出推進委員会」では、10月 17日～27日に、関西国際空港

を活用した食品輸出やインバウンド促進を目的に、「ALL関西フェスティバル inバンコク」をバン

コク市内にある伊勢丹で開催。近江牛や鮮魚、高級フルーツ等の販売や、たこ焼きをはじめとする

関西名物の実演販売を実施し、関西の「食」を PRした。 

 

【外国人観光客の誘客・受け入れ態勢整備に関する取り組み】 

○当所では、12月５日に、ムスリムの観光客を接遇するに際に知っておくべき基本事項や留意点を掲

載した冊子「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。商店街や商

業施設等へ配布するとともに、同冊子を活用したセミナーを開催した。 

○当所は、11月に、「船場～なんば」、「天王寺・あべの」両エリアの商店街・商業施設等の店舗を対

象に、外国人観光客の購買動向や各店舗で実践している接遇方法などに関する調査を実施した。今

後は、調査結果を活用し、外国人観光客による消費拡大を図る。 

○当所では、近畿運輸局、市、新関西国際空港株式会社などと連携し、12月から 2014年２月にかけ

て、「関西メガセール」を開催。冬のバーゲン期間にあわせて、各店舗が実施するセールやイベン

ト、購入特典などの情報を海外へ積極的に発信し、「ショッピング」を契機とした外国人観光客の

関西への来訪を促進する。 
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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１０～１２月）の景況感：      良い 

 ⅱ）来期（２０１４年１～３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】 

 ○当所が実施したヒアリング調査結果によると、前期に比べて生産高が「ほぼ同水準」と回答した企

業は全体の６割を占めており、概ね堅調に推移している。 

 

【外国人観光客の動向】 

○台湾をはじめ、外国人観光客の増加が顕著で、神戸の港をクルージングしながら食事を楽しむ企画

の人気が高い。                                [遊覧船業] 

 

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】 

○当所では、神戸を代表する観光地である有馬温泉への誘客と当地における消費拡大を図るため、同

温泉の各組合や専門家等と連携し、有馬温泉の「歴史」や「温泉」に関する正しい情報を調査・整

理を開始した。当地は、京都や大阪が近いため、観光客は増えているものの。滞在時間が短く、消

費拡大に結びついていない状況が続いている。このため、調査結果等をもとに、有馬温泉の魅力を

観光客に分かりやすく伝えるためのガイドブック等のツールを作成し、アクティブシニア層などを

ターゲットに誘客を図るとともに、案内ガイドをはじめとする観光人材の育成を通じて、有馬の温

泉ブランドの再構築を目指す。 

 

【外国人観光客の誘客・受け入れ態勢整備に関する取り組み】 

○当所では、平成 23年度から、インバウンド誘致のためのセミナー等を継続的に開催しており、今

年度は、訪日する観光客が大幅に伸びている台湾をターゲットに、現地のメディアや旅行代理店と

神戸市内の観光関連事業者との共同で、「神戸・ひょうご観光プラン」を策定した。本プランをも

とに、台湾で神戸の魅力を PRすることにより、現地旅行代理店における神戸ツアーの造成促進を

目指す。また、11月には、台湾の観光関連事業者等を招請し、視察ツアーを実施し、神戸観光の魅

力のさらなる浸透と旅行企画の造成を図った。 
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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１０～１２月）の景況感：      どちらかと言えば良い 

 ⅱ）来期（２０１４年１～３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】 

 ○消費税引き上げ前の駆け込み需要が出始めている。特に、大型テレビは買い替えの動きがみられ、

前年を超える実績となっている。                      ［家電販売業］ 

 

【生産の動向】 

○取引先の販売が好調なため、自社の受注も伸びているが、仕入価格の上昇などにより採算は悪化し

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】 

○当所や商店街振興組合などで組織するひろしまライトアップ事業実行委員会では、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～2014

年１月３日に開催。「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

を展開し、市民や観光客が広島の夜の街を散策して楽しめるよう、魅力ある広島の冬の賑わいを創

出した。 

 

【外国人観光客の誘客・受け入れ態勢整備に関する取り組み】 

○当所と広島観光コンベンションビューローでは、2014年２月に「We Love Hiroshima ～外国人観光

客のおもてなし～」と題したセミナーの実施を決め、参加者の募集を開始した。同セミナーでは、

広島の街の魅力を英語で発信する情報サイト「GetHIROSHIMA.com」を手掛ける広島経済大学助教の

ポール・ウォルシュ氏をはじめ、広島で活躍す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”などについて語るパネルディスカッション等を行

う予定。 

 

【中小企業における電力料金上昇への対応に関する取り組み】 

○県や市、当所などで組織する「エコ・イノベーションメッセinひろしま」実行委員会では、11月22

日～23日の２日間にわたり、「環境」と「イノベーション」を軸に、地域活性化に繋がる交流とビ

ジネスの場を提供する中四国地方最大の環境総合展「エコ・イノベーションメッセ2013inひろしま」

を開催。当日は、企業・団体・大学など135者が出展し、約7,900人が来場した。 
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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１０～１２月）の景況感：      どちらかと言えば良い 

 ⅱ）来期（２０１４年１～３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】 

○消費電力への関心が高まっていることから、LED照明器具や省エネ型エアコンなどの販売が好調。 

［家電販売業］ 

 

【生産の動向】 

○鉄道向けモーターの需要が増加しており、受注が伸びている。      ［機械器具部品製造業］ 

 

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】 

○県や市、当所などで組織する瀬戸内国際芸術祭実行委員会では、10月５日～11 月４日に、「瀬戸内

国際芸術祭 2013秋会期」を開催。期間中の総来場者数は約 37万人に上り、春・夏・秋の各会期合

計では 100万人超を記録した。 

 ○12月 20日～26日に、市等の主催・当所後援により、高松市立中央公園において、「第 27回高松冬

のまつり」が開催された。今回は、「しあわせ ありがとう」をテーマに、市民のイベントやイル

ミネーションが行われ、当日は多くの来場者を得た。 

 ○11 月 15 日、高松港コンテナターミナルに新たな国際定期航路として、高松－中国・フィリピン航

路が開設され、今後のさらなる物流拡大が期待される。 

 

【外国人観光客の誘客・受け入れ態勢整備に関する取り組み】 

○瀬戸内国際芸術祭 2013の外国人観光客の受け入れ対策として、県では、同芸術祭の外国語版のチ

ラシやガイドマップ、案内板を整備するとともに、webサイトにて外国語による情報提供を行った。

また、会場となる瀬戸内海の島、港などにインターネットに接続できる通信環境（Wi-Fiスポット）

を設置したほか、各案内所においても、タブレット端末を活用して、外国語（英語、中国語、韓国

語など 10ヶ国語）での照会対応と、英語、中国語、韓国語での電話応対に取り組んだ。 

 

【中小企業における電力料金上昇への対応に関する取り組み】 

○高松中央商店街の南部３町（南新町・常磐町・田町）商店街では、県内事業者、行政、地元大学等

と連携し、ＣＯ２削減を目指す「うどん県商店街エコ de活性化プロジェクト」を実施。商店街のド

ーム照明の LED化（11月 28日完了）や、商店街の店舗に省エネ診断員を派遣する「省エネ相談」、

省エネ勉強会「懐あったか塾」等を実施した。また、商店街のうどん店等の協力を得て、回収した

廃棄うどんからバイオエタノールを作り、その過程で出るカスから取り出したメタンガスで発電さ

せる装置を市内の機械メーカーが開発し、12月 24日から送電を開始した。この取り組みは、テレ

ビ番組でも取り上げられ、注目を集めている。 
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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１０～１２月）の景況感：      普通    

 ⅱ）来期（２０１４年１～３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】 

○日用品などでは消費者の低価格志向が根強く、４月以降は、消費税引き上げ後の一段の落ち込みを 

懸念している。                         ［衣料品・日用品販売業］ 

 

【生産の動向】 

○消費税引き上げを控え、戸建住宅向けの受注が増加。プレカット工場は２ヵ月先まで予約で埋まっ

ている状況。                              ［建築資材卸売業］ 

 

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】 

○九州地方知事会と経済団体で組織する九州地域戦略会議は、10月 29日に、「第二期九州観光戦略」

に基づく、当面３年間の「第１次アクションプラン」を決定した。同プランでは、平成 28 年度の

観光消費額を平成 22年度実績の約 1.3倍となる 2.7兆円とすることを目指し、「九州ブランドイメ

ージの確立と海外発信」、「東九州自動車道開通にあわせた観光客誘致」、「LCC 就航誘致」などに取

り組むこととしている。 

○福岡藩祖・黒田官兵衛の生涯を描く NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」の放送開始にあわせ、行政・団

体・企業等で組織する「『軍師官兵衛』福岡プロジェクト協議会」を設立。ロゴやキャラクターの

作成・活用促進や旗・のぼりの掲出等の取り組みを通じ、「黒田官兵衛ゆかりの地・福岡県」とし

ての魅力を全国に広く発信し、観光客誘致や経済活性化に向けたプロモーションを展開していく。 

○福岡市と糸島市は、街の魅力を知ってもらうため、１万人規模の市民参加型フルマラソン「福岡マ

ラソン 2014」を、来年 11月９日に開催することを発表した。福岡市の繁華街・天神をスタートし、

ヤフオクドームや福岡タワーなど近代的な街並みを走り抜けた後、糸島市の海や山など自然を堪能

するコースを予定している。 

 

【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、毎

年開催している「福岡アジアコレクション（FACo）」を、中国・大連市に続き、韓国・釜山市で初

めて開催した。また、福岡ブランドのさらなる周知を図るため、大連市に展開した FACoショップ

「StRFACo（スターファコ）」では、福岡の４ブランドが出店し、女性服やアクセサリーなどを販売、

福岡のファッションを発信している。 




