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彩論  関東地方整備局長　大西 亘 氏
 インフラ整備が埼玉を元気にする

ズームアップ  株式会社富士住建
経営者セミナー 日本経済の現状と課題
  立正大学経済学部教授　吉川 洋 氏
調査  埼玉県における新築マンションの動向
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 景況感は改善、売上高・利益はともに増加

県内経済の動き
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タウンスケープ  春日部市
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ズ ー ムアップ

戸建注文住宅・ハウスメーカーの株式会社富士住
建は、埼玉を中心に神奈川、千葉、東京、栃木、茨城、
群馬を商圏として年間約800棟、これまでに7,000
棟もの戸建住宅を手がけている。
同社の大きな特徴は、自由設計の注文住宅「完全

フル装備の家」。納得の適正価格でハイスペックな
設備を標準装備として盛り込み、“引っ越したその日
から快適な暮らしができる”という家づくりだ。
その設備はというと、人造大理石のシステムキッ

チン、広 と々した1.5坪の浴室、トイレ、玄関・サッシは
もちろん、収納・建具、床・クロス。そしてさらに、エア
コン5台と照明やカーテンまでもが標準装備。また、
28坪以上なら太陽光発電システムも装備されるとい
う、まさに完全フル装備の家なのだ。気になる坪単価
も37.7万円からというのだから、2度驚かされる。ほ
とんどの設備が標準装備されているため、オプション
による追加料金が発生しないのが、人気の秘訣だ。
「お客さまには引き渡しから１カ月後に満足度調査
票を書いてもらっているのですが、『予算内に収まっ
た』という評価は多いです」（竹田淳一社長）
必要な設備を盛り込んでなお、顧客が満足する坪

　

順調に年間建築棟数を伸ばしてきた同社は、いま年
間2,500棟の建築棟数を目指して歩みを進めている。
「今後は全国展開も視野に入れて、年間2,500棟
を目指しています。もちろん、フランチャイズではなく
自力での進出です」
そのためには、人材確保と社員の教育が欠かせな
い。同社は平成22年に企業内保育所「フルまる～む」
を開園。現在、横浜と埼玉を合わせて10人ほどの社
員が保育所を利用しながら仕事を続けているという。
また、OJTをベースに1人年間10万円を補助し、
自分に必要な社外研修や講習を受けることを奨励し
ている。建築に関する見識を広げるため、東大寺の
大仏殿を見学し、日本古来の建築工法を体感するツ
アーも行った。
大工職人らも自主的に意見交換や勉強会を開き

ながら、同社との情報・目的意識の共有に励んでい
るという。社員そして職人らが、それぞれのポジショ
ンで同社の強みとなる営業力・施工力といったスキル
を磨き、顧客還元に努めているのだ。

同社は地域の清掃活動、植林活動、日本障がい者
スポーツ協会のオフィシャルサポーターなど、さまざ
まな社会貢献に取り組んでいる。
「企業は社会のためにあり、事業活動は社会貢献
のためにあると思います。今後もさまざまな取り組み
で社会に貢献していきたい」そう語る竹田社長。信
条とするのは「買い手よし、売り手よし、世間よし」の
“三方よし”だ。暮らしやすい家づくりを通じて、暮らし
やすい社会づくりにも尽力している。
設立から一貫した顧客第一主義の経営で、景況に

左右されることなく成長を続けてきた同社。社会貢献
を果たしながら全国展開を成功させ、年間2,500棟
の目標を達成するのも、遠い未来の話ではなさそうだ。

でオプションとされていた数々の設備を標準装備とし
て坪単価をオープンにし、オプションが発生しない適
正価格で販売できる仕組みづくりに取り組んだ。
まず、一つひとつの設備の質と価格を吟味してメー
カーを絞った。そうして年間である程度の建設受注が
取れるようになれば、仕入れ価格が抑えられ建設コス
トが下げられるはず。薄利多売の経営スタイルなら売
り上げを伸ばしていけるのではないかと考えたのだ。
しかし、年間10棟程度しか手がけていなかった同
社が50棟に増やすから単価を下げてくれと交渉して
も、住宅設備機器メーカーは“無理だ”と首を縦には
振らなかった。だが、一生懸命説得を続けたところ、
理解を示して「協力しましょう」と返事をくれたところ
もあった。それでも難色を示すところには、竹田社長
が「50棟契約できなかったら言い値で払う」と提案
する。そこで、ようやく了承を得ることができた。
「50棟と決めたら、すべてが50棟を建設する発想
になり、そのための行動になっていくのです。そうな
れば絶対にできる。できないというのは甘えです」
そしてその年、見事に50棟を達成。完全フル装備
の家が同社の看板商品として誕生したのだ。

完全フル装備の家に向けた同社の企業努力は、
前述したものだけではない。年間5,000万円以上か
かると言われているモデルハウスや展示場出展をせ
ずに、ショールームで商品を紹介する。1部1,000～
2,000円もするカタログをつくらずにチラシを使って
ＰＲをする。そして、顧客にショールームへ足を運んで
もらい、そこから営業を進めることによって、無駄な訪
問営業の経費を削減。さらには……。
「メーカーさんや職人さんからお中元やお歳暮を
いただくと、お礼状を送付するのにパートさんの経費
なんかが結構かかってしまうんですよね（笑）。だから、
付け届けは丁寧にお断りしています」
また、質の高い大工職人を各エリアで集めて仕事

高品質・低価格住宅「完全フル装備の家®」で顧客満足を追求。
顧客第一主義で順調に建築棟数を伸ばすハウスメーカー
テレビやラジオＣＭでもおなじみの「完全フル装備の家」を手がける富士住建。納得の適正価格に充実した標準装備、耐
震性・高耐久性を兼ね備え、さらに手厚いアフターサービスも加わり顧客満足度は高い。顧客からの紹介や口コミによ
る注文数が多いのがその証しだ。今後は、これまで培った顧客第一主義と実績を武器に、関東圏から全国へと自前で展
開していく青写真を描く。

株式会社富士住建

「完全フル装備の家」の誕生

を直接発注することで余分なコストをカットし、職人
の手間代を適正な価格にしている。大工職人は主に
同社の仕事を専門に受け、準社員的な立場で責任を
持って施工を請け負う。そして同社は、それらの努力
を自社へ利益として還元するのではなく、さらなる装
備のグレードアップ化という形で顧客へと還元する。
すべては「満足してもらえる家づくり」という顧客第
一主義の事業姿勢によるものだ。
「暮らしやすい」「品質がいい」「家族の夢が実現
した家ができた」と、入居後の顧客満足度は高く、口
コミで次 と々依頼があるという。中には11件もの新築
住宅の紹介をしてくれた顧客もいるのだとか。

同社の年間建築棟数は50棟から100棟、200棟、
そして現在の約800棟……と、順調に推移していった。

埼玉で誕生した同社が、平成14（2002）年に2番
目のショールームを出したのが横浜だった。
「神奈川や千葉など埼玉から離れたエリアでショー
ルームを出して、そこで職人さんを確保する。その後
周辺に多数開設していくほうが、埼玉を中心に広げ

ていくよりも戦略的にはスムーズだと思ったんです」
当初は埼玉から横浜に異動となった担当者が、大
工職人を確保できず埼玉から呼び寄せて仕事を進
めようとしたこともあったという。
「それではダメだと。職人さんたちの組合に紹介し
てもらったりして、人脈を増やせと言いました」
いずれ、職人を集めることは難しくなる。ならば最
初にあの手この手で何とか確保して、その拠点で根
を張ることが大切だと竹田社長は考えたのだ。
地域での建築実績が増えていくにつれ、大工職人

の間で同社の評判が広がり、質の高い職人が口コミ
で集まるようになっていった。

「うちは不景気型の企業。だから好況・不況関係
なく成長を続けることができた」と、社長自身が語る
ように、同社はバブル崩壊そしてリーマン・ショックと
いった日本全体が経済的ダメージを受けていた時
期でも、年々建築棟数を増やしていた。どんな状況
であっても職人に安定した仕事を供給し続けてこら
れたことが、現在の質の高い職人の確保へとつな
がっている。
その後、次々と関東圏にショールームを開設し、現
在はその数を21まで伸ばしている。

●代 表 者 代表取締役　竹田 淳一
●設　　立 昭和62年10月
●資 本 金 4,000万円
●従業員数 234名
●事業内容 木造注文住宅請負事業、アフターリフォーム事業、宅地建物取引業
●所 在 地 〒362-0021 埼玉県上尾市原市1352-1
 TEL 048-778-3310　FAX 048-778-3313
●U R L http://www.fujijuken.co.jp

代表取締役　竹田 淳一氏

単価が実現できるのはなぜか？　顧客第一主義の
事業経営にその答えがあった。

同社の設立は昭和62（1987）年、住宅会社に勤
めていた竹田社長が独立してスタートした。独立の
理由は、住宅業界で一般的とされていたことの多く
に疑問を感じたためだ。例えば、オプション設備が追
加され住宅価格が分かりにくい、アフターサービスが
ない等。「もっと安く売れるはず」そういう思いで独
立に踏み切った。そして、設立から10年ほどは、年間
十数棟の家を顧客の希望に応じて建設していた。
「社員が食べていく分くらい稼げていたらいいだろ
うと思ってやっていました。でもある日、それだと全員
が高齢になった時、会社を潰すしかないなと思ったの
です。アフターケアまで含めてやっていたので、そう
なるとお客さまに迷惑がかかる。ならば会社を続ける
ために売り上げを増やして成長させていかないと」
そこで竹田社長は、「もっと安く売れるはず」という
考えを形にするため、それまで多くのハウスメーカー

インフラ整備が埼玉を
元気にする 関東地方整備局長

大西 亘氏

国土交通省関東地方整備局は、東京、神奈川、千
葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野の1都8県を
管轄区域として、広域的な視点からの河川、道路、港
湾、空港、国営公園、官庁施設などのインフラ整備・
管理などを行っています。
埼玉県にお住まいの方々の暮らしや安全を支えるた

めにも、様々な事業を展開しているところですが、今回
は、「首都圏中央連絡自動車道」（以下、「圏央道」）と
「八ッ場ダム」という2つの代表的な事業を紹介します。
1つ目の圏央道は、首都圏3環状道路の最も外側

に位置する全長約300ｋｍの環状道路で、東名高速、
中央道、関越道、東北道、常磐道、東関東道などの東
京から全国各方面に伸びる放射道路をリンクさせる
ことにより、広域的な利便性の向上、物流の効率化な
どを整備の目的としています。2月の茨城県内区間の
開通により、これまでに全線の9割が開通しており、東
名高速から東関東道までの6つの放射道路がリンク
されています。
埼玉県内では、一昨年の桶川北本IC～白岡菖蒲IC
間の開通が大きなストック効果をもたらしています。例
えば、都心を経由せずに広域的な移動が可能となり、
圏央道内側の都心を通過する交通が9割から3割に減
少し、道路利用者からも「首都高の渋滞が少なくなり
運転がスムーズになった」などの声を頂いています。ま
た、圏央道沿線には、大型物流施設などの立地が進ん
でおり、東名高速から東北道までの区間の沿線の市
町村では、大型物流施設等が約80件増加、これに伴
い従業者数が約8,000人増加、法人住民税が約140
億円、固定資産税（家屋）が約50億円増加などの経
済効果が生まれています。加えて、沿線の企業では輸
送の効率化に伴い生産性が向上しており、都心の渋
滞を避けることで、物流コストが約１割削減できたとい
う企業もあります。今後とも圏央道整備によるストック
効果をしっかりと把握していきたいと考えております。
2つ目の八ッ場ダムは、利根川水系吾妻川に建設

中の治水・利水目的の多目的ダムです（平成31年度
完成予定）。埼玉県から遠く離れた群馬県吾妻郡で

建設していますが、埼玉県にとって大変重要な施設で、
利根川流域の１都５県の中での最大の受益地域は埼
玉県であると言っても過言ではありません。あまり知ら
れていないかもしれませんが、シミュレーションによれ
ば、利根川の全区間の中で堤防決壊時の被害が最
大となるのは埼玉県内の利根川の右岸側で堤防が
決壊した場合です（昭和22年のカスリーン台風時は
まさにこのケース）。利根川では、これまでに洪水を貯
留するための上流ダム群・遊水池群、堤防の整備・強
化など様々な治水対策を積み重ねてきましたが、八ッ
場ダムによって上流域における洪水の貯留機能を一
層強化することで、利根川の洪水流量を低減、そして
洪水の水位をさらに低下させ、堤防決壊のリスクをよ
り低くすることができます。
また、八ッ場ダムは、利根川水系における水資源の
安定供給の視点からも極めて重要な施設です。ダム
により新たに利用できるようになる水量のうち4割弱
が埼玉県内の水道用水であることからも、埼玉県に
とっての重要性がおわかりかと思います。人口密度が
相対的に高い関東地方では、人口一人当たりの年間
降水量は全国平均の1/3であり、主な水資源の確保
対策として、上流域で「貯める」（矢木沢ダムなど）、
複数河川間で「融通する」（武蔵水路など）という2つ
の対策を組み合わせてきました。これらの積み重ねな
しに現在の首都圏の発展はあり得ませんでしたが、こ
の八ッ場ダムは「貯める」機能をさらに増強するもの
です。昨年夏に利根川で取水制限を伴う渇水状況と
なりましたが、シミュレーションによれば、八ッ場ダムが
完成していた場合には取水制限を行わずとも水を安
定供給できたとの結果を得ています。このように、八ッ
場ダムは、洪水対策、水資源確保対策の両面から埼
玉県をはじめとする利根川地域にとって心強い“用心
棒”になれることを確信しています。
これらの他にも、関東地方整備局は数多くの事業
を展開しています。今後とも埼玉県をはじめとする管
轄区域におけるインフラをしっかりと整備・管理し、住
民の皆様のお役に立っていきたいと考えております。
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戸建注文住宅・ハウスメーカーの株式会社富士住
建は、埼玉を中心に神奈川、千葉、東京、栃木、茨城、
群馬を商圏として年間約800棟、これまでに7,000
棟もの戸建住宅を手がけている。
同社の大きな特徴は、自由設計の注文住宅「完全

フル装備の家」。納得の適正価格でハイスペックな
設備を標準装備として盛り込み、“引っ越したその日
から快適な暮らしができる”という家づくりだ。
その設備はというと、人造大理石のシステムキッ

チン、広 と々した1.5坪の浴室、トイレ、玄関・サッシは
もちろん、収納・建具、床・クロス。そしてさらに、エア
コン5台と照明やカーテンまでもが標準装備。また、
28坪以上なら太陽光発電システムも装備されるとい
う、まさに完全フル装備の家なのだ。気になる坪単価
も37.7万円からというのだから、2度驚かされる。ほ
とんどの設備が標準装備されているため、オプション
による追加料金が発生しないのが、人気の秘訣だ。
「お客さまには引き渡しから１カ月後に満足度調査
票を書いてもらっているのですが、『予算内に収まっ
た』という評価は多いです」（竹田淳一社長）
必要な設備を盛り込んでなお、顧客が満足する坪

　

順調に年間建築棟数を伸ばしてきた同社は、いま年
間2,500棟の建築棟数を目指して歩みを進めている。
「今後は全国展開も視野に入れて、年間2,500棟
を目指しています。もちろん、フランチャイズではなく
自力での進出です」
そのためには、人材確保と社員の教育が欠かせな
い。同社は平成22年に企業内保育所「フルまる～む」
を開園。現在、横浜と埼玉を合わせて10人ほどの社
員が保育所を利用しながら仕事を続けているという。
また、OJTをベースに1人年間10万円を補助し、
自分に必要な社外研修や講習を受けることを奨励し
ている。建築に関する見識を広げるため、東大寺の
大仏殿を見学し、日本古来の建築工法を体感するツ
アーも行った。
大工職人らも自主的に意見交換や勉強会を開き

ながら、同社との情報・目的意識の共有に励んでい
るという。社員そして職人らが、それぞれのポジショ
ンで同社の強みとなる営業力・施工力といったスキル
を磨き、顧客還元に努めているのだ。

同社は地域の清掃活動、植林活動、日本障がい者
スポーツ協会のオフィシャルサポーターなど、さまざ
まな社会貢献に取り組んでいる。
「企業は社会のためにあり、事業活動は社会貢献
のためにあると思います。今後もさまざまな取り組み
で社会に貢献していきたい」そう語る竹田社長。信
条とするのは「買い手よし、売り手よし、世間よし」の
“三方よし”だ。暮らしやすい家づくりを通じて、暮らし
やすい社会づくりにも尽力している。
設立から一貫した顧客第一主義の経営で、景況に

左右されることなく成長を続けてきた同社。社会貢献
を果たしながら全国展開を成功させ、年間2,500棟
の目標を達成するのも、遠い未来の話ではなさそうだ。

でオプションとされていた数々の設備を標準装備とし
て坪単価をオープンにし、オプションが発生しない適
正価格で販売できる仕組みづくりに取り組んだ。
まず、一つひとつの設備の質と価格を吟味してメー
カーを絞った。そうして年間である程度の建設受注が
取れるようになれば、仕入れ価格が抑えられ建設コス
トが下げられるはず。薄利多売の経営スタイルなら売
り上げを伸ばしていけるのではないかと考えたのだ。
しかし、年間10棟程度しか手がけていなかった同
社が50棟に増やすから単価を下げてくれと交渉して
も、住宅設備機器メーカーは“無理だ”と首を縦には
振らなかった。だが、一生懸命説得を続けたところ、
理解を示して「協力しましょう」と返事をくれたところ
もあった。それでも難色を示すところには、竹田社長
が「50棟契約できなかったら言い値で払う」と提案
する。そこで、ようやく了承を得ることができた。
「50棟と決めたら、すべてが50棟を建設する発想
になり、そのための行動になっていくのです。そうな
れば絶対にできる。できないというのは甘えです」
そしてその年、見事に50棟を達成。完全フル装備
の家が同社の看板商品として誕生したのだ。

完全フル装備の家に向けた同社の企業努力は、
前述したものだけではない。年間5,000万円以上か
かると言われているモデルハウスや展示場出展をせ
ずに、ショールームで商品を紹介する。1部1,000～
2,000円もするカタログをつくらずにチラシを使って
ＰＲをする。そして、顧客にショールームへ足を運んで
もらい、そこから営業を進めることによって、無駄な訪
問営業の経費を削減。さらには……。
「メーカーさんや職人さんからお中元やお歳暮を
いただくと、お礼状を送付するのにパートさんの経費
なんかが結構かかってしまうんですよね（笑）。だから、
付け届けは丁寧にお断りしています」
また、質の高い大工職人を各エリアで集めて仕事

高品質・低価格住宅「完全フル装備の家®」で顧客満足を追求。
顧客第一主義で順調に建築棟数を伸ばすハウスメーカー
テレビやラジオＣＭでもおなじみの「完全フル装備の家」を手がける富士住建。納得の適正価格に充実した標準装備、耐
震性・高耐久性を兼ね備え、さらに手厚いアフターサービスも加わり顧客満足度は高い。顧客からの紹介や口コミによ
る注文数が多いのがその証しだ。今後は、これまで培った顧客第一主義と実績を武器に、関東圏から全国へと自前で展
開していく青写真を描く。

株式会社富士住建

「完全フル装備の家」の誕生

を直接発注することで余分なコストをカットし、職人
の手間代を適正な価格にしている。大工職人は主に
同社の仕事を専門に受け、準社員的な立場で責任を
持って施工を請け負う。そして同社は、それらの努力
を自社へ利益として還元するのではなく、さらなる装
備のグレードアップ化という形で顧客へと還元する。
すべては「満足してもらえる家づくり」という顧客第
一主義の事業姿勢によるものだ。
「暮らしやすい」「品質がいい」「家族の夢が実現
した家ができた」と、入居後の顧客満足度は高く、口
コミで次 と々依頼があるという。中には11件もの新築
住宅の紹介をしてくれた顧客もいるのだとか。

同社の年間建築棟数は50棟から100棟、200棟、
そして現在の約800棟……と、順調に推移していった。

埼玉で誕生した同社が、平成14（2002）年に2番
目のショールームを出したのが横浜だった。
「神奈川や千葉など埼玉から離れたエリアでショー
ルームを出して、そこで職人さんを確保する。その後
周辺に多数開設していくほうが、埼玉を中心に広げ

ていくよりも戦略的にはスムーズだと思ったんです」
当初は埼玉から横浜に異動となった担当者が、大
工職人を確保できず埼玉から呼び寄せて仕事を進
めようとしたこともあったという。
「それではダメだと。職人さんたちの組合に紹介し
てもらったりして、人脈を増やせと言いました」
いずれ、職人を集めることは難しくなる。ならば最
初にあの手この手で何とか確保して、その拠点で根
を張ることが大切だと竹田社長は考えたのだ。
地域での建築実績が増えていくにつれ、大工職人

の間で同社の評判が広がり、質の高い職人が口コミ
で集まるようになっていった。

「うちは不景気型の企業。だから好況・不況関係
なく成長を続けることができた」と、社長自身が語る
ように、同社はバブル崩壊そしてリーマン・ショックと
いった日本全体が経済的ダメージを受けていた時
期でも、年々建築棟数を増やしていた。どんな状況
であっても職人に安定した仕事を供給し続けてこら
れたことが、現在の質の高い職人の確保へとつな
がっている。
その後、次々と関東圏にショールームを開設し、現
在はその数を21まで伸ばしている。

●代 表 者 代表取締役　竹田 淳一
●設　　立 昭和62年10月
●資 本 金 4,000万円
●従業員数 234名
●事業内容 木造注文住宅請負事業、アフターリフォーム事業、宅地建物取引業
●所 在 地 〒362-0021 埼玉県上尾市原市1352-1
 TEL 048-778-3310　FAX 048-778-3313
●U R L http://www.fujijuken.co.jp

代表取締役　竹田 淳一氏

単価が実現できるのはなぜか？　顧客第一主義の
事業経営にその答えがあった。

同社の設立は昭和62（1987）年、住宅会社に勤
めていた竹田社長が独立してスタートした。独立の
理由は、住宅業界で一般的とされていたことの多く
に疑問を感じたためだ。例えば、オプション設備が追
加され住宅価格が分かりにくい、アフターサービスが
ない等。「もっと安く売れるはず」そういう思いで独
立に踏み切った。そして、設立から10年ほどは、年間
十数棟の家を顧客の希望に応じて建設していた。
「社員が食べていく分くらい稼げていたらいいだろ
うと思ってやっていました。でもある日、それだと全員
が高齢になった時、会社を潰すしかないなと思ったの
です。アフターケアまで含めてやっていたので、そう
なるとお客さまに迷惑がかかる。ならば会社を続ける
ために売り上げを増やして成長させていかないと」
そこで竹田社長は、「もっと安く売れるはず」という
考えを形にするため、それまで多くのハウスメーカー

インフラ整備が埼玉を
元気にする 関東地方整備局長

大西 亘氏

国土交通省関東地方整備局は、東京、神奈川、千
葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野の1都8県を
管轄区域として、広域的な視点からの河川、道路、港
湾、空港、国営公園、官庁施設などのインフラ整備・
管理などを行っています。
埼玉県にお住まいの方々の暮らしや安全を支えるた

めにも、様々な事業を展開しているところですが、今回
は、「首都圏中央連絡自動車道」（以下、「圏央道」）と
「八ッ場ダム」という2つの代表的な事業を紹介します。
1つ目の圏央道は、首都圏3環状道路の最も外側
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間2,500棟の建築棟数を目指して歩みを進めている。
「今後は全国展開も視野に入れて、年間2,500棟
を目指しています。もちろん、フランチャイズではなく
自力での進出です」
そのためには、人材確保と社員の教育が欠かせな
い。同社は平成22年に企業内保育所「フルまる～む」
を開園。現在、横浜と埼玉を合わせて10人ほどの社
員が保育所を利用しながら仕事を続けているという。
また、OJTをベースに1人年間10万円を補助し、
自分に必要な社外研修や講習を受けることを奨励し
ている。建築に関する見識を広げるため、東大寺の
大仏殿を見学し、日本古来の建築工法を体感するツ
アーも行った。
大工職人らも自主的に意見交換や勉強会を開き

ながら、同社との情報・目的意識の共有に励んでい
るという。社員そして職人らが、それぞれのポジショ
ンで同社の強みとなる営業力・施工力といったスキル
を磨き、顧客還元に努めているのだ。

同社は地域の清掃活動、植林活動、日本障がい者
スポーツ協会のオフィシャルサポーターなど、さまざ
まな社会貢献に取り組んでいる。
「企業は社会のためにあり、事業活動は社会貢献
のためにあると思います。今後もさまざまな取り組み
で社会に貢献していきたい」そう語る竹田社長。信
条とするのは「買い手よし、売り手よし、世間よし」の
“三方よし”だ。暮らしやすい家づくりを通じて、暮らし
やすい社会づくりにも尽力している。
設立から一貫した顧客第一主義の経営で、景況に
左右されることなく成長を続けてきた同社。社会貢献
を果たしながら全国展開を成功させ、年間2,500棟
の目標を達成するのも、遠い未来の話ではなさそうだ。

施工例内観

ショールーム外観

でオプションとされていた数々の設備を標準装備とし
て坪単価をオープンにし、オプションが発生しない適
正価格で販売できる仕組みづくりに取り組んだ。
まず、一つひとつの設備の質と価格を吟味してメー
カーを絞った。そうして年間である程度の建設受注が
取れるようになれば、仕入れ価格が抑えられ建設コス
トが下げられるはず。薄利多売の経営スタイルなら売
り上げを伸ばしていけるのではないかと考えたのだ。
しかし、年間10棟程度しか手がけていなかった同
社が50棟に増やすから単価を下げてくれと交渉して
も、住宅設備機器メーカーは“無理だ”と首を縦には
振らなかった。だが、一生懸命説得を続けたところ、
理解を示して「協力しましょう」と返事をくれたところ
もあった。それでも難色を示すところには、竹田社長
が「50棟契約できなかったら言い値で払う」と提案
する。そこで、ようやく了承を得ることができた。
「50棟と決めたら、すべてが50棟を建設する発想
になり、そのための行動になっていくのです。そうな
れば絶対にできる。できないというのは甘えです」
そしてその年、見事に50棟を達成。完全フル装備
の家が同社の看板商品として誕生したのだ。

完全フル装備の家に向けた同社の企業努力は、
前述したものだけではない。年間5,000万円以上か
かると言われているモデルハウスや展示場出展をせ
ずに、ショールームで商品を紹介する。1部1,000～
2,000円もするカタログをつくらずにチラシを使って
ＰＲをする。そして、顧客にショールームへ足を運んで
もらい、そこから営業を進めることによって、無駄な訪
問営業の経費を削減。さらには……。
「メーカーさんや職人さんからお中元やお歳暮を
いただくと、お礼状を送付するのにパートさんの経費
なんかが結構かかってしまうんですよね（笑）。だから、
付け届けは丁寧にお断りしています」
また、質の高い大工職人を各エリアで集めて仕事

高品質・低価格が実現できる理由 暮らしやすい社会づくりにも尽力

目標は年間建築棟数2,500棟

株式会社富士住建ZOOM UP

を直接発注することで余分なコストをカットし、職人
の手間代を適正な価格にしている。大工職人は主に
同社の仕事を専門に受け、準社員的な立場で責任を
持って施工を請け負う。そして同社は、それらの努力
を自社へ利益として還元するのではなく、さらなる装
備のグレードアップ化という形で顧客へと還元する。
すべては「満足してもらえる家づくり」という顧客第
一主義の事業姿勢によるものだ。
「暮らしやすい」「品質がいい」「家族の夢が実現
した家ができた」と、入居後の顧客満足度は高く、口
コミで次 と々依頼があるという。中には11件もの新築
住宅の紹介をしてくれた顧客もいるのだとか。

同社の年間建築棟数は50棟から100棟、200棟、
そして現在の約800棟……と、順調に推移していった。

埼玉で誕生した同社が、平成14（2002）年に2番
目のショールームを出したのが横浜だった。
「神奈川や千葉など埼玉から離れたエリアでショー
ルームを出して、そこで職人さんを確保する。その後
周辺に多数開設していくほうが、埼玉を中心に広げ

ていくよりも戦略的にはスムーズだと思ったんです」
当初は埼玉から横浜に異動となった担当者が、大
工職人を確保できず埼玉から呼び寄せて仕事を進
めようとしたこともあったという。
「それではダメだと。職人さんたちの組合に紹介し
てもらったりして、人脈を増やせと言いました」
いずれ、職人を集めることは難しくなる。ならば最
初にあの手この手で何とか確保して、その拠点で根
を張ることが大切だと竹田社長は考えたのだ。
地域での建築実績が増えていくにつれ、大工職人

の間で同社の評判が広がり、質の高い職人が口コミ
で集まるようになっていった。

「うちは不景気型の企業。だから好況・不況関係
なく成長を続けることができた」と、社長自身が語る
ように、同社はバブル崩壊そしてリーマン・ショックと
いった日本全体が経済的ダメージを受けていた時
期でも、年々建築棟数を増やしていた。どんな状況
であっても職人に安定した仕事を供給し続けてこら
れたことが、現在の質の高い職人の確保へとつな
がっている。
その後、次々と関東圏にショールームを開設し、現
在はその数を21まで伸ばしている。

施工例外観

ショールーム内観

単価が実現できるのはなぜか？　顧客第一主義の
事業経営にその答えがあった。

同社の設立は昭和62（1987）年、住宅会社に勤
めていた竹田社長が独立してスタートした。独立の
理由は、住宅業界で一般的とされていたことの多く
に疑問を感じたためだ。例えば、オプション設備が追
加され住宅価格が分かりにくい、アフターサービスが
ない等。「もっと安く売れるはず」そういう思いで独
立に踏み切った。そして、設立から10年ほどは、年間
十数棟の家を顧客の希望に応じて建設していた。
「社員が食べていく分くらい稼げていたらいいだろ
うと思ってやっていました。でもある日、それだと全員
が高齢になった時、会社を潰すしかないなと思ったの
です。アフターケアまで含めてやっていたので、そう
なるとお客さまに迷惑がかかる。ならば会社を続ける
ために売り上げを増やして成長させていかないと」
そこで竹田社長は、「もっと安く売れるはず」という
考えを形にするため、それまで多くのハウスメーカー

関東圏に次々とショールームを開設
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戸建注文住宅・ハウスメーカーの株式会社富士住
建は、埼玉を中心に神奈川、千葉、東京、栃木、茨城、
群馬を商圏として年間約800棟、これまでに7,000
棟もの戸建住宅を手がけている。
同社の大きな特徴は、自由設計の注文住宅「完全

フル装備の家」。納得の適正価格でハイスペックな
設備を標準装備として盛り込み、“引っ越したその日
から快適な暮らしができる”という家づくりだ。
その設備はというと、人造大理石のシステムキッ

チン、広 と々した1.5坪の浴室、トイレ、玄関・サッシは
もちろん、収納・建具、床・クロス。そしてさらに、エア
コン5台と照明やカーテンまでもが標準装備。また、
28坪以上なら太陽光発電システムも装備されるとい
う、まさに完全フル装備の家なのだ。気になる坪単価
も37.7万円からというのだから、2度驚かされる。ほ
とんどの設備が標準装備されているため、オプション
による追加料金が発生しないのが、人気の秘訣だ。
「お客さまには引き渡しから１カ月後に満足度調査
票を書いてもらっているのですが、『予算内に収まっ
た』という評価は多いです」（竹田淳一社長）
必要な設備を盛り込んでなお、顧客が満足する坪

　

順調に年間建築棟数を伸ばしてきた同社は、いま年
間2,500棟の建築棟数を目指して歩みを進めている。
「今後は全国展開も視野に入れて、年間2,500棟
を目指しています。もちろん、フランチャイズではなく
自力での進出です」
そのためには、人材確保と社員の教育が欠かせな
い。同社は平成22年に企業内保育所「フルまる～む」
を開園。現在、横浜と埼玉を合わせて10人ほどの社
員が保育所を利用しながら仕事を続けているという。
また、OJTをベースに1人年間10万円を補助し、
自分に必要な社外研修や講習を受けることを奨励し
ている。建築に関する見識を広げるため、東大寺の
大仏殿を見学し、日本古来の建築工法を体感するツ
アーも行った。
大工職人らも自主的に意見交換や勉強会を開き

ながら、同社との情報・目的意識の共有に励んでい
るという。社員そして職人らが、それぞれのポジショ
ンで同社の強みとなる営業力・施工力といったスキル
を磨き、顧客還元に努めているのだ。

同社は地域の清掃活動、植林活動、日本障がい者
スポーツ協会のオフィシャルサポーターなど、さまざ
まな社会貢献に取り組んでいる。
「企業は社会のためにあり、事業活動は社会貢献
のためにあると思います。今後もさまざまな取り組み
で社会に貢献していきたい」そう語る竹田社長。信
条とするのは「買い手よし、売り手よし、世間よし」の
“三方よし”だ。暮らしやすい家づくりを通じて、暮らし
やすい社会づくりにも尽力している。
設立から一貫した顧客第一主義の経営で、景況に
左右されることなく成長を続けてきた同社。社会貢献
を果たしながら全国展開を成功させ、年間2,500棟
の目標を達成するのも、遠い未来の話ではなさそうだ。

施工例内観

ショールーム外観

でオプションとされていた数々の設備を標準装備とし
て坪単価をオープンにし、オプションが発生しない適
正価格で販売できる仕組みづくりに取り組んだ。
まず、一つひとつの設備の質と価格を吟味してメー
カーを絞った。そうして年間である程度の建設受注が
取れるようになれば、仕入れ価格が抑えられ建設コス
トが下げられるはず。薄利多売の経営スタイルなら売
り上げを伸ばしていけるのではないかと考えたのだ。
しかし、年間10棟程度しか手がけていなかった同
社が50棟に増やすから単価を下げてくれと交渉して
も、住宅設備機器メーカーは“無理だ”と首を縦には
振らなかった。だが、一生懸命説得を続けたところ、
理解を示して「協力しましょう」と返事をくれたところ
もあった。それでも難色を示すところには、竹田社長
が「50棟契約できなかったら言い値で払う」と提案
する。そこで、ようやく了承を得ることができた。
「50棟と決めたら、すべてが50棟を建設する発想
になり、そのための行動になっていくのです。そうな
れば絶対にできる。できないというのは甘えです」
そしてその年、見事に50棟を達成。完全フル装備
の家が同社の看板商品として誕生したのだ。

完全フル装備の家に向けた同社の企業努力は、
前述したものだけではない。年間5,000万円以上か
かると言われているモデルハウスや展示場出展をせ
ずに、ショールームで商品を紹介する。1部1,000～
2,000円もするカタログをつくらずにチラシを使って
ＰＲをする。そして、顧客にショールームへ足を運んで
もらい、そこから営業を進めることによって、無駄な訪
問営業の経費を削減。さらには……。
「メーカーさんや職人さんからお中元やお歳暮を
いただくと、お礼状を送付するのにパートさんの経費
なんかが結構かかってしまうんですよね（笑）。だから、
付け届けは丁寧にお断りしています」
また、質の高い大工職人を各エリアで集めて仕事

高品質・低価格が実現できる理由 暮らしやすい社会づくりにも尽力

目標は年間建築棟数2,500棟

株式会社富士住建ZOOM UP

を直接発注することで余分なコストをカットし、職人
の手間代を適正な価格にしている。大工職人は主に
同社の仕事を専門に受け、準社員的な立場で責任を
持って施工を請け負う。そして同社は、それらの努力
を自社へ利益として還元するのではなく、さらなる装
備のグレードアップ化という形で顧客へと還元する。
すべては「満足してもらえる家づくり」という顧客第
一主義の事業姿勢によるものだ。
「暮らしやすい」「品質がいい」「家族の夢が実現
した家ができた」と、入居後の顧客満足度は高く、口
コミで次 と々依頼があるという。中には11件もの新築
住宅の紹介をしてくれた顧客もいるのだとか。

同社の年間建築棟数は50棟から100棟、200棟、
そして現在の約800棟……と、順調に推移していった。

埼玉で誕生した同社が、平成14（2002）年に2番
目のショールームを出したのが横浜だった。
「神奈川や千葉など埼玉から離れたエリアでショー
ルームを出して、そこで職人さんを確保する。その後
周辺に多数開設していくほうが、埼玉を中心に広げ

ていくよりも戦略的にはスムーズだと思ったんです」
当初は埼玉から横浜に異動となった担当者が、大
工職人を確保できず埼玉から呼び寄せて仕事を進
めようとしたこともあったという。
「それではダメだと。職人さんたちの組合に紹介し
てもらったりして、人脈を増やせと言いました」
いずれ、職人を集めることは難しくなる。ならば最
初にあの手この手で何とか確保して、その拠点で根
を張ることが大切だと竹田社長は考えたのだ。
地域での建築実績が増えていくにつれ、大工職人

の間で同社の評判が広がり、質の高い職人が口コミ
で集まるようになっていった。

「うちは不景気型の企業。だから好況・不況関係
なく成長を続けることができた」と、社長自身が語る
ように、同社はバブル崩壊そしてリーマン・ショックと
いった日本全体が経済的ダメージを受けていた時
期でも、年々建築棟数を増やしていた。どんな状況
であっても職人に安定した仕事を供給し続けてこら
れたことが、現在の質の高い職人の確保へとつな
がっている。
その後、次々と関東圏にショールームを開設し、現
在はその数を21まで伸ばしている。

施工例外観

ショールーム内観

単価が実現できるのはなぜか？　顧客第一主義の
事業経営にその答えがあった。

同社の設立は昭和62（1987）年、住宅会社に勤
めていた竹田社長が独立してスタートした。独立の
理由は、住宅業界で一般的とされていたことの多く
に疑問を感じたためだ。例えば、オプション設備が追
加され住宅価格が分かりにくい、アフターサービスが
ない等。「もっと安く売れるはず」そういう思いで独
立に踏み切った。そして、設立から10年ほどは、年間
十数棟の家を顧客の希望に応じて建設していた。
「社員が食べていく分くらい稼げていたらいいだろ
うと思ってやっていました。でもある日、それだと全員
が高齢になった時、会社を潰すしかないなと思ったの
です。アフターケアまで含めてやっていたので、そう
なるとお客さまに迷惑がかかる。ならば会社を続ける
ために売り上げを増やして成長させていかないと」
そこで竹田社長は、「もっと安く売れるはず」という
考えを形にするため、それまで多くのハウスメーカー

関東圏に次々とショールームを開設
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100人でやっていた工事が5人で済むかもしれない。
これが先進国の経済成長だということです。ほかに
も例はいくらでもあります。駅の自動改札機です。
1983年か84年頃に出てきたかと記憶していますが、
それまでは東京駅でも大宮駅でも人が全部切符の
改札を行っていました。現在は全部自動改札機にな
り、基本的には無人です。これが先進国の経済成長
です。だから私は、経済成長は人口だけで決まるもの
ではないと言いたいわけです。
下図をご覧ください。横軸が年ですが、1870年か

ら1990年までの120年間の日本の人口と実質
GDPの推移を見たものです。この図を素直に解釈
すれば、経済成長と人口動態は殆ど関係ないと言っ
てもいいのではないでしょうか。東京オリンピックの
前後、いわゆる高度成長期において、経済は年々
10％成長をしていましたが、その時代の人口ないし
は労働力人口の年々の伸び率は1.3％、四捨五入す
れば1％強しか伸びていなかった。経済成長が10％、
働き手は1％ですから経済学の言葉でいえば、労働
生産性が年々9％伸びていたということです。労働生
産性は基本的にはイノベーションに基づくものです。

でも人口が減少して行けば消費が減ることは自明
ですねと言われる方がいます。これも全く自明ではあ
りません。私がよく学生に説明する例ですが、例えば、
私たちが若いころには日本にはスパゲティはナポリタ
ンとミートソースの2種類しかなく、300円程度であっ
たかと思います。しかし今は「パスタ」となって千差
万別で、イタリアンと言えば1500円位のパスタがい

2017年の経済成長予測が政府、日銀、民間エコ
ノミストの方々から出ていますが、実質1％くらいの成
長をするというのが大方の見方です。
日本のＧＤＰは約500兆円であり、その6割の約
300兆円は民間の消費です。残念なことに、この消
費が弱い。消費に回らず貯蓄率が上がっています。
消費が動いてくれないのが一つの大きな問題です。
日本のすべての年齢層においてのキーワードは、

「将来不安」です。とりわけ社会保障に対する「将来
不安」があるのだと思います。

世界を見渡すと、一番強いのはアメリカです。アメ
リカの経済は、消費がＧＤＰの7割近くを占める、消
費が引っ張っていく経済です。その消費が元気なの
ですから足腰が強い。それに加えてトランプ新大統
領は、大減税とインフラ投資の実施を明言している
ので、将来の財政赤字はどうなるのかという問題を

脇に置いておけば、2017年から18年にかけてのア
メリカ経済は3％くらいの成長はするだろうというこ
とになります。
一方、ヨーロッパは、いろいろな問題を抱えていて
悩みが深い。先ず、まだまだ金融の問題が片づいて
いない。1997年、98年にわが国で起きた金融危機
と似たような状況にまだヨーロッパはあり、不良債権
問題が解決せず、金融システムが動揺しています。
失業率を見ると、フランスは10％を切っておらず、ス
ペインは20％ほどになっています。これらは国全体
の失業率であり、若い20代の失業率はおおむね2倍
となりますから、若年層の失業率は、フランスで約
20％、スペインは50％というのが現実です。唯一経
済が強いのはドイツだけなのではないでしょうか。
　

国立社会保障・人口問題研究所での推計では、
100年後に日本の人口は、現在の3分の1の約
4000万人になるとしています。人口が減少していく
のはもう止まらないと思います。この推計ですら楽観
はできない。したがってこれをどう考えるか。素直に
考えれば大問題だと思います。私も人口が減って
いって問題ないとは思いません。しかし人口が多い
か少ないかという、人口をめぐる議論は、時代ととも
に大きく変わるということも指摘しておきたいと思い

ます。戦前の日本は、人口が多過ぎると考えられてき
ました。明治の初めから多くの日本人が、海を渡って
中南米、カリフォルニア、ハワイなどに移住したり、戦
時中の不幸な歴史の中で、旧満州に日本が出て
行った時も、いかに多すぎる人口問題を解決するか
がひとつのポイントとされていました。戦後も人口は
多すぎるという議論が優勢であり、この多すぎる日
本人に雇用、働き先を提供できるのかが課題とされ
てきました。また1960年くらいには、高い人口密度
が問題視され、社会科の教科書に取り上げられてお
りました。
日本で人口減少・少子高齢化が問題になってきた
のは1970年代からです。社会保障との関係で、先
見の明のある人口学者や、社会保障に関わっている
役人たちが、少子高齢化の中で将来の社会保障の
ファイナンスが大変なことになるという話をしだした
のが70年代であったと思います。その後バブル期に
はこの話は吹っ飛んでいましたが、バブル崩壊後、経
済の停滞とともに、このテーマが年々ショーアップさ
れてきた。これが人口と日本経済をめぐる流れだと
私は思っています。

バブルが崩壊したころから20年間の日本経済は
閉塞感があると思います。この閉塞感がＧＤＰの6割
を占める消費の停滞にも結びついています。閉塞感
はいろいろありますが、やはり格差の拡大という問題
があると思います。いろいろな理由があります。「高
齢化」も原因の一つです。20代の人は所得、資産、
健康の度合いは一様ですが、70代の人は所得、資
産、健康は本当にばらつきが大きい。そのばらつきが
大きい高齢者のシェアが高まるわけですから、社会
全体のばらつき、即ち格差が大きくなります。「家族
の変容」も原因です。かつては、例えば30代で経済
力のない若者がいれば、それは親が同居して面倒を
見ていましたが、今は経済力が無くても親元を離れ
て、大都会で単身世帯を構えるという姿がこの20年、

30年顕著に進みました。また「長期の経済停滞」に
より、若い現役世代でも、正規、非正規の差にみられ
るように格差が生まれた。こうしたいくつかの背景か
ら、全体として日本では格差が広がってきました。

格差を社会全体として緩和するには、どういうこと
ができるだろうか。その答えが社会保障です。格差
は19世紀以来、いわゆる資本主義経済が発展して
くる中で新たな問題としてあったわけです。社会保
障はドイツ、イギリス、スウェーデン等、先進国の20
世紀の歴史を経て、整えられてきました。
日本では皆保険、皆年金ができたのは1961年の

ことであります。現在社会保障の給付は110兆円を
超えています。半分は年金、そのほかに医療で今は
40兆円です。介護保険は福祉その他に入ります。

ご覧のとおり、6割は労使折半の保険料で賄われ
ておりますが4割の約40兆円に穴があいています。
そのうち30兆円は国が面倒を見ている社会保障関
係費と呼んでいるものです。実際は赤字国債で回っ
ており、それこそが財政赤字の中心です。高齢化の
進行で社会保障関係費はどんどん増えていきます。
いったいどうすればよいのか。結論から述べれば、
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日本経済の現状と課題

1951年東京生まれ。1974年東京大学経済学部経済学科卒業。卒業後、米国イェール大学に留学し、1978年にPh.D.を
取得。1993年東京大学経済学部教授。1996年～2016年3月同大学大学院経済研究科教授。2016年4月より立正大学
経済学部教授に就任。現在に至る。2010年紫綬褒章受章。専門はマクロ経済学、日本経済論。著書は『高度成長―日本を
変えた6000日』（中公文庫）、『人口と日本経済』（中公新書）等多数。

吉川 洋氏
立正大学経済学部教授

プロフィール

日本経済の現状　消費の停滞

アメリカ・ヨーロッパの現状

平成29年1月27日（金）、立正大学経済学部教授吉川
洋氏を講師にお迎えし、「日本経済の現状と課題」と題し
てセミナーを開催した。以下、その概要を紹介したい。

日本人が十分に税金を払っていないということに尽
きると思います。ヨーロッパの主要国、フランス、ドイ
ツ、イギリスの日本でいう消費税率は約20％。ス
ウェーデン、ノルウェーは25％です。日本はご存じの
とおり8％。格差の問題を緩和するためには社会保
障という制度を維持しなければいけない。そのため
にはお金がいる。皆で払わなくてはだめですね。

デフレについてはいろいろな意見がございます。私
は日本銀行がお金を沢山出せば、それでデフレが終
わるという考え方には賛成しません。日本のデフレの
原因は賃金デフレというところにあると考えています。
賃金というのは先進国では、とりわけ戦後は下がる
ことがあまりなかったのですが、日本では賃金が下が
り始めた。賃金がなかなか下がらないのがいわばデ
フレストッパーでしたが、ストッパーが外れてしまった
のが日本のデフレ問題の核心だろうと思っています。

最後に、人口減少が進む中で、果たして経済成長
はしていけるのかについてお話ししたいと思います。
私は人口減少が問題ではないと申し上げている

のではありません。人口問題は大問題だと思います。
政府、自治体は少子化対策を講じていくべきだと思
います。しかし、人口が減っていくのだから経済成長
なんてできないという議論、それを私は「人口ペシミ
ズム」と名づけたいと思いますが、それは間違ってい
る。こういう議論のイメージは、一人が一本ずつの
シャベルかつるはしを持って100人で道路工事を
やっている。それが人口減少によって70人になって
しまった。それではマイナス成長になってしまう。こう
いうイメージだと思います。私は、先進国の経済成長
を考えるときに、全く間違えたイメージであると指摘
したい。先進国の経済成長は、シャベルでやっていた
道路工事にブルドーザーが登場する。そうすると

くらでもあるのではないでしょうか。単価はかつての
ナポリタンの5倍です。スパゲティを1皿食べる人の
数は減っても、単価を掛け算して消費額が減ること
は自明ではなく、先進国ではむしろそれが増えてい
る。単価が上昇していることで成長しているのです。
先進国の経済成長は、一人当たりの所得が上昇して
いくことによってもたらされます。人口減少は経済成
長においてマイナスの要因であることは間違いでは
ありませんが、定量的には一人当たりのプラスの方
がはるかに大きい。人口が減っていってもごく自然に
考えれば、日本経済はプラスの成長をしていくと考
えられます。それは、一人あたりの所得が上がってい
く、それに尽きるということです。
ドイツは日本と並んだ人口減少大国です。出生率
が日本を下回る年もあります。しかしドイツ人は自国
の人口減少を問題だとは認識していますが、だから
経済がマイナス成長と考えている人は、経営者でも
役人でも一人もいません。それはドイツの技術、ドイ
ツのイノベーションの力が健在であるということです。
メルケル首相が主導している「インダストリー４．０」と
いうイノベーションの中心地をつくっていくというプ
ログラムは、ドイツ経済健在の象徴のようなものです。

先進国の経済成長を生み出すのはイノベーション、
新しいものをつくり出していくということです。例えば
紙おむつ。これこそはコンセプトだけです。少子高齢

化社会において、高齢者用の紙おむつというものも
今後は有りなのではないかと誰かが考えた。表をご
覧頂くとおり、その後業界を牽引しているのは高齢
者用の紙おむつだということですね。
技術進歩よりもイノベーションという言葉の方が、
広いですね。技術進歩は、もちろん重要なコンセプト
ですが、まさに技術という言葉で、ハードなエンジニ
アリングなイメージが強いですが、イノベーションは
ソフトコンセプトということで、より好ましいコンセプト
だろうと思います。いろいろな例が挙げられます。例
えば、安い料理とあまり変わらない、同じような素材、
食材を高級なフランス料理に変えていくシェフの腕、
レシピも立派なイノベーションです。あるいは、観光
用の特急列車を通勤時間帯に通勤特急として走ら
せている。特急を走らせることは技術的には別に同
じですが、少し長距離の通勤では、座席指定の特急
料金を払っても座って通勤したいというニーズがあ
ること、それだけの購買力を持っている層がいること
を見出したところが立派なイノベーションです。

イノベーションがキーだということをお話してきま
したが、現在のわが国の課題は、企業が投資をせず、
貯蓄をしすぎていることです。本来の資本主義は、
私たち個人が貯蓄をして、企業は金融機関を通して
お金を借りてでも投資をしていくという形だと思うの
ですが、日本では2000年代に入って、企業が貯蓄を
しています。直近では、部門別にみると企業がなんと
個人をしのぎ最大の貯蓄主体となっています。これ
はイノベーションの衰退なのでしょうか。
いずれにしても、人口減少が進むからもうだめだ、

ということは全然ありません。私は日本の企業がもう
一回活力を取り戻してもらいたいものだと思います。
これこそが日本経済の最大の課題なのではないかと
考えております。
ご清聴、ありがとうございました。
（文責：埼玉りそな産業経済振興財団事務局）

社会保障の給付と負担の状況

格差の拡大

日本経済の課題「少子高齢化の進行」

埼玉県の新築マンション発売戸数は、足元で振
るわない状況が続いているとはいえ、県内の住宅
需要そのものが減退しているわけではない。価格面
で新築マンションより優位な新築戸建住宅の販売
は、比較的堅調に推移しているし、これまでは新築
に比べると、やや人気の低かった中古マンションの
売買についても底堅い動きになっている。
しかし、東京都区部では、価格が1億円を超える
ような高額マンションであっても、投資物件や相続
対策の一環として購入されるケースがあるが、埼玉
県内では、購入者が自分の住居とする実需が中心
であり、あまりに高額になってしまうと、新築マンショ
ン購入希望者の意欲が削がれ、中古マンションや戸
建住宅に流れてしまいかねない。
2019年10月に予定される消費税率引き上げま

でには相当の期間があり、当面、駆け込み需要は期
待できない。地価や建設工事費などコスト面からみ
る限り、販売業者は販売価格を引き下げづらい状
況が続くとみられるものの、マンション購入希望者
が減少していけば、先行きの機会損失にもつながり
かねないだけに、販売業者の対応からは目を離せな
い状況が続こう。 （井上博夫）

バブル期において、新築マンションの価格を押し
上げた主因は、地価の上昇だった。このところ、埼玉
県内でも、都心に近い地域を中心に、地価が上昇し
ている地点がある。加えて、マンション用地には、駅
から比較的近距離のある程度まとまった土地が必
要となるが、近年、こうした適地は減っており、価格
が上がりやすくなっているともいわれる。このため、
近年の新築マンションには、地価の上昇分が販売
価格に上乗せされた物件が含まれている可能性が
ある。
しかし、バブル崩壊後、下落に転じた埼玉県の住
宅地価格は2007年から2008年にかけて一旦下げ
止まった後、再び下落に向かった。2013年頃にはよ
うやく底打ちしたものの、足元でも、ほぼ横ばい圏内
での推移にとどまっている。埼玉県の住宅地価格の
推移からみる限り、地価の上昇が新築マンション販
売価格押し上げの主因になっているとまではいえな
いようだ。
一方で、近年上昇してきたのが、建設工事費であ

る。鉄筋コンクリート造などにかかる建設工事費デ
フレーター（全国・非木造住宅）の推移をみてみると、
建築基準法改正等の影響から急激に上昇した後、
リーマン・ショックでやや落ち込んだ。その後は、ほぼ

横ばい圏内で推移していたが、2013年度からは再
び上昇している。
建設工事費が上昇してきた要因の一つとして、建
設労働者の不足が指摘されている。マンション建設
は、鉄筋コンクリート造で施工されるのが一般的だ
が、この工事にかかわる型枠工や鉄筋工など建設
労働者の多くが、2008年のリーマン・ショック後に
仕事を失い、現場を離れた。
その後、東京都心部での再開発プロジェクトなど
が進んで、建設労働者への需要も回復してきたが、
一旦離れた労働者の戻りは遅れていた。そうしたさ
なか、2011年の東日本大震災に伴って、東北地方
での復興需要が発生したことから、関東地方におけ
る建設労働者の不足が加速した。
国土交通省の建設労働需給調査結果で、関東
地方の建設技能労働者過不足率の推移をみると、
2011年から2015年の半ば頃まで、不足が過剰を
大幅に上回る状況が続いた。
直近の建設技能労働者の過不足率は、比較的落

ち着いた推移となっているが、これから首都圏では、
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックに
向けた建設事業が本格化することになる。今後、建
設技能労働者の過剰感が一層強まり、新築マンショ
ンの建設工事費を押し下げるという可能性は、それ
ほど高くないだろう。

リーマン・ショック後に新築マンションの販売が落
ち込んだ際には、販売業者は価格を引き下げて対
応しようとした。当時は、多くのマンション販売業者
の業績が悪化し、上場企業の倒産まで発生するな
か、資金繰りに窮し、手持ちのマンション在庫につい
て、相当な額の値引きを行う業者が少なくなかった
とされる。
これに対し、今のところ、マンション販売業者が価
格を引き下げる動きは表面化していないようだ。
東京都区部と埼玉県内では、マンションの販売価
格に占める土地代金の割合が異なる。地価の高い
都区部では、土地代金の割合が相対的に高く、埼
玉県内ではこれが低くなっている。このため、近年の
ように、建設工事費が上昇した場合、東京都区部な
どと比べて、埼玉県内のマンションの方がコスト面
での影響を受けやすい。こうした状況下で、安易に
販売価格を引き下げれば、販売業者は収益の悪化
に見舞われることになる。
コストを下げようとして、地価の安い郊外や駅か

ら遠い場所へ向かっても、不人気から在庫を抱える
リスクがある。マンション販売業者は、さいたま市内
など一部の人気エリアを除くと、埼玉県内で新築マ
ンションを手がけることに慎重になっており、足元で
は発売戸数を絞ることで、需要の減少に対応しよう
としているようだ。
現状、首都圏全体でみると、新築マンションの在
庫はやや増加傾向にあるものの、2016年末時点の
埼玉県のマンション在庫は812戸と、2008年末時
点の1,757戸の半分以下の水準に抑えられており、
販売業者の側に過剰感はない。日銀の金融緩和政
策の効果もあって、販売業者の資金繰り面にはまだ
余裕があることから、リーマン・ショック後に発生した
ようなマンション価格の大幅な値崩れといった事態
は発生しにくくなっている。

埼玉県内では、このところ新築マンションの発売
戸数が低調に推移している。
これは、価格の上昇によるところが大きい。低い
住宅ローン金利の追い風があるとはいえ、一般のサ
ラリーマン等にとって、足元の新築マンションの価格
は、簡単に購入を決断できる水準ではなくなってい
る。しかし、販売業者側の対応をみると、価格を引き
下げてでも、物件を売り切ろうとするような動きは、
今のところ表面化していないようだ。
以下では、埼玉県における新築マンションの動向

を簡単にみていきたい。

㈱不動産経済研究所によると、2006年に
10,532戸だった埼玉県の新築マンション発売戸数
は、いわゆる耐震偽装問題を機に、建築確認の手
続きがより厳格になったことなどから、多くのマン
ションで工事の進捗に遅れが生じ、2007年には発
売戸数が8,527戸まで減少した。その後、2008年
に発生したリーマン・ショックに伴う景気減速が加
わったことで、2009年には4,856戸と、2006年の
半分以下の水準まで落ち込んだ。

新築マンション発売戸数は、2014年4月に実施さ
れた消費税率引き上げに伴う駆け込み需要もあっ
て、2013年には6,617戸に達したが、2014年には
反動減から再び4,473戸に減少した。足元の発売
戸数は低調に推移しており、2016年には3,897戸
と、2009年の実績も下回った。新築マンションにつ
いては、埼玉県内にとどまらず、首都圏全体でみて
も、発売戸数は低調に推移している。

低調な新築マンションに対して、中古マンション成
約件数は比較的堅調に推移している。
㈶東日本不動産流通機構によると、2006年に
4,046件だった埼玉県の中古マンション成約件数は、
新築マンションと同様、2008年には3,579件まで減
少したものの、2009年には早くも3,987件に回復し、
その後も比較的堅調に推移してきた。2016年の成
約件数は4,458件と、2006年以降では2013年の
4,693件に次ぐ件数になっている。
これまで、マンション購入希望者は、どちらかとい
えば、価格が多少高くても中古物件より新築物件を
好むとされてきた。新築マンション発売戸数と中古
マンション成約件数では、元になる統計が異なると
はいえ、2016年に、中古マンションの成約件数が、

新築マンション発売戸数を上回ったことからは、マン
ション購入希望者の姿勢が変化してきている様子
がうかがえる。

埼玉県の新築マンション発売戸数が低調に推移
している最大の理由は価格の上昇にある。首都圏
のマンション全般にいえることだが、埼玉県の新築
マンション販売価格も上昇しており、特に近年はそ
のテンポが速まっている。
㈱不動産経済研究所によると、2005年に3,174
万円だった埼玉県の新築マンションの販売価格は、
2007年に3,684万円へ上昇した後、2013年まで
はほぼ横ばい圏内で推移していたが、2014年に
3,930万円、2015年に4,146万円となり、2016年
には4,255万円まで上昇した。2016年の価格は
2005年対比で、34.1％も値上がりしており、この間
の賃金上昇率などを考えると、いかに低金利下とは
いえ、一般のサラリーマン等にとって、新築マンショ
ン購入へのハードルは相当高くなったといえる。
一方、埼玉県内の新築戸建住宅の価格はといえ

ば、2005年から2011年までは新築マンションを上
回っていたが、2012年にほぼ同水準となり、2014
年には新築マンションをはっきり下回った。

新築戸建住宅についても、2014年以降は値上が
りしているものの、2016年の価格は4,030万円と、
新築マンションを下回っている。
マンションと戸建住宅では、その所在地や最寄り
駅までの距離、面積など様々な条件が異なっており、
単純には比較できないものの、価格に限っていえば、
新築マンションは、戸建住宅と比べて不利な状況に
おかれている。
新築マンションの価格上昇に引きずられるように、

中古マンションの取引価格も上昇している。㈶東日
本不動産流通機構によると、2006年に1,586万円
だった埼玉県の中古マンション価格は、2007年から
2013年まで1,600万円台で安定的に推移していた
が、2014年に1,731万円、2015年に1,860万円と
なり、2016年には1,948万円と、2,000万円に迫る
までに上昇した。
この間、2006年に2,410万円だった中古戸建住
宅の価格は、2009年に1,950万円へ下落した後は、
ほぼ横ばい水準で推移しており、中古マンションと
の価格差が縮まってきている。
中古マンションや中古戸建住宅の場合、リフォー

ム費用などが追加で必要になるケースも少なくない
が、近年の新築マンションの値上がり幅が大きかっ
たため、追加費用を含めても、新築マンションとの価
格差はなお大きいようだ。

●社会保障の給付と負担の現状（2014年度予算ベース）

※社会保障給付の財源としてはこの他に資産収入などがある。
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100人でやっていた工事が5人で済むかもしれない。
これが先進国の経済成長だということです。ほかに
も例はいくらでもあります。駅の自動改札機です。
1983年か84年頃に出てきたかと記憶していますが、
それまでは東京駅でも大宮駅でも人が全部切符の
改札を行っていました。現在は全部自動改札機にな
り、基本的には無人です。これが先進国の経済成長
です。だから私は、経済成長は人口だけで決まるもの
ではないと言いたいわけです。
下図をご覧ください。横軸が年ですが、1870年か

ら1990年までの120年間の日本の人口と実質
GDPの推移を見たものです。この図を素直に解釈
すれば、経済成長と人口動態は殆ど関係ないと言っ
てもいいのではないでしょうか。東京オリンピックの
前後、いわゆる高度成長期において、経済は年々
10％成長をしていましたが、その時代の人口ないし
は労働力人口の年々の伸び率は1.3％、四捨五入す
れば1％強しか伸びていなかった。経済成長が10％、
働き手は1％ですから経済学の言葉でいえば、労働
生産性が年々9％伸びていたということです。労働生
産性は基本的にはイノベーションに基づくものです。

でも人口が減少して行けば消費が減ることは自明
ですねと言われる方がいます。これも全く自明ではあ
りません。私がよく学生に説明する例ですが、例えば、
私たちが若いころには日本にはスパゲティはナポリタ
ンとミートソースの2種類しかなく、300円程度であっ
たかと思います。しかし今は「パスタ」となって千差
万別で、イタリアンと言えば1500円位のパスタがい

2017年の経済成長予測が政府、日銀、民間エコ
ノミストの方々から出ていますが、実質1％くらいの成
長をするというのが大方の見方です。
日本のＧＤＰは約500兆円であり、その6割の約
300兆円は民間の消費です。残念なことに、この消
費が弱い。消費に回らず貯蓄率が上がっています。
消費が動いてくれないのが一つの大きな問題です。
日本のすべての年齢層においてのキーワードは、

「将来不安」です。とりわけ社会保障に対する「将来
不安」があるのだと思います。

世界を見渡すと、一番強いのはアメリカです。アメ
リカの経済は、消費がＧＤＰの7割近くを占める、消
費が引っ張っていく経済です。その消費が元気なの
ですから足腰が強い。それに加えてトランプ新大統
領は、大減税とインフラ投資の実施を明言している
ので、将来の財政赤字はどうなるのかという問題を

脇に置いておけば、2017年から18年にかけてのア
メリカ経済は3％くらいの成長はするだろうというこ
とになります。
一方、ヨーロッパは、いろいろな問題を抱えていて
悩みが深い。先ず、まだまだ金融の問題が片づいて
いない。1997年、98年にわが国で起きた金融危機
と似たような状況にまだヨーロッパはあり、不良債権
問題が解決せず、金融システムが動揺しています。
失業率を見ると、フランスは10％を切っておらず、ス
ペインは20％ほどになっています。これらは国全体
の失業率であり、若い20代の失業率はおおむね2倍
となりますから、若年層の失業率は、フランスで約
20％、スペインは50％というのが現実です。唯一経
済が強いのはドイツだけなのではないでしょうか。
　

国立社会保障・人口問題研究所での推計では、
100年後に日本の人口は、現在の3分の1の約
4000万人になるとしています。人口が減少していく
のはもう止まらないと思います。この推計ですら楽観
はできない。したがってこれをどう考えるか。素直に
考えれば大問題だと思います。私も人口が減って
いって問題ないとは思いません。しかし人口が多い
か少ないかという、人口をめぐる議論は、時代ととも
に大きく変わるということも指摘しておきたいと思い

ます。戦前の日本は、人口が多過ぎると考えられてき
ました。明治の初めから多くの日本人が、海を渡って
中南米、カリフォルニア、ハワイなどに移住したり、戦
時中の不幸な歴史の中で、旧満州に日本が出て
行った時も、いかに多すぎる人口問題を解決するか
がひとつのポイントとされていました。戦後も人口は
多すぎるという議論が優勢であり、この多すぎる日
本人に雇用、働き先を提供できるのかが課題とされ
てきました。また1960年くらいには、高い人口密度
が問題視され、社会科の教科書に取り上げられてお
りました。
日本で人口減少・少子高齢化が問題になってきた
のは1970年代からです。社会保障との関係で、先
見の明のある人口学者や、社会保障に関わっている
役人たちが、少子高齢化の中で将来の社会保障の
ファイナンスが大変なことになるという話をしだした
のが70年代であったと思います。その後バブル期に
はこの話は吹っ飛んでいましたが、バブル崩壊後、経
済の停滞とともに、このテーマが年々ショーアップさ
れてきた。これが人口と日本経済をめぐる流れだと
私は思っています。

バブルが崩壊したころから20年間の日本経済は
閉塞感があると思います。この閉塞感がＧＤＰの6割
を占める消費の停滞にも結びついています。閉塞感
はいろいろありますが、やはり格差の拡大という問題
があると思います。いろいろな理由があります。「高
齢化」も原因の一つです。20代の人は所得、資産、
健康の度合いは一様ですが、70代の人は所得、資
産、健康は本当にばらつきが大きい。そのばらつきが
大きい高齢者のシェアが高まるわけですから、社会
全体のばらつき、即ち格差が大きくなります。「家族
の変容」も原因です。かつては、例えば30代で経済
力のない若者がいれば、それは親が同居して面倒を
見ていましたが、今は経済力が無くても親元を離れ
て、大都会で単身世帯を構えるという姿がこの20年、

30年顕著に進みました。また「長期の経済停滞」に
より、若い現役世代でも、正規、非正規の差にみられ
るように格差が生まれた。こうしたいくつかの背景か
ら、全体として日本では格差が広がってきました。

格差を社会全体として緩和するには、どういうこと
ができるだろうか。その答えが社会保障です。格差
は19世紀以来、いわゆる資本主義経済が発展して
くる中で新たな問題としてあったわけです。社会保
障はドイツ、イギリス、スウェーデン等、先進国の20
世紀の歴史を経て、整えられてきました。
日本では皆保険、皆年金ができたのは1961年の

ことであります。現在社会保障の給付は110兆円を
超えています。半分は年金、そのほかに医療で今は
40兆円です。介護保険は福祉その他に入ります。

ご覧のとおり、6割は労使折半の保険料で賄われ
ておりますが4割の約40兆円に穴があいています。
そのうち30兆円は国が面倒を見ている社会保障関
係費と呼んでいるものです。実際は赤字国債で回っ
ており、それこそが財政赤字の中心です。高齢化の
進行で社会保障関係費はどんどん増えていきます。
いったいどうすればよいのか。結論から述べれば、
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日本経済の現状と課題

1951年東京生まれ。1974年東京大学経済学部経済学科卒業。卒業後、米国イェール大学に留学し、1978年にPh.D.を
取得。1993年東京大学経済学部教授。1996年～2016年3月同大学大学院経済研究科教授。2016年4月より立正大学
経済学部教授に就任。現在に至る。2010年紫綬褒章受章。専門はマクロ経済学、日本経済論。著書は『高度成長―日本を
変えた6000日』（中公文庫）、『人口と日本経済』（中公新書）等多数。

吉川 洋氏
立正大学経済学部教授

プロフィール

日本経済の現状　消費の停滞

アメリカ・ヨーロッパの現状

平成29年1月27日（金）、立正大学経済学部教授吉川
洋氏を講師にお迎えし、「日本経済の現状と課題」と題し
てセミナーを開催した。以下、その概要を紹介したい。

日本人が十分に税金を払っていないということに尽
きると思います。ヨーロッパの主要国、フランス、ドイ
ツ、イギリスの日本でいう消費税率は約20％。ス
ウェーデン、ノルウェーは25％です。日本はご存じの
とおり8％。格差の問題を緩和するためには社会保
障という制度を維持しなければいけない。そのため
にはお金がいる。皆で払わなくてはだめですね。

デフレについてはいろいろな意見がございます。私
は日本銀行がお金を沢山出せば、それでデフレが終
わるという考え方には賛成しません。日本のデフレの
原因は賃金デフレというところにあると考えています。
賃金というのは先進国では、とりわけ戦後は下がる
ことがあまりなかったのですが、日本では賃金が下が
り始めた。賃金がなかなか下がらないのがいわばデ
フレストッパーでしたが、ストッパーが外れてしまった
のが日本のデフレ問題の核心だろうと思っています。

最後に、人口減少が進む中で、果たして経済成長
はしていけるのかについてお話ししたいと思います。
私は人口減少が問題ではないと申し上げている

のではありません。人口問題は大問題だと思います。
政府、自治体は少子化対策を講じていくべきだと思
います。しかし、人口が減っていくのだから経済成長
なんてできないという議論、それを私は「人口ペシミ
ズム」と名づけたいと思いますが、それは間違ってい
る。こういう議論のイメージは、一人が一本ずつの
シャベルかつるはしを持って100人で道路工事を
やっている。それが人口減少によって70人になって
しまった。それではマイナス成長になってしまう。こう
いうイメージだと思います。私は、先進国の経済成長
を考えるときに、全く間違えたイメージであると指摘
したい。先進国の経済成長は、シャベルでやっていた
道路工事にブルドーザーが登場する。そうすると

くらでもあるのではないでしょうか。単価はかつての
ナポリタンの5倍です。スパゲティを1皿食べる人の
数は減っても、単価を掛け算して消費額が減ること
は自明ではなく、先進国ではむしろそれが増えてい
る。単価が上昇していることで成長しているのです。
先進国の経済成長は、一人当たりの所得が上昇して
いくことによってもたらされます。人口減少は経済成
長においてマイナスの要因であることは間違いでは
ありませんが、定量的には一人当たりのプラスの方
がはるかに大きい。人口が減っていってもごく自然に
考えれば、日本経済はプラスの成長をしていくと考
えられます。それは、一人あたりの所得が上がってい
く、それに尽きるということです。
ドイツは日本と並んだ人口減少大国です。出生率
が日本を下回る年もあります。しかしドイツ人は自国
の人口減少を問題だとは認識していますが、だから
経済がマイナス成長と考えている人は、経営者でも
役人でも一人もいません。それはドイツの技術、ドイ
ツのイノベーションの力が健在であるということです。
メルケル首相が主導している「インダストリー４．０」と
いうイノベーションの中心地をつくっていくというプ
ログラムは、ドイツ経済健在の象徴のようなものです。

先進国の経済成長を生み出すのはイノベーション、
新しいものをつくり出していくということです。例えば
紙おむつ。これこそはコンセプトだけです。少子高齢

化社会において、高齢者用の紙おむつというものも
今後は有りなのではないかと誰かが考えた。表をご
覧頂くとおり、その後業界を牽引しているのは高齢
者用の紙おむつだということですね。
技術進歩よりもイノベーションという言葉の方が、
広いですね。技術進歩は、もちろん重要なコンセプト
ですが、まさに技術という言葉で、ハードなエンジニ
アリングなイメージが強いですが、イノベーションは
ソフトコンセプトということで、より好ましいコンセプト
だろうと思います。いろいろな例が挙げられます。例
えば、安い料理とあまり変わらない、同じような素材、
食材を高級なフランス料理に変えていくシェフの腕、
レシピも立派なイノベーションです。あるいは、観光
用の特急列車を通勤時間帯に通勤特急として走ら
せている。特急を走らせることは技術的には別に同
じですが、少し長距離の通勤では、座席指定の特急
料金を払っても座って通勤したいというニーズがあ
ること、それだけの購買力を持っている層がいること
を見出したところが立派なイノベーションです。

イノベーションがキーだということをお話してきま
したが、現在のわが国の課題は、企業が投資をせず、
貯蓄をしすぎていることです。本来の資本主義は、
私たち個人が貯蓄をして、企業は金融機関を通して
お金を借りてでも投資をしていくという形だと思うの
ですが、日本では2000年代に入って、企業が貯蓄を
しています。直近では、部門別にみると企業がなんと
個人をしのぎ最大の貯蓄主体となっています。これ
はイノベーションの衰退なのでしょうか。
いずれにしても、人口減少が進むからもうだめだ、

ということは全然ありません。私は日本の企業がもう
一回活力を取り戻してもらいたいものだと思います。
これこそが日本経済の最大の課題なのではないかと
考えております。
ご清聴、ありがとうございました。
（文責：埼玉りそな産業経済振興財団事務局）

社会保障の給付と負担の状況

格差の拡大

日本経済の課題「少子高齢化の進行」

埼玉県の新築マンション発売戸数は、足元で振
るわない状況が続いているとはいえ、県内の住宅
需要そのものが減退しているわけではない。価格面
で新築マンションより優位な新築戸建住宅の販売
は、比較的堅調に推移しているし、これまでは新築
に比べると、やや人気の低かった中古マンションの
売買についても底堅い動きになっている。
しかし、東京都区部では、価格が1億円を超える
ような高額マンションであっても、投資物件や相続
対策の一環として購入されるケースがあるが、埼玉
県内では、購入者が自分の住居とする実需が中心
であり、あまりに高額になってしまうと、新築マンショ
ン購入希望者の意欲が削がれ、中古マンションや戸
建住宅に流れてしまいかねない。
2019年10月に予定される消費税率引き上げま

でには相当の期間があり、当面、駆け込み需要は期
待できない。地価や建設工事費などコスト面からみ
る限り、販売業者は販売価格を引き下げづらい状
況が続くとみられるものの、マンション購入希望者
が減少していけば、先行きの機会損失にもつながり
かねないだけに、販売業者の対応からは目を離せな
い状況が続こう。 （井上博夫）

バブル期において、新築マンションの価格を押し
上げた主因は、地価の上昇だった。このところ、埼玉
県内でも、都心に近い地域を中心に、地価が上昇し
ている地点がある。加えて、マンション用地には、駅
から比較的近距離のある程度まとまった土地が必
要となるが、近年、こうした適地は減っており、価格
が上がりやすくなっているともいわれる。このため、
近年の新築マンションには、地価の上昇分が販売
価格に上乗せされた物件が含まれている可能性が
ある。
しかし、バブル崩壊後、下落に転じた埼玉県の住
宅地価格は2007年から2008年にかけて一旦下げ
止まった後、再び下落に向かった。2013年頃にはよ
うやく底打ちしたものの、足元でも、ほぼ横ばい圏内
での推移にとどまっている。埼玉県の住宅地価格の
推移からみる限り、地価の上昇が新築マンション販
売価格押し上げの主因になっているとまではいえな
いようだ。
一方で、近年上昇してきたのが、建設工事費であ

る。鉄筋コンクリート造などにかかる建設工事費デ
フレーター（全国・非木造住宅）の推移をみてみると、
建築基準法改正等の影響から急激に上昇した後、
リーマン・ショックでやや落ち込んだ。その後は、ほぼ

横ばい圏内で推移していたが、2013年度からは再
び上昇している。
建設工事費が上昇してきた要因の一つとして、建
設労働者の不足が指摘されている。マンション建設
は、鉄筋コンクリート造で施工されるのが一般的だ
が、この工事にかかわる型枠工や鉄筋工など建設
労働者の多くが、2008年のリーマン・ショック後に
仕事を失い、現場を離れた。
その後、東京都心部での再開発プロジェクトなど
が進んで、建設労働者への需要も回復してきたが、
一旦離れた労働者の戻りは遅れていた。そうしたさ
なか、2011年の東日本大震災に伴って、東北地方
での復興需要が発生したことから、関東地方におけ
る建設労働者の不足が加速した。
国土交通省の建設労働需給調査結果で、関東
地方の建設技能労働者過不足率の推移をみると、
2011年から2015年の半ば頃まで、不足が過剰を
大幅に上回る状況が続いた。
直近の建設技能労働者の過不足率は、比較的落

ち着いた推移となっているが、これから首都圏では、
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックに
向けた建設事業が本格化することになる。今後、建
設技能労働者の過剰感が一層強まり、新築マンショ
ンの建設工事費を押し下げるという可能性は、それ
ほど高くないだろう。

リーマン・ショック後に新築マンションの販売が落
ち込んだ際には、販売業者は価格を引き下げて対
応しようとした。当時は、多くのマンション販売業者
の業績が悪化し、上場企業の倒産まで発生するな
か、資金繰りに窮し、手持ちのマンション在庫につい
て、相当な額の値引きを行う業者が少なくなかった
とされる。
これに対し、今のところ、マンション販売業者が価
格を引き下げる動きは表面化していないようだ。
東京都区部と埼玉県内では、マンションの販売価
格に占める土地代金の割合が異なる。地価の高い
都区部では、土地代金の割合が相対的に高く、埼
玉県内ではこれが低くなっている。このため、近年の
ように、建設工事費が上昇した場合、東京都区部な
どと比べて、埼玉県内のマンションの方がコスト面
での影響を受けやすい。こうした状況下で、安易に
販売価格を引き下げれば、販売業者は収益の悪化
に見舞われることになる。
コストを下げようとして、地価の安い郊外や駅か

ら遠い場所へ向かっても、不人気から在庫を抱える
リスクがある。マンション販売業者は、さいたま市内
など一部の人気エリアを除くと、埼玉県内で新築マ
ンションを手がけることに慎重になっており、足元で
は発売戸数を絞ることで、需要の減少に対応しよう
としているようだ。
現状、首都圏全体でみると、新築マンションの在
庫はやや増加傾向にあるものの、2016年末時点の
埼玉県のマンション在庫は812戸と、2008年末時
点の1,757戸の半分以下の水準に抑えられており、
販売業者の側に過剰感はない。日銀の金融緩和政
策の効果もあって、販売業者の資金繰り面にはまだ
余裕があることから、リーマン・ショック後に発生した
ようなマンション価格の大幅な値崩れといった事態
は発生しにくくなっている。

埼玉県内では、このところ新築マンションの発売
戸数が低調に推移している。
これは、価格の上昇によるところが大きい。低い
住宅ローン金利の追い風があるとはいえ、一般のサ
ラリーマン等にとって、足元の新築マンションの価格
は、簡単に購入を決断できる水準ではなくなってい
る。しかし、販売業者側の対応をみると、価格を引き
下げてでも、物件を売り切ろうとするような動きは、
今のところ表面化していないようだ。
以下では、埼玉県における新築マンションの動向

を簡単にみていきたい。

㈱不動産経済研究所によると、2006年に
10,532戸だった埼玉県の新築マンション発売戸数
は、いわゆる耐震偽装問題を機に、建築確認の手
続きがより厳格になったことなどから、多くのマン
ションで工事の進捗に遅れが生じ、2007年には発
売戸数が8,527戸まで減少した。その後、2008年
に発生したリーマン・ショックに伴う景気減速が加
わったことで、2009年には4,856戸と、2006年の
半分以下の水準まで落ち込んだ。

新築マンション発売戸数は、2014年4月に実施さ
れた消費税率引き上げに伴う駆け込み需要もあっ
て、2013年には6,617戸に達したが、2014年には
反動減から再び4,473戸に減少した。足元の発売
戸数は低調に推移しており、2016年には3,897戸
と、2009年の実績も下回った。新築マンションにつ
いては、埼玉県内にとどまらず、首都圏全体でみて
も、発売戸数は低調に推移している。

低調な新築マンションに対して、中古マンション成
約件数は比較的堅調に推移している。
㈶東日本不動産流通機構によると、2006年に
4,046件だった埼玉県の中古マンション成約件数は、
新築マンションと同様、2008年には3,579件まで減
少したものの、2009年には早くも3,987件に回復し、
その後も比較的堅調に推移してきた。2016年の成
約件数は4,458件と、2006年以降では2013年の
4,693件に次ぐ件数になっている。
これまで、マンション購入希望者は、どちらかとい
えば、価格が多少高くても中古物件より新築物件を
好むとされてきた。新築マンション発売戸数と中古
マンション成約件数では、元になる統計が異なると
はいえ、2016年に、中古マンションの成約件数が、

新築マンション発売戸数を上回ったことからは、マン
ション購入希望者の姿勢が変化してきている様子
がうかがえる。

埼玉県の新築マンション発売戸数が低調に推移
している最大の理由は価格の上昇にある。首都圏
のマンション全般にいえることだが、埼玉県の新築
マンション販売価格も上昇しており、特に近年はそ
のテンポが速まっている。
㈱不動産経済研究所によると、2005年に3,174
万円だった埼玉県の新築マンションの販売価格は、
2007年に3,684万円へ上昇した後、2013年まで
はほぼ横ばい圏内で推移していたが、2014年に
3,930万円、2015年に4,146万円となり、2016年
には4,255万円まで上昇した。2016年の価格は
2005年対比で、34.1％も値上がりしており、この間
の賃金上昇率などを考えると、いかに低金利下とは
いえ、一般のサラリーマン等にとって、新築マンショ
ン購入へのハードルは相当高くなったといえる。
一方、埼玉県内の新築戸建住宅の価格はといえ

ば、2005年から2011年までは新築マンションを上
回っていたが、2012年にほぼ同水準となり、2014
年には新築マンションをはっきり下回った。

新築戸建住宅についても、2014年以降は値上が
りしているものの、2016年の価格は4,030万円と、
新築マンションを下回っている。
マンションと戸建住宅では、その所在地や最寄り
駅までの距離、面積など様々な条件が異なっており、
単純には比較できないものの、価格に限っていえば、
新築マンションは、戸建住宅と比べて不利な状況に
おかれている。
新築マンションの価格上昇に引きずられるように、

中古マンションの取引価格も上昇している。㈶東日
本不動産流通機構によると、2006年に1,586万円
だった埼玉県の中古マンション価格は、2007年から
2013年まで1,600万円台で安定的に推移していた
が、2014年に1,731万円、2015年に1,860万円と
なり、2016年には1,948万円と、2,000万円に迫る
までに上昇した。
この間、2006年に2,410万円だった中古戸建住
宅の価格は、2009年に1,950万円へ下落した後は、
ほぼ横ばい水準で推移しており、中古マンションと
の価格差が縮まってきている。
中古マンションや中古戸建住宅の場合、リフォー

ム費用などが追加で必要になるケースも少なくない
が、近年の新築マンションの値上がり幅が大きかっ
たため、追加費用を含めても、新築マンションとの価
格差はなお大きいようだ。

●社会保障の給付と負担の現状（2014年度予算ベース）

※社会保障給付の財源としてはこの他に資産収入などがある。
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100人でやっていた工事が5人で済むかもしれない。
これが先進国の経済成長だということです。ほかに
も例はいくらでもあります。駅の自動改札機です。
1983年か84年頃に出てきたかと記憶していますが、
それまでは東京駅でも大宮駅でも人が全部切符の
改札を行っていました。現在は全部自動改札機にな
り、基本的には無人です。これが先進国の経済成長
です。だから私は、経済成長は人口だけで決まるもの
ではないと言いたいわけです。
下図をご覧ください。横軸が年ですが、1870年か

ら1990年までの120年間の日本の人口と実質
GDPの推移を見たものです。この図を素直に解釈
すれば、経済成長と人口動態は殆ど関係ないと言っ
てもいいのではないでしょうか。東京オリンピックの
前後、いわゆる高度成長期において、経済は年々
10％成長をしていましたが、その時代の人口ないし
は労働力人口の年々の伸び率は1.3％、四捨五入す
れば1％強しか伸びていなかった。経済成長が10％、
働き手は1％ですから経済学の言葉でいえば、労働
生産性が年々9％伸びていたということです。労働生
産性は基本的にはイノベーションに基づくものです。

でも人口が減少して行けば消費が減ることは自明
ですねと言われる方がいます。これも全く自明ではあ
りません。私がよく学生に説明する例ですが、例えば、
私たちが若いころには日本にはスパゲティはナポリタ
ンとミートソースの2種類しかなく、300円程度であっ
たかと思います。しかし今は「パスタ」となって千差
万別で、イタリアンと言えば1500円位のパスタがい

2017年の経済成長予測が政府、日銀、民間エコ
ノミストの方々から出ていますが、実質1％くらいの成
長をするというのが大方の見方です。
日本のＧＤＰは約500兆円であり、その6割の約
300兆円は民間の消費です。残念なことに、この消
費が弱い。消費に回らず貯蓄率が上がっています。
消費が動いてくれないのが一つの大きな問題です。
日本のすべての年齢層においてのキーワードは、

「将来不安」です。とりわけ社会保障に対する「将来
不安」があるのだと思います。

世界を見渡すと、一番強いのはアメリカです。アメ
リカの経済は、消費がＧＤＰの7割近くを占める、消
費が引っ張っていく経済です。その消費が元気なの
ですから足腰が強い。それに加えてトランプ新大統
領は、大減税とインフラ投資の実施を明言している
ので、将来の財政赤字はどうなるのかという問題を

脇に置いておけば、2017年から18年にかけてのア
メリカ経済は3％くらいの成長はするだろうというこ
とになります。
一方、ヨーロッパは、いろいろな問題を抱えていて
悩みが深い。先ず、まだまだ金融の問題が片づいて
いない。1997年、98年にわが国で起きた金融危機
と似たような状況にまだヨーロッパはあり、不良債権
問題が解決せず、金融システムが動揺しています。
失業率を見ると、フランスは10％を切っておらず、ス
ペインは20％ほどになっています。これらは国全体
の失業率であり、若い20代の失業率はおおむね2倍
となりますから、若年層の失業率は、フランスで約
20％、スペインは50％というのが現実です。唯一経
済が強いのはドイツだけなのではないでしょうか。
　

国立社会保障・人口問題研究所での推計では、
100年後に日本の人口は、現在の3分の1の約
4000万人になるとしています。人口が減少していく
のはもう止まらないと思います。この推計ですら楽観
はできない。したがってこれをどう考えるか。素直に
考えれば大問題だと思います。私も人口が減って
いって問題ないとは思いません。しかし人口が多い
か少ないかという、人口をめぐる議論は、時代ととも
に大きく変わるということも指摘しておきたいと思い

ます。戦前の日本は、人口が多過ぎると考えられてき
ました。明治の初めから多くの日本人が、海を渡って
中南米、カリフォルニア、ハワイなどに移住したり、戦
時中の不幸な歴史の中で、旧満州に日本が出て
行った時も、いかに多すぎる人口問題を解決するか
がひとつのポイントとされていました。戦後も人口は
多すぎるという議論が優勢であり、この多すぎる日
本人に雇用、働き先を提供できるのかが課題とされ
てきました。また1960年くらいには、高い人口密度
が問題視され、社会科の教科書に取り上げられてお
りました。
日本で人口減少・少子高齢化が問題になってきた
のは1970年代からです。社会保障との関係で、先
見の明のある人口学者や、社会保障に関わっている
役人たちが、少子高齢化の中で将来の社会保障の
ファイナンスが大変なことになるという話をしだした
のが70年代であったと思います。その後バブル期に
はこの話は吹っ飛んでいましたが、バブル崩壊後、経
済の停滞とともに、このテーマが年々ショーアップさ
れてきた。これが人口と日本経済をめぐる流れだと
私は思っています。

バブルが崩壊したころから20年間の日本経済は
閉塞感があると思います。この閉塞感がＧＤＰの6割
を占める消費の停滞にも結びついています。閉塞感
はいろいろありますが、やはり格差の拡大という問題
があると思います。いろいろな理由があります。「高
齢化」も原因の一つです。20代の人は所得、資産、
健康の度合いは一様ですが、70代の人は所得、資
産、健康は本当にばらつきが大きい。そのばらつきが
大きい高齢者のシェアが高まるわけですから、社会
全体のばらつき、即ち格差が大きくなります。「家族
の変容」も原因です。かつては、例えば30代で経済
力のない若者がいれば、それは親が同居して面倒を
見ていましたが、今は経済力が無くても親元を離れ
て、大都会で単身世帯を構えるという姿がこの20年、

30年顕著に進みました。また「長期の経済停滞」に
より、若い現役世代でも、正規、非正規の差にみられ
るように格差が生まれた。こうしたいくつかの背景か
ら、全体として日本では格差が広がってきました。

格差を社会全体として緩和するには、どういうこと
ができるだろうか。その答えが社会保障です。格差
は19世紀以来、いわゆる資本主義経済が発展して
くる中で新たな問題としてあったわけです。社会保
障はドイツ、イギリス、スウェーデン等、先進国の20
世紀の歴史を経て、整えられてきました。
日本では皆保険、皆年金ができたのは1961年の

ことであります。現在社会保障の給付は110兆円を
超えています。半分は年金、そのほかに医療で今は
40兆円です。介護保険は福祉その他に入ります。

ご覧のとおり、6割は労使折半の保険料で賄われ
ておりますが4割の約40兆円に穴があいています。
そのうち30兆円は国が面倒を見ている社会保障関
係費と呼んでいるものです。実際は赤字国債で回っ
ており、それこそが財政赤字の中心です。高齢化の
進行で社会保障関係費はどんどん増えていきます。
いったいどうすればよいのか。結論から述べれば、

日本人が十分に税金を払っていないということに尽
きると思います。ヨーロッパの主要国、フランス、ドイ
ツ、イギリスの日本でいう消費税率は約20％。ス
ウェーデン、ノルウェーは25％です。日本はご存じの
とおり8％。格差の問題を緩和するためには社会保
障という制度を維持しなければいけない。そのため
にはお金がいる。皆で払わなくてはだめですね。

デフレについてはいろいろな意見がございます。私
は日本銀行がお金を沢山出せば、それでデフレが終
わるという考え方には賛成しません。日本のデフレの
原因は賃金デフレというところにあると考えています。
賃金というのは先進国では、とりわけ戦後は下がる
ことがあまりなかったのですが、日本では賃金が下が
り始めた。賃金がなかなか下がらないのがいわばデ
フレストッパーでしたが、ストッパーが外れてしまった
のが日本のデフレ問題の核心だろうと思っています。

最後に、人口減少が進む中で、果たして経済成長
はしていけるのかについてお話ししたいと思います。
私は人口減少が問題ではないと申し上げている

のではありません。人口問題は大問題だと思います。
政府、自治体は少子化対策を講じていくべきだと思
います。しかし、人口が減っていくのだから経済成長
なんてできないという議論、それを私は「人口ペシミ
ズム」と名づけたいと思いますが、それは間違ってい
る。こういう議論のイメージは、一人が一本ずつの
シャベルかつるはしを持って100人で道路工事を
やっている。それが人口減少によって70人になって
しまった。それではマイナス成長になってしまう。こう
いうイメージだと思います。私は、先進国の経済成長
を考えるときに、全く間違えたイメージであると指摘
したい。先進国の経済成長は、シャベルでやっていた
道路工事にブルドーザーが登場する。そうすると

くらでもあるのではないでしょうか。単価はかつての
ナポリタンの5倍です。スパゲティを1皿食べる人の
数は減っても、単価を掛け算して消費額が減ること
は自明ではなく、先進国ではむしろそれが増えてい
る。単価が上昇していることで成長しているのです。
先進国の経済成長は、一人当たりの所得が上昇して
いくことによってもたらされます。人口減少は経済成
長においてマイナスの要因であることは間違いでは
ありませんが、定量的には一人当たりのプラスの方
がはるかに大きい。人口が減っていってもごく自然に
考えれば、日本経済はプラスの成長をしていくと考
えられます。それは、一人あたりの所得が上がってい
く、それに尽きるということです。
ドイツは日本と並んだ人口減少大国です。出生率
が日本を下回る年もあります。しかしドイツ人は自国
の人口減少を問題だとは認識していますが、だから
経済がマイナス成長と考えている人は、経営者でも
役人でも一人もいません。それはドイツの技術、ドイ
ツのイノベーションの力が健在であるということです。
メルケル首相が主導している「インダストリー４．０」と
いうイノベーションの中心地をつくっていくというプ
ログラムは、ドイツ経済健在の象徴のようなものです。

先進国の経済成長を生み出すのはイノベーション、
新しいものをつくり出していくということです。例えば
紙おむつ。これこそはコンセプトだけです。少子高齢

化社会において、高齢者用の紙おむつというものも
今後は有りなのではないかと誰かが考えた。表をご
覧頂くとおり、その後業界を牽引しているのは高齢
者用の紙おむつだということですね。
技術進歩よりもイノベーションという言葉の方が、
広いですね。技術進歩は、もちろん重要なコンセプト
ですが、まさに技術という言葉で、ハードなエンジニ
アリングなイメージが強いですが、イノベーションは
ソフトコンセプトということで、より好ましいコンセプト
だろうと思います。いろいろな例が挙げられます。例
えば、安い料理とあまり変わらない、同じような素材、
食材を高級なフランス料理に変えていくシェフの腕、
レシピも立派なイノベーションです。あるいは、観光
用の特急列車を通勤時間帯に通勤特急として走ら
せている。特急を走らせることは技術的には別に同
じですが、少し長距離の通勤では、座席指定の特急
料金を払っても座って通勤したいというニーズがあ
ること、それだけの購買力を持っている層がいること
を見出したところが立派なイノベーションです。

イノベーションがキーだということをお話してきま
したが、現在のわが国の課題は、企業が投資をせず、
貯蓄をしすぎていることです。本来の資本主義は、
私たち個人が貯蓄をして、企業は金融機関を通して
お金を借りてでも投資をしていくという形だと思うの
ですが、日本では2000年代に入って、企業が貯蓄を
しています。直近では、部門別にみると企業がなんと
個人をしのぎ最大の貯蓄主体となっています。これ
はイノベーションの衰退なのでしょうか。
いずれにしても、人口減少が進むからもうだめだ、

ということは全然ありません。私は日本の企業がもう
一回活力を取り戻してもらいたいものだと思います。
これこそが日本経済の最大の課題なのではないかと
考えております。
ご清聴、ありがとうございました。
（文責：埼玉りそな産業経済振興財団事務局）

イノベーションの衰退？

デフレの鍵は賃金デフレ

先進国の経済成長を生み出すのはイノベーション

人口減少/少子高齢化の下での経済成長

埼玉県の新築マンション発売戸数は、足元で振
るわない状況が続いているとはいえ、県内の住宅
需要そのものが減退しているわけではない。価格面
で新築マンションより優位な新築戸建住宅の販売
は、比較的堅調に推移しているし、これまでは新築
に比べると、やや人気の低かった中古マンションの
売買についても底堅い動きになっている。
しかし、東京都区部では、価格が1億円を超える
ような高額マンションであっても、投資物件や相続
対策の一環として購入されるケースがあるが、埼玉
県内では、購入者が自分の住居とする実需が中心
であり、あまりに高額になってしまうと、新築マンショ
ン購入希望者の意欲が削がれ、中古マンションや戸
建住宅に流れてしまいかねない。
2019年10月に予定される消費税率引き上げま

でには相当の期間があり、当面、駆け込み需要は期
待できない。地価や建設工事費などコスト面からみ
る限り、販売業者は販売価格を引き下げづらい状
況が続くとみられるものの、マンション購入希望者
が減少していけば、先行きの機会損失にもつながり
かねないだけに、販売業者の対応からは目を離せな
い状況が続こう。 （井上博夫）

バブル期において、新築マンションの価格を押し
上げた主因は、地価の上昇だった。このところ、埼玉
県内でも、都心に近い地域を中心に、地価が上昇し
ている地点がある。加えて、マンション用地には、駅
から比較的近距離のある程度まとまった土地が必
要となるが、近年、こうした適地は減っており、価格
が上がりやすくなっているともいわれる。このため、
近年の新築マンションには、地価の上昇分が販売
価格に上乗せされた物件が含まれている可能性が
ある。
しかし、バブル崩壊後、下落に転じた埼玉県の住
宅地価格は2007年から2008年にかけて一旦下げ
止まった後、再び下落に向かった。2013年頃にはよ
うやく底打ちしたものの、足元でも、ほぼ横ばい圏内
での推移にとどまっている。埼玉県の住宅地価格の
推移からみる限り、地価の上昇が新築マンション販
売価格押し上げの主因になっているとまではいえな
いようだ。
一方で、近年上昇してきたのが、建設工事費であ

る。鉄筋コンクリート造などにかかる建設工事費デ
フレーター（全国・非木造住宅）の推移をみてみると、
建築基準法改正等の影響から急激に上昇した後、
リーマン・ショックでやや落ち込んだ。その後は、ほぼ

横ばい圏内で推移していたが、2013年度からは再
び上昇している。
建設工事費が上昇してきた要因の一つとして、建
設労働者の不足が指摘されている。マンション建設
は、鉄筋コンクリート造で施工されるのが一般的だ
が、この工事にかかわる型枠工や鉄筋工など建設
労働者の多くが、2008年のリーマン・ショック後に
仕事を失い、現場を離れた。
その後、東京都心部での再開発プロジェクトなど
が進んで、建設労働者への需要も回復してきたが、
一旦離れた労働者の戻りは遅れていた。そうしたさ
なか、2011年の東日本大震災に伴って、東北地方
での復興需要が発生したことから、関東地方におけ
る建設労働者の不足が加速した。
国土交通省の建設労働需給調査結果で、関東
地方の建設技能労働者過不足率の推移をみると、
2011年から2015年の半ば頃まで、不足が過剰を
大幅に上回る状況が続いた。
直近の建設技能労働者の過不足率は、比較的落

ち着いた推移となっているが、これから首都圏では、
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックに
向けた建設事業が本格化することになる。今後、建
設技能労働者の過剰感が一層強まり、新築マンショ
ンの建設工事費を押し下げるという可能性は、それ
ほど高くないだろう。

リーマン・ショック後に新築マンションの販売が落
ち込んだ際には、販売業者は価格を引き下げて対
応しようとした。当時は、多くのマンション販売業者
の業績が悪化し、上場企業の倒産まで発生するな
か、資金繰りに窮し、手持ちのマンション在庫につい
て、相当な額の値引きを行う業者が少なくなかった
とされる。
これに対し、今のところ、マンション販売業者が価
格を引き下げる動きは表面化していないようだ。
東京都区部と埼玉県内では、マンションの販売価
格に占める土地代金の割合が異なる。地価の高い
都区部では、土地代金の割合が相対的に高く、埼
玉県内ではこれが低くなっている。このため、近年の
ように、建設工事費が上昇した場合、東京都区部な
どと比べて、埼玉県内のマンションの方がコスト面
での影響を受けやすい。こうした状況下で、安易に
販売価格を引き下げれば、販売業者は収益の悪化
に見舞われることになる。
コストを下げようとして、地価の安い郊外や駅か

ら遠い場所へ向かっても、不人気から在庫を抱える
リスクがある。マンション販売業者は、さいたま市内
など一部の人気エリアを除くと、埼玉県内で新築マ
ンションを手がけることに慎重になっており、足元で
は発売戸数を絞ることで、需要の減少に対応しよう
としているようだ。
現状、首都圏全体でみると、新築マンションの在
庫はやや増加傾向にあるものの、2016年末時点の
埼玉県のマンション在庫は812戸と、2008年末時
点の1,757戸の半分以下の水準に抑えられており、
販売業者の側に過剰感はない。日銀の金融緩和政
策の効果もあって、販売業者の資金繰り面にはまだ
余裕があることから、リーマン・ショック後に発生した
ようなマンション価格の大幅な値崩れといった事態
は発生しにくくなっている。

埼玉県内では、このところ新築マンションの発売
戸数が低調に推移している。
これは、価格の上昇によるところが大きい。低い
住宅ローン金利の追い風があるとはいえ、一般のサ
ラリーマン等にとって、足元の新築マンションの価格
は、簡単に購入を決断できる水準ではなくなってい
る。しかし、販売業者側の対応をみると、価格を引き
下げてでも、物件を売り切ろうとするような動きは、
今のところ表面化していないようだ。
以下では、埼玉県における新築マンションの動向

を簡単にみていきたい。

㈱不動産経済研究所によると、2006年に
10,532戸だった埼玉県の新築マンション発売戸数
は、いわゆる耐震偽装問題を機に、建築確認の手
続きがより厳格になったことなどから、多くのマン
ションで工事の進捗に遅れが生じ、2007年には発
売戸数が8,527戸まで減少した。その後、2008年
に発生したリーマン・ショックに伴う景気減速が加
わったことで、2009年には4,856戸と、2006年の
半分以下の水準まで落ち込んだ。

新築マンション発売戸数は、2014年4月に実施さ
れた消費税率引き上げに伴う駆け込み需要もあっ
て、2013年には6,617戸に達したが、2014年には
反動減から再び4,473戸に減少した。足元の発売
戸数は低調に推移しており、2016年には3,897戸
と、2009年の実績も下回った。新築マンションにつ
いては、埼玉県内にとどまらず、首都圏全体でみて
も、発売戸数は低調に推移している。

低調な新築マンションに対して、中古マンション成
約件数は比較的堅調に推移している。
㈶東日本不動産流通機構によると、2006年に
4,046件だった埼玉県の中古マンション成約件数は、
新築マンションと同様、2008年には3,579件まで減
少したものの、2009年には早くも3,987件に回復し、
その後も比較的堅調に推移してきた。2016年の成
約件数は4,458件と、2006年以降では2013年の
4,693件に次ぐ件数になっている。
これまで、マンション購入希望者は、どちらかとい
えば、価格が多少高くても中古物件より新築物件を
好むとされてきた。新築マンション発売戸数と中古
マンション成約件数では、元になる統計が異なると
はいえ、2016年に、中古マンションの成約件数が、

新築マンション発売戸数を上回ったことからは、マン
ション購入希望者の姿勢が変化してきている様子
がうかがえる。

埼玉県の新築マンション発売戸数が低調に推移
している最大の理由は価格の上昇にある。首都圏
のマンション全般にいえることだが、埼玉県の新築
マンション販売価格も上昇しており、特に近年はそ
のテンポが速まっている。
㈱不動産経済研究所によると、2005年に3,174
万円だった埼玉県の新築マンションの販売価格は、
2007年に3,684万円へ上昇した後、2013年まで
はほぼ横ばい圏内で推移していたが、2014年に
3,930万円、2015年に4,146万円となり、2016年
には4,255万円まで上昇した。2016年の価格は
2005年対比で、34.1％も値上がりしており、この間
の賃金上昇率などを考えると、いかに低金利下とは
いえ、一般のサラリーマン等にとって、新築マンショ
ン購入へのハードルは相当高くなったといえる。
一方、埼玉県内の新築戸建住宅の価格はといえ

ば、2005年から2011年までは新築マンションを上
回っていたが、2012年にほぼ同水準となり、2014
年には新築マンションをはっきり下回った。

新築戸建住宅についても、2014年以降は値上が
りしているものの、2016年の価格は4,030万円と、
新築マンションを下回っている。
マンションと戸建住宅では、その所在地や最寄り
駅までの距離、面積など様々な条件が異なっており、
単純には比較できないものの、価格に限っていえば、
新築マンションは、戸建住宅と比べて不利な状況に
おかれている。
新築マンションの価格上昇に引きずられるように、

中古マンションの取引価格も上昇している。㈶東日
本不動産流通機構によると、2006年に1,586万円
だった埼玉県の中古マンション価格は、2007年から
2013年まで1,600万円台で安定的に推移していた
が、2014年に1,731万円、2015年に1,860万円と
なり、2016年には1,948万円と、2,000万円に迫る
までに上昇した。
この間、2006年に2,410万円だった中古戸建住
宅の価格は、2009年に1,950万円へ下落した後は、
ほぼ横ばい水準で推移しており、中古マンションと
の価格差が縮まってきている。
中古マンションや中古戸建住宅の場合、リフォー

ム費用などが追加で必要になるケースも少なくない
が、近年の新築マンションの値上がり幅が大きかっ
たため、追加費用を含めても、新築マンションとの価
格差はなお大きいようだ。

出所：経済産業省「工業統計」
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100人でやっていた工事が5人で済むかもしれない。
これが先進国の経済成長だということです。ほかに
も例はいくらでもあります。駅の自動改札機です。
1983年か84年頃に出てきたかと記憶していますが、
それまでは東京駅でも大宮駅でも人が全部切符の
改札を行っていました。現在は全部自動改札機にな
り、基本的には無人です。これが先進国の経済成長
です。だから私は、経済成長は人口だけで決まるもの
ではないと言いたいわけです。
下図をご覧ください。横軸が年ですが、1870年か

ら1990年までの120年間の日本の人口と実質
GDPの推移を見たものです。この図を素直に解釈
すれば、経済成長と人口動態は殆ど関係ないと言っ
てもいいのではないでしょうか。東京オリンピックの
前後、いわゆる高度成長期において、経済は年々
10％成長をしていましたが、その時代の人口ないし
は労働力人口の年々の伸び率は1.3％、四捨五入す
れば1％強しか伸びていなかった。経済成長が10％、
働き手は1％ですから経済学の言葉でいえば、労働
生産性が年々9％伸びていたということです。労働生
産性は基本的にはイノベーションに基づくものです。

でも人口が減少して行けば消費が減ることは自明
ですねと言われる方がいます。これも全く自明ではあ
りません。私がよく学生に説明する例ですが、例えば、
私たちが若いころには日本にはスパゲティはナポリタ
ンとミートソースの2種類しかなく、300円程度であっ
たかと思います。しかし今は「パスタ」となって千差
万別で、イタリアンと言えば1500円位のパスタがい

2017年の経済成長予測が政府、日銀、民間エコ
ノミストの方々から出ていますが、実質1％くらいの成
長をするというのが大方の見方です。
日本のＧＤＰは約500兆円であり、その6割の約
300兆円は民間の消費です。残念なことに、この消
費が弱い。消費に回らず貯蓄率が上がっています。
消費が動いてくれないのが一つの大きな問題です。
日本のすべての年齢層においてのキーワードは、

「将来不安」です。とりわけ社会保障に対する「将来
不安」があるのだと思います。

世界を見渡すと、一番強いのはアメリカです。アメ
リカの経済は、消費がＧＤＰの7割近くを占める、消
費が引っ張っていく経済です。その消費が元気なの
ですから足腰が強い。それに加えてトランプ新大統
領は、大減税とインフラ投資の実施を明言している
ので、将来の財政赤字はどうなるのかという問題を

脇に置いておけば、2017年から18年にかけてのア
メリカ経済は3％くらいの成長はするだろうというこ
とになります。
一方、ヨーロッパは、いろいろな問題を抱えていて
悩みが深い。先ず、まだまだ金融の問題が片づいて
いない。1997年、98年にわが国で起きた金融危機
と似たような状況にまだヨーロッパはあり、不良債権
問題が解決せず、金融システムが動揺しています。
失業率を見ると、フランスは10％を切っておらず、ス
ペインは20％ほどになっています。これらは国全体
の失業率であり、若い20代の失業率はおおむね2倍
となりますから、若年層の失業率は、フランスで約
20％、スペインは50％というのが現実です。唯一経
済が強いのはドイツだけなのではないでしょうか。
　

国立社会保障・人口問題研究所での推計では、
100年後に日本の人口は、現在の3分の1の約
4000万人になるとしています。人口が減少していく
のはもう止まらないと思います。この推計ですら楽観
はできない。したがってこれをどう考えるか。素直に
考えれば大問題だと思います。私も人口が減って
いって問題ないとは思いません。しかし人口が多い
か少ないかという、人口をめぐる議論は、時代ととも
に大きく変わるということも指摘しておきたいと思い

ます。戦前の日本は、人口が多過ぎると考えられてき
ました。明治の初めから多くの日本人が、海を渡って
中南米、カリフォルニア、ハワイなどに移住したり、戦
時中の不幸な歴史の中で、旧満州に日本が出て
行った時も、いかに多すぎる人口問題を解決するか
がひとつのポイントとされていました。戦後も人口は
多すぎるという議論が優勢であり、この多すぎる日
本人に雇用、働き先を提供できるのかが課題とされ
てきました。また1960年くらいには、高い人口密度
が問題視され、社会科の教科書に取り上げられてお
りました。
日本で人口減少・少子高齢化が問題になってきた
のは1970年代からです。社会保障との関係で、先
見の明のある人口学者や、社会保障に関わっている
役人たちが、少子高齢化の中で将来の社会保障の
ファイナンスが大変なことになるという話をしだした
のが70年代であったと思います。その後バブル期に
はこの話は吹っ飛んでいましたが、バブル崩壊後、経
済の停滞とともに、このテーマが年々ショーアップさ
れてきた。これが人口と日本経済をめぐる流れだと
私は思っています。

バブルが崩壊したころから20年間の日本経済は
閉塞感があると思います。この閉塞感がＧＤＰの6割
を占める消費の停滞にも結びついています。閉塞感
はいろいろありますが、やはり格差の拡大という問題
があると思います。いろいろな理由があります。「高
齢化」も原因の一つです。20代の人は所得、資産、
健康の度合いは一様ですが、70代の人は所得、資
産、健康は本当にばらつきが大きい。そのばらつきが
大きい高齢者のシェアが高まるわけですから、社会
全体のばらつき、即ち格差が大きくなります。「家族
の変容」も原因です。かつては、例えば30代で経済
力のない若者がいれば、それは親が同居して面倒を
見ていましたが、今は経済力が無くても親元を離れ
て、大都会で単身世帯を構えるという姿がこの20年、

30年顕著に進みました。また「長期の経済停滞」に
より、若い現役世代でも、正規、非正規の差にみられ
るように格差が生まれた。こうしたいくつかの背景か
ら、全体として日本では格差が広がってきました。

格差を社会全体として緩和するには、どういうこと
ができるだろうか。その答えが社会保障です。格差
は19世紀以来、いわゆる資本主義経済が発展して
くる中で新たな問題としてあったわけです。社会保
障はドイツ、イギリス、スウェーデン等、先進国の20
世紀の歴史を経て、整えられてきました。
日本では皆保険、皆年金ができたのは1961年の

ことであります。現在社会保障の給付は110兆円を
超えています。半分は年金、そのほかに医療で今は
40兆円です。介護保険は福祉その他に入ります。

ご覧のとおり、6割は労使折半の保険料で賄われ
ておりますが4割の約40兆円に穴があいています。
そのうち30兆円は国が面倒を見ている社会保障関
係費と呼んでいるものです。実際は赤字国債で回っ
ており、それこそが財政赤字の中心です。高齢化の
進行で社会保障関係費はどんどん増えていきます。
いったいどうすればよいのか。結論から述べれば、

日本人が十分に税金を払っていないということに尽
きると思います。ヨーロッパの主要国、フランス、ドイ
ツ、イギリスの日本でいう消費税率は約20％。ス
ウェーデン、ノルウェーは25％です。日本はご存じの
とおり8％。格差の問題を緩和するためには社会保
障という制度を維持しなければいけない。そのため
にはお金がいる。皆で払わなくてはだめですね。

デフレについてはいろいろな意見がございます。私
は日本銀行がお金を沢山出せば、それでデフレが終
わるという考え方には賛成しません。日本のデフレの
原因は賃金デフレというところにあると考えています。
賃金というのは先進国では、とりわけ戦後は下がる
ことがあまりなかったのですが、日本では賃金が下が
り始めた。賃金がなかなか下がらないのがいわばデ
フレストッパーでしたが、ストッパーが外れてしまった
のが日本のデフレ問題の核心だろうと思っています。

最後に、人口減少が進む中で、果たして経済成長
はしていけるのかについてお話ししたいと思います。
私は人口減少が問題ではないと申し上げている

のではありません。人口問題は大問題だと思います。
政府、自治体は少子化対策を講じていくべきだと思
います。しかし、人口が減っていくのだから経済成長
なんてできないという議論、それを私は「人口ペシミ
ズム」と名づけたいと思いますが、それは間違ってい
る。こういう議論のイメージは、一人が一本ずつの
シャベルかつるはしを持って100人で道路工事を
やっている。それが人口減少によって70人になって
しまった。それではマイナス成長になってしまう。こう
いうイメージだと思います。私は、先進国の経済成長
を考えるときに、全く間違えたイメージであると指摘
したい。先進国の経済成長は、シャベルでやっていた
道路工事にブルドーザーが登場する。そうすると

くらでもあるのではないでしょうか。単価はかつての
ナポリタンの5倍です。スパゲティを1皿食べる人の
数は減っても、単価を掛け算して消費額が減ること
は自明ではなく、先進国ではむしろそれが増えてい
る。単価が上昇していることで成長しているのです。
先進国の経済成長は、一人当たりの所得が上昇して
いくことによってもたらされます。人口減少は経済成
長においてマイナスの要因であることは間違いでは
ありませんが、定量的には一人当たりのプラスの方
がはるかに大きい。人口が減っていってもごく自然に
考えれば、日本経済はプラスの成長をしていくと考
えられます。それは、一人あたりの所得が上がってい
く、それに尽きるということです。
ドイツは日本と並んだ人口減少大国です。出生率
が日本を下回る年もあります。しかしドイツ人は自国
の人口減少を問題だとは認識していますが、だから
経済がマイナス成長と考えている人は、経営者でも
役人でも一人もいません。それはドイツの技術、ドイ
ツのイノベーションの力が健在であるということです。
メルケル首相が主導している「インダストリー４．０」と
いうイノベーションの中心地をつくっていくというプ
ログラムは、ドイツ経済健在の象徴のようなものです。

先進国の経済成長を生み出すのはイノベーション、
新しいものをつくり出していくということです。例えば
紙おむつ。これこそはコンセプトだけです。少子高齢

化社会において、高齢者用の紙おむつというものも
今後は有りなのではないかと誰かが考えた。表をご
覧頂くとおり、その後業界を牽引しているのは高齢
者用の紙おむつだということですね。
技術進歩よりもイノベーションという言葉の方が、
広いですね。技術進歩は、もちろん重要なコンセプト
ですが、まさに技術という言葉で、ハードなエンジニ
アリングなイメージが強いですが、イノベーションは
ソフトコンセプトということで、より好ましいコンセプト
だろうと思います。いろいろな例が挙げられます。例
えば、安い料理とあまり変わらない、同じような素材、
食材を高級なフランス料理に変えていくシェフの腕、
レシピも立派なイノベーションです。あるいは、観光
用の特急列車を通勤時間帯に通勤特急として走ら
せている。特急を走らせることは技術的には別に同
じですが、少し長距離の通勤では、座席指定の特急
料金を払っても座って通勤したいというニーズがあ
ること、それだけの購買力を持っている層がいること
を見出したところが立派なイノベーションです。

イノベーションがキーだということをお話してきま
したが、現在のわが国の課題は、企業が投資をせず、
貯蓄をしすぎていることです。本来の資本主義は、
私たち個人が貯蓄をして、企業は金融機関を通して
お金を借りてでも投資をしていくという形だと思うの
ですが、日本では2000年代に入って、企業が貯蓄を
しています。直近では、部門別にみると企業がなんと
個人をしのぎ最大の貯蓄主体となっています。これ
はイノベーションの衰退なのでしょうか。
いずれにしても、人口減少が進むからもうだめだ、

ということは全然ありません。私は日本の企業がもう
一回活力を取り戻してもらいたいものだと思います。
これこそが日本経済の最大の課題なのではないかと
考えております。
ご清聴、ありがとうございました。
（文責：埼玉りそな産業経済振興財団事務局）

イノベーションの衰退？

デフレの鍵は賃金デフレ

先進国の経済成長を生み出すのはイノベーション

人口減少/少子高齢化の下での経済成長

埼玉県の新築マンション発売戸数は、足元で振
るわない状況が続いているとはいえ、県内の住宅
需要そのものが減退しているわけではない。価格面
で新築マンションより優位な新築戸建住宅の販売
は、比較的堅調に推移しているし、これまでは新築
に比べると、やや人気の低かった中古マンションの
売買についても底堅い動きになっている。
しかし、東京都区部では、価格が1億円を超える
ような高額マンションであっても、投資物件や相続
対策の一環として購入されるケースがあるが、埼玉
県内では、購入者が自分の住居とする実需が中心
であり、あまりに高額になってしまうと、新築マンショ
ン購入希望者の意欲が削がれ、中古マンションや戸
建住宅に流れてしまいかねない。
2019年10月に予定される消費税率引き上げま

でには相当の期間があり、当面、駆け込み需要は期
待できない。地価や建設工事費などコスト面からみ
る限り、販売業者は販売価格を引き下げづらい状
況が続くとみられるものの、マンション購入希望者
が減少していけば、先行きの機会損失にもつながり
かねないだけに、販売業者の対応からは目を離せな
い状況が続こう。 （井上博夫）

バブル期において、新築マンションの価格を押し
上げた主因は、地価の上昇だった。このところ、埼玉
県内でも、都心に近い地域を中心に、地価が上昇し
ている地点がある。加えて、マンション用地には、駅
から比較的近距離のある程度まとまった土地が必
要となるが、近年、こうした適地は減っており、価格
が上がりやすくなっているともいわれる。このため、
近年の新築マンションには、地価の上昇分が販売
価格に上乗せされた物件が含まれている可能性が
ある。
しかし、バブル崩壊後、下落に転じた埼玉県の住
宅地価格は2007年から2008年にかけて一旦下げ
止まった後、再び下落に向かった。2013年頃にはよ
うやく底打ちしたものの、足元でも、ほぼ横ばい圏内
での推移にとどまっている。埼玉県の住宅地価格の
推移からみる限り、地価の上昇が新築マンション販
売価格押し上げの主因になっているとまではいえな
いようだ。
一方で、近年上昇してきたのが、建設工事費であ

る。鉄筋コンクリート造などにかかる建設工事費デ
フレーター（全国・非木造住宅）の推移をみてみると、
建築基準法改正等の影響から急激に上昇した後、
リーマン・ショックでやや落ち込んだ。その後は、ほぼ

横ばい圏内で推移していたが、2013年度からは再
び上昇している。
建設工事費が上昇してきた要因の一つとして、建
設労働者の不足が指摘されている。マンション建設
は、鉄筋コンクリート造で施工されるのが一般的だ
が、この工事にかかわる型枠工や鉄筋工など建設
労働者の多くが、2008年のリーマン・ショック後に
仕事を失い、現場を離れた。
その後、東京都心部での再開発プロジェクトなど
が進んで、建設労働者への需要も回復してきたが、
一旦離れた労働者の戻りは遅れていた。そうしたさ
なか、2011年の東日本大震災に伴って、東北地方
での復興需要が発生したことから、関東地方におけ
る建設労働者の不足が加速した。
国土交通省の建設労働需給調査結果で、関東
地方の建設技能労働者過不足率の推移をみると、
2011年から2015年の半ば頃まで、不足が過剰を
大幅に上回る状況が続いた。
直近の建設技能労働者の過不足率は、比較的落

ち着いた推移となっているが、これから首都圏では、
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックに
向けた建設事業が本格化することになる。今後、建
設技能労働者の過剰感が一層強まり、新築マンショ
ンの建設工事費を押し下げるという可能性は、それ
ほど高くないだろう。

リーマン・ショック後に新築マンションの販売が落
ち込んだ際には、販売業者は価格を引き下げて対
応しようとした。当時は、多くのマンション販売業者
の業績が悪化し、上場企業の倒産まで発生するな
か、資金繰りに窮し、手持ちのマンション在庫につい
て、相当な額の値引きを行う業者が少なくなかった
とされる。
これに対し、今のところ、マンション販売業者が価
格を引き下げる動きは表面化していないようだ。
東京都区部と埼玉県内では、マンションの販売価
格に占める土地代金の割合が異なる。地価の高い
都区部では、土地代金の割合が相対的に高く、埼
玉県内ではこれが低くなっている。このため、近年の
ように、建設工事費が上昇した場合、東京都区部な
どと比べて、埼玉県内のマンションの方がコスト面
での影響を受けやすい。こうした状況下で、安易に
販売価格を引き下げれば、販売業者は収益の悪化
に見舞われることになる。
コストを下げようとして、地価の安い郊外や駅か

ら遠い場所へ向かっても、不人気から在庫を抱える
リスクがある。マンション販売業者は、さいたま市内
など一部の人気エリアを除くと、埼玉県内で新築マ
ンションを手がけることに慎重になっており、足元で
は発売戸数を絞ることで、需要の減少に対応しよう
としているようだ。
現状、首都圏全体でみると、新築マンションの在
庫はやや増加傾向にあるものの、2016年末時点の
埼玉県のマンション在庫は812戸と、2008年末時
点の1,757戸の半分以下の水準に抑えられており、
販売業者の側に過剰感はない。日銀の金融緩和政
策の効果もあって、販売業者の資金繰り面にはまだ
余裕があることから、リーマン・ショック後に発生した
ようなマンション価格の大幅な値崩れといった事態
は発生しにくくなっている。

埼玉県内では、このところ新築マンションの発売
戸数が低調に推移している。
これは、価格の上昇によるところが大きい。低い
住宅ローン金利の追い風があるとはいえ、一般のサ
ラリーマン等にとって、足元の新築マンションの価格
は、簡単に購入を決断できる水準ではなくなってい
る。しかし、販売業者側の対応をみると、価格を引き
下げてでも、物件を売り切ろうとするような動きは、
今のところ表面化していないようだ。
以下では、埼玉県における新築マンションの動向

を簡単にみていきたい。

㈱不動産経済研究所によると、2006年に
10,532戸だった埼玉県の新築マンション発売戸数
は、いわゆる耐震偽装問題を機に、建築確認の手
続きがより厳格になったことなどから、多くのマン
ションで工事の進捗に遅れが生じ、2007年には発
売戸数が8,527戸まで減少した。その後、2008年
に発生したリーマン・ショックに伴う景気減速が加
わったことで、2009年には4,856戸と、2006年の
半分以下の水準まで落ち込んだ。

新築マンション発売戸数は、2014年4月に実施さ
れた消費税率引き上げに伴う駆け込み需要もあっ
て、2013年には6,617戸に達したが、2014年には
反動減から再び4,473戸に減少した。足元の発売
戸数は低調に推移しており、2016年には3,897戸
と、2009年の実績も下回った。新築マンションにつ
いては、埼玉県内にとどまらず、首都圏全体でみて
も、発売戸数は低調に推移している。

低調な新築マンションに対して、中古マンション成
約件数は比較的堅調に推移している。
㈶東日本不動産流通機構によると、2006年に
4,046件だった埼玉県の中古マンション成約件数は、
新築マンションと同様、2008年には3,579件まで減
少したものの、2009年には早くも3,987件に回復し、
その後も比較的堅調に推移してきた。2016年の成
約件数は4,458件と、2006年以降では2013年の
4,693件に次ぐ件数になっている。
これまで、マンション購入希望者は、どちらかとい
えば、価格が多少高くても中古物件より新築物件を
好むとされてきた。新築マンション発売戸数と中古
マンション成約件数では、元になる統計が異なると
はいえ、2016年に、中古マンションの成約件数が、

新築マンション発売戸数を上回ったことからは、マン
ション購入希望者の姿勢が変化してきている様子
がうかがえる。

埼玉県の新築マンション発売戸数が低調に推移
している最大の理由は価格の上昇にある。首都圏
のマンション全般にいえることだが、埼玉県の新築
マンション販売価格も上昇しており、特に近年はそ
のテンポが速まっている。
㈱不動産経済研究所によると、2005年に3,174
万円だった埼玉県の新築マンションの販売価格は、
2007年に3,684万円へ上昇した後、2013年まで
はほぼ横ばい圏内で推移していたが、2014年に
3,930万円、2015年に4,146万円となり、2016年
には4,255万円まで上昇した。2016年の価格は
2005年対比で、34.1％も値上がりしており、この間
の賃金上昇率などを考えると、いかに低金利下とは
いえ、一般のサラリーマン等にとって、新築マンショ
ン購入へのハードルは相当高くなったといえる。
一方、埼玉県内の新築戸建住宅の価格はといえ

ば、2005年から2011年までは新築マンションを上
回っていたが、2012年にほぼ同水準となり、2014
年には新築マンションをはっきり下回った。

新築戸建住宅についても、2014年以降は値上が
りしているものの、2016年の価格は4,030万円と、
新築マンションを下回っている。
マンションと戸建住宅では、その所在地や最寄り
駅までの距離、面積など様々な条件が異なっており、
単純には比較できないものの、価格に限っていえば、
新築マンションは、戸建住宅と比べて不利な状況に
おかれている。
新築マンションの価格上昇に引きずられるように、

中古マンションの取引価格も上昇している。㈶東日
本不動産流通機構によると、2006年に1,586万円
だった埼玉県の中古マンション価格は、2007年から
2013年まで1,600万円台で安定的に推移していた
が、2014年に1,731万円、2015年に1,860万円と
なり、2016年には1,948万円と、2,000万円に迫る
までに上昇した。
この間、2006年に2,410万円だった中古戸建住
宅の価格は、2009年に1,950万円へ下落した後は、
ほぼ横ばい水準で推移しており、中古マンションと
の価格差が縮まってきている。
中古マンションや中古戸建住宅の場合、リフォー

ム費用などが追加で必要になるケースも少なくない
が、近年の新築マンションの値上がり幅が大きかっ
たため、追加費用を含めても、新築マンションとの価
格差はなお大きいようだ。

出所：経済産業省「工業統計」
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Research

埼玉県の新築マンション発売戸数は、足元で振
るわない状況が続いているとはいえ、県内の住宅
需要そのものが減退しているわけではない。価格面
で新築マンションより優位な新築戸建住宅の販売
は、比較的堅調に推移しているし、これまでは新築
に比べると、やや人気の低かった中古マンションの
売買についても底堅い動きになっている。
しかし、東京都区部では、価格が1億円を超える
ような高額マンションであっても、投資物件や相続
対策の一環として購入されるケースがあるが、埼玉
県内では、購入者が自分の住居とする実需が中心
であり、あまりに高額になってしまうと、新築マンショ
ン購入希望者の意欲が削がれ、中古マンションや戸
建住宅に流れてしまいかねない。
2019年10月に予定される消費税率引き上げま

でには相当の期間があり、当面、駆け込み需要は期
待できない。地価や建設工事費などコスト面からみ
る限り、販売業者は販売価格を引き下げづらい状
況が続くとみられるものの、マンション購入希望者
が減少していけば、先行きの機会損失にもつながり
かねないだけに、販売業者の対応からは目を離せな
い状況が続こう。 （井上博夫）

バブル期において、新築マンションの価格を押し
上げた主因は、地価の上昇だった。このところ、埼玉
県内でも、都心に近い地域を中心に、地価が上昇し
ている地点がある。加えて、マンション用地には、駅
から比較的近距離のある程度まとまった土地が必
要となるが、近年、こうした適地は減っており、価格
が上がりやすくなっているともいわれる。このため、
近年の新築マンションには、地価の上昇分が販売
価格に上乗せされた物件が含まれている可能性が
ある。
しかし、バブル崩壊後、下落に転じた埼玉県の住
宅地価格は2007年から2008年にかけて一旦下げ
止まった後、再び下落に向かった。2013年頃にはよ
うやく底打ちしたものの、足元でも、ほぼ横ばい圏内
での推移にとどまっている。埼玉県の住宅地価格の
推移からみる限り、地価の上昇が新築マンション販
売価格押し上げの主因になっているとまではいえな
いようだ。
一方で、近年上昇してきたのが、建設工事費であ

る。鉄筋コンクリート造などにかかる建設工事費デ
フレーター（全国・非木造住宅）の推移をみてみると、
建築基準法改正等の影響から急激に上昇した後、
リーマン・ショックでやや落ち込んだ。その後は、ほぼ

横ばい圏内で推移していたが、2013年度からは再
び上昇している。
建設工事費が上昇してきた要因の一つとして、建
設労働者の不足が指摘されている。マンション建設
は、鉄筋コンクリート造で施工されるのが一般的だ
が、この工事にかかわる型枠工や鉄筋工など建設
労働者の多くが、2008年のリーマン・ショック後に
仕事を失い、現場を離れた。
その後、東京都心部での再開発プロジェクトなど
が進んで、建設労働者への需要も回復してきたが、
一旦離れた労働者の戻りは遅れていた。そうしたさ
なか、2011年の東日本大震災に伴って、東北地方
での復興需要が発生したことから、関東地方におけ
る建設労働者の不足が加速した。
国土交通省の建設労働需給調査結果で、関東
地方の建設技能労働者過不足率の推移をみると、
2011年から2015年の半ば頃まで、不足が過剰を
大幅に上回る状況が続いた。
直近の建設技能労働者の過不足率は、比較的落

ち着いた推移となっているが、これから首都圏では、
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックに
向けた建設事業が本格化することになる。今後、建
設技能労働者の過剰感が一層強まり、新築マンショ
ンの建設工事費を押し下げるという可能性は、それ
ほど高くないだろう。

リーマン・ショック後に新築マンションの販売が落
ち込んだ際には、販売業者は価格を引き下げて対
応しようとした。当時は、多くのマンション販売業者
の業績が悪化し、上場企業の倒産まで発生するな
か、資金繰りに窮し、手持ちのマンション在庫につい
て、相当な額の値引きを行う業者が少なくなかった
とされる。
これに対し、今のところ、マンション販売業者が価
格を引き下げる動きは表面化していないようだ。
東京都区部と埼玉県内では、マンションの販売価
格に占める土地代金の割合が異なる。地価の高い
都区部では、土地代金の割合が相対的に高く、埼
玉県内ではこれが低くなっている。このため、近年の
ように、建設工事費が上昇した場合、東京都区部な
どと比べて、埼玉県内のマンションの方がコスト面
での影響を受けやすい。こうした状況下で、安易に
販売価格を引き下げれば、販売業者は収益の悪化
に見舞われることになる。
コストを下げようとして、地価の安い郊外や駅か

ら遠い場所へ向かっても、不人気から在庫を抱える
リスクがある。マンション販売業者は、さいたま市内
など一部の人気エリアを除くと、埼玉県内で新築マ
ンションを手がけることに慎重になっており、足元で
は発売戸数を絞ることで、需要の減少に対応しよう
としているようだ。
現状、首都圏全体でみると、新築マンションの在
庫はやや増加傾向にあるものの、2016年末時点の
埼玉県のマンション在庫は812戸と、2008年末時
点の1,757戸の半分以下の水準に抑えられており、
販売業者の側に過剰感はない。日銀の金融緩和政
策の効果もあって、販売業者の資金繰り面にはまだ
余裕があることから、リーマン・ショック後に発生した
ようなマンション価格の大幅な値崩れといった事態
は発生しにくくなっている。

埼玉県内では、このところ新築マンションの発売
戸数が低調に推移している。
これは、価格の上昇によるところが大きい。低い
住宅ローン金利の追い風があるとはいえ、一般のサ
ラリーマン等にとって、足元の新築マンションの価格
は、簡単に購入を決断できる水準ではなくなってい
る。しかし、販売業者側の対応をみると、価格を引き
下げてでも、物件を売り切ろうとするような動きは、
今のところ表面化していないようだ。
以下では、埼玉県における新築マンションの動向

を簡単にみていきたい。

㈱不動産経済研究所によると、2006年に
10,532戸だった埼玉県の新築マンション発売戸数
は、いわゆる耐震偽装問題を機に、建築確認の手
続きがより厳格になったことなどから、多くのマン
ションで工事の進捗に遅れが生じ、2007年には発
売戸数が8,527戸まで減少した。その後、2008年
に発生したリーマン・ショックに伴う景気減速が加
わったことで、2009年には4,856戸と、2006年の
半分以下の水準まで落ち込んだ。

新築マンション発売戸数は、2014年4月に実施さ
れた消費税率引き上げに伴う駆け込み需要もあっ
て、2013年には6,617戸に達したが、2014年には
反動減から再び4,473戸に減少した。足元の発売
戸数は低調に推移しており、2016年には3,897戸
と、2009年の実績も下回った。新築マンションにつ
いては、埼玉県内にとどまらず、首都圏全体でみて
も、発売戸数は低調に推移している。

低調な新築マンションに対して、中古マンション成
約件数は比較的堅調に推移している。
㈶東日本不動産流通機構によると、2006年に
4,046件だった埼玉県の中古マンション成約件数は、
新築マンションと同様、2008年には3,579件まで減
少したものの、2009年には早くも3,987件に回復し、
その後も比較的堅調に推移してきた。2016年の成
約件数は4,458件と、2006年以降では2013年の
4,693件に次ぐ件数になっている。
これまで、マンション購入希望者は、どちらかとい
えば、価格が多少高くても中古物件より新築物件を
好むとされてきた。新築マンション発売戸数と中古
マンション成約件数では、元になる統計が異なると
はいえ、2016年に、中古マンションの成約件数が、

概要はじめに

中古マンション成約件数は比較的堅調

低調な埼玉県の新築マンション発売戸数

埼玉県における新築マンションの動向

新築マンション発売戸数を上回ったことからは、マン
ション購入希望者の姿勢が変化してきている様子
がうかがえる。

埼玉県の新築マンション発売戸数が低調に推移
している最大の理由は価格の上昇にある。首都圏
のマンション全般にいえることだが、埼玉県の新築
マンション販売価格も上昇しており、特に近年はそ
のテンポが速まっている。
㈱不動産経済研究所によると、2005年に3,174
万円だった埼玉県の新築マンションの販売価格は、
2007年に3,684万円へ上昇した後、2013年まで
はほぼ横ばい圏内で推移していたが、2014年に
3,930万円、2015年に4,146万円となり、2016年
には4,255万円まで上昇した。2016年の価格は
2005年対比で、34.1％も値上がりしており、この間
の賃金上昇率などを考えると、いかに低金利下とは
いえ、一般のサラリーマン等にとって、新築マンショ
ン購入へのハードルは相当高くなったといえる。
一方、埼玉県内の新築戸建住宅の価格はといえ

ば、2005年から2011年までは新築マンションを上
回っていたが、2012年にほぼ同水準となり、2014
年には新築マンションをはっきり下回った。

新築戸建住宅についても、2014年以降は値上が
りしているものの、2016年の価格は4,030万円と、
新築マンションを下回っている。
マンションと戸建住宅では、その所在地や最寄り
駅までの距離、面積など様々な条件が異なっており、
単純には比較できないものの、価格に限っていえば、
新築マンションは、戸建住宅と比べて不利な状況に
おかれている。
新築マンションの価格上昇に引きずられるように、

中古マンションの取引価格も上昇している。㈶東日
本不動産流通機構によると、2006年に1,586万円
だった埼玉県の中古マンション価格は、2007年から
2013年まで1,600万円台で安定的に推移していた
が、2014年に1,731万円、2015年に1,860万円と
なり、2016年には1,948万円と、2,000万円に迫る
までに上昇した。
この間、2006年に2,410万円だった中古戸建住
宅の価格は、2009年に1,950万円へ下落した後は、
ほぼ横ばい水準で推移しており、中古マンションと
の価格差が縮まってきている。
中古マンションや中古戸建住宅の場合、リフォー

ム費用などが追加で必要になるケースも少なくない
が、近年の新築マンションの値上がり幅が大きかっ
たため、追加費用を含めても、新築マンションとの価
格差はなお大きいようだ。

価格が上昇する埼玉県の新築マンション

●埼玉県の新築マンション発売戸数

資料：（株）不動産経済研究所「首都圏のマンション市場動向」
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●埼玉県の中古マンション成約件数

資料：㈶東日本不動産流通機構「首都圏不動産流通市場の動向」
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資料：㈱不動産経済研究所「首都圏のマンション・建売住宅市場動向」
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資料：（財）東日本不動産流通機構「首都圏不動産流通市場の動向」
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るわない状況が続いているとはいえ、県内の住宅
需要そのものが減退しているわけではない。価格面
で新築マンションより優位な新築戸建住宅の販売
は、比較的堅調に推移しているし、これまでは新築
に比べると、やや人気の低かった中古マンションの
売買についても底堅い動きになっている。
しかし、東京都区部では、価格が1億円を超える
ような高額マンションであっても、投資物件や相続
対策の一環として購入されるケースがあるが、埼玉
県内では、購入者が自分の住居とする実需が中心
であり、あまりに高額になってしまうと、新築マンショ
ン購入希望者の意欲が削がれ、中古マンションや戸
建住宅に流れてしまいかねない。
2019年10月に予定される消費税率引き上げま

でには相当の期間があり、当面、駆け込み需要は期
待できない。地価や建設工事費などコスト面からみ
る限り、販売業者は販売価格を引き下げづらい状
況が続くとみられるものの、マンション購入希望者
が減少していけば、先行きの機会損失にもつながり
かねないだけに、販売業者の対応からは目を離せな
い状況が続こう。 （井上博夫）

バブル期において、新築マンションの価格を押し
上げた主因は、地価の上昇だった。このところ、埼玉
県内でも、都心に近い地域を中心に、地価が上昇し
ている地点がある。加えて、マンション用地には、駅
から比較的近距離のある程度まとまった土地が必
要となるが、近年、こうした適地は減っており、価格
が上がりやすくなっているともいわれる。このため、
近年の新築マンションには、地価の上昇分が販売
価格に上乗せされた物件が含まれている可能性が
ある。
しかし、バブル崩壊後、下落に転じた埼玉県の住
宅地価格は2007年から2008年にかけて一旦下げ
止まった後、再び下落に向かった。2013年頃にはよ
うやく底打ちしたものの、足元でも、ほぼ横ばい圏内
での推移にとどまっている。埼玉県の住宅地価格の
推移からみる限り、地価の上昇が新築マンション販
売価格押し上げの主因になっているとまではいえな
いようだ。
一方で、近年上昇してきたのが、建設工事費であ

る。鉄筋コンクリート造などにかかる建設工事費デ
フレーター（全国・非木造住宅）の推移をみてみると、
建築基準法改正等の影響から急激に上昇した後、
リーマン・ショックでやや落ち込んだ。その後は、ほぼ

横ばい圏内で推移していたが、2013年度からは再
び上昇している。
建設工事費が上昇してきた要因の一つとして、建
設労働者の不足が指摘されている。マンション建設
は、鉄筋コンクリート造で施工されるのが一般的だ
が、この工事にかかわる型枠工や鉄筋工など建設
労働者の多くが、2008年のリーマン・ショック後に
仕事を失い、現場を離れた。
その後、東京都心部での再開発プロジェクトなど
が進んで、建設労働者への需要も回復してきたが、
一旦離れた労働者の戻りは遅れていた。そうしたさ
なか、2011年の東日本大震災に伴って、東北地方
での復興需要が発生したことから、関東地方におけ
る建設労働者の不足が加速した。
国土交通省の建設労働需給調査結果で、関東
地方の建設技能労働者過不足率の推移をみると、
2011年から2015年の半ば頃まで、不足が過剰を
大幅に上回る状況が続いた。
直近の建設技能労働者の過不足率は、比較的落

ち着いた推移となっているが、これから首都圏では、
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックに
向けた建設事業が本格化することになる。今後、建
設技能労働者の過剰感が一層強まり、新築マンショ
ンの建設工事費を押し下げるという可能性は、それ
ほど高くないだろう。

リーマン・ショック後に新築マンションの販売が落
ち込んだ際には、販売業者は価格を引き下げて対
応しようとした。当時は、多くのマンション販売業者
の業績が悪化し、上場企業の倒産まで発生するな
か、資金繰りに窮し、手持ちのマンション在庫につい
て、相当な額の値引きを行う業者が少なくなかった
とされる。
これに対し、今のところ、マンション販売業者が価
格を引き下げる動きは表面化していないようだ。
東京都区部と埼玉県内では、マンションの販売価
格に占める土地代金の割合が異なる。地価の高い
都区部では、土地代金の割合が相対的に高く、埼
玉県内ではこれが低くなっている。このため、近年の
ように、建設工事費が上昇した場合、東京都区部な
どと比べて、埼玉県内のマンションの方がコスト面
での影響を受けやすい。こうした状況下で、安易に
販売価格を引き下げれば、販売業者は収益の悪化
に見舞われることになる。
コストを下げようとして、地価の安い郊外や駅か

ら遠い場所へ向かっても、不人気から在庫を抱える
リスクがある。マンション販売業者は、さいたま市内
など一部の人気エリアを除くと、埼玉県内で新築マ
ンションを手がけることに慎重になっており、足元で
は発売戸数を絞ることで、需要の減少に対応しよう
としているようだ。
現状、首都圏全体でみると、新築マンションの在
庫はやや増加傾向にあるものの、2016年末時点の
埼玉県のマンション在庫は812戸と、2008年末時
点の1,757戸の半分以下の水準に抑えられており、
販売業者の側に過剰感はない。日銀の金融緩和政
策の効果もあって、販売業者の資金繰り面にはまだ
余裕があることから、リーマン・ショック後に発生した
ようなマンション価格の大幅な値崩れといった事態
は発生しにくくなっている。

埼玉県内では、このところ新築マンションの発売
戸数が低調に推移している。
これは、価格の上昇によるところが大きい。低い
住宅ローン金利の追い風があるとはいえ、一般のサ
ラリーマン等にとって、足元の新築マンションの価格
は、簡単に購入を決断できる水準ではなくなってい
る。しかし、販売業者側の対応をみると、価格を引き
下げてでも、物件を売り切ろうとするような動きは、
今のところ表面化していないようだ。
以下では、埼玉県における新築マンションの動向

を簡単にみていきたい。

㈱不動産経済研究所によると、2006年に
10,532戸だった埼玉県の新築マンション発売戸数
は、いわゆる耐震偽装問題を機に、建築確認の手
続きがより厳格になったことなどから、多くのマン
ションで工事の進捗に遅れが生じ、2007年には発
売戸数が8,527戸まで減少した。その後、2008年
に発生したリーマン・ショックに伴う景気減速が加
わったことで、2009年には4,856戸と、2006年の
半分以下の水準まで落ち込んだ。

新築マンション発売戸数は、2014年4月に実施さ
れた消費税率引き上げに伴う駆け込み需要もあっ
て、2013年には6,617戸に達したが、2014年には
反動減から再び4,473戸に減少した。足元の発売
戸数は低調に推移しており、2016年には3,897戸
と、2009年の実績も下回った。新築マンションにつ
いては、埼玉県内にとどまらず、首都圏全体でみて
も、発売戸数は低調に推移している。

低調な新築マンションに対して、中古マンション成
約件数は比較的堅調に推移している。
㈶東日本不動産流通機構によると、2006年に
4,046件だった埼玉県の中古マンション成約件数は、
新築マンションと同様、2008年には3,579件まで減
少したものの、2009年には早くも3,987件に回復し、
その後も比較的堅調に推移してきた。2016年の成
約件数は4,458件と、2006年以降では2013年の
4,693件に次ぐ件数になっている。
これまで、マンション購入希望者は、どちらかとい
えば、価格が多少高くても中古物件より新築物件を
好むとされてきた。新築マンション発売戸数と中古
マンション成約件数では、元になる統計が異なると
はいえ、2016年に、中古マンションの成約件数が、

概要はじめに
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新築マンション発売戸数を上回ったことからは、マン
ション購入希望者の姿勢が変化してきている様子
がうかがえる。

埼玉県の新築マンション発売戸数が低調に推移
している最大の理由は価格の上昇にある。首都圏
のマンション全般にいえることだが、埼玉県の新築
マンション販売価格も上昇しており、特に近年はそ
のテンポが速まっている。
㈱不動産経済研究所によると、2005年に3,174
万円だった埼玉県の新築マンションの販売価格は、
2007年に3,684万円へ上昇した後、2013年まで
はほぼ横ばい圏内で推移していたが、2014年に
3,930万円、2015年に4,146万円となり、2016年
には4,255万円まで上昇した。2016年の価格は
2005年対比で、34.1％も値上がりしており、この間
の賃金上昇率などを考えると、いかに低金利下とは
いえ、一般のサラリーマン等にとって、新築マンショ
ン購入へのハードルは相当高くなったといえる。
一方、埼玉県内の新築戸建住宅の価格はといえ

ば、2005年から2011年までは新築マンションを上
回っていたが、2012年にほぼ同水準となり、2014
年には新築マンションをはっきり下回った。

新築戸建住宅についても、2014年以降は値上が
りしているものの、2016年の価格は4,030万円と、
新築マンションを下回っている。
マンションと戸建住宅では、その所在地や最寄り
駅までの距離、面積など様々な条件が異なっており、
単純には比較できないものの、価格に限っていえば、
新築マンションは、戸建住宅と比べて不利な状況に
おかれている。
新築マンションの価格上昇に引きずられるように、

中古マンションの取引価格も上昇している。㈶東日
本不動産流通機構によると、2006年に1,586万円
だった埼玉県の中古マンション価格は、2007年から
2013年まで1,600万円台で安定的に推移していた
が、2014年に1,731万円、2015年に1,860万円と
なり、2016年には1,948万円と、2,000万円に迫る
までに上昇した。
この間、2006年に2,410万円だった中古戸建住
宅の価格は、2009年に1,950万円へ下落した後は、
ほぼ横ばい水準で推移しており、中古マンションと
の価格差が縮まってきている。
中古マンションや中古戸建住宅の場合、リフォー

ム費用などが追加で必要になるケースも少なくない
が、近年の新築マンションの値上がり幅が大きかっ
たため、追加費用を含めても、新築マンションとの価
格差はなお大きいようだ。

価格が上昇する埼玉県の新築マンション

●埼玉県の新築マンション発売戸数

資料：（株）不動産経済研究所「首都圏のマンション市場動向」
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資料：㈶東日本不動産流通機構「首都圏不動産流通市場の動向」
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●埼玉県の分譲住宅の販売価格

資料：㈱不動産経済研究所「首都圏のマンション・建売住宅市場動向」

（万円）

（年）062005 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

3,401

3,174 

3,684

3,614 3,657

3,796
3,679

3,687
3,718

3,930

4,146
4,255

3,954

3,530

3,870

4,003

3,816

3,852 3,851

3,665 3,707 3,710

3,883

4,030

3,000

3,500

4,000

4,500
新築戸建住宅
新築マンション
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資料：（財）東日本不動産流通機構「首都圏不動産流通市場の動向」
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Research

埼玉県の新築マンション発売戸数は、足元で振
るわない状況が続いているとはいえ、県内の住宅
需要そのものが減退しているわけではない。価格面
で新築マンションより優位な新築戸建住宅の販売
は、比較的堅調に推移しているし、これまでは新築
に比べると、やや人気の低かった中古マンションの
売買についても底堅い動きになっている。
しかし、東京都区部では、価格が1億円を超える
ような高額マンションであっても、投資物件や相続
対策の一環として購入されるケースがあるが、埼玉
県内では、購入者が自分の住居とする実需が中心
であり、あまりに高額になってしまうと、新築マンショ
ン購入希望者の意欲が削がれ、中古マンションや戸
建住宅に流れてしまいかねない。
2019年10月に予定される消費税率引き上げま

でには相当の期間があり、当面、駆け込み需要は期
待できない。地価や建設工事費などコスト面からみ
る限り、販売業者は販売価格を引き下げづらい状
況が続くとみられるものの、マンション購入希望者
が減少していけば、先行きの機会損失にもつながり
かねないだけに、販売業者の対応からは目を離せな
い状況が続こう。 （井上博夫）

バブル期において、新築マンションの価格を押し
上げた主因は、地価の上昇だった。このところ、埼玉
県内でも、都心に近い地域を中心に、地価が上昇し
ている地点がある。加えて、マンション用地には、駅
から比較的近距離のある程度まとまった土地が必
要となるが、近年、こうした適地は減っており、価格
が上がりやすくなっているともいわれる。このため、
近年の新築マンションには、地価の上昇分が販売
価格に上乗せされた物件が含まれている可能性が
ある。
しかし、バブル崩壊後、下落に転じた埼玉県の住
宅地価格は2007年から2008年にかけて一旦下げ
止まった後、再び下落に向かった。2013年頃にはよ
うやく底打ちしたものの、足元でも、ほぼ横ばい圏内
での推移にとどまっている。埼玉県の住宅地価格の
推移からみる限り、地価の上昇が新築マンション販
売価格押し上げの主因になっているとまではいえな
いようだ。
一方で、近年上昇してきたのが、建設工事費であ

る。鉄筋コンクリート造などにかかる建設工事費デ
フレーター（全国・非木造住宅）の推移をみてみると、
建築基準法改正等の影響から急激に上昇した後、
リーマン・ショックでやや落ち込んだ。その後は、ほぼ

横ばい圏内で推移していたが、2013年度からは再
び上昇している。
建設工事費が上昇してきた要因の一つとして、建
設労働者の不足が指摘されている。マンション建設
は、鉄筋コンクリート造で施工されるのが一般的だ
が、この工事にかかわる型枠工や鉄筋工など建設
労働者の多くが、2008年のリーマン・ショック後に
仕事を失い、現場を離れた。
その後、東京都心部での再開発プロジェクトなど
が進んで、建設労働者への需要も回復してきたが、
一旦離れた労働者の戻りは遅れていた。そうしたさ
なか、2011年の東日本大震災に伴って、東北地方
での復興需要が発生したことから、関東地方におけ
る建設労働者の不足が加速した。
国土交通省の建設労働需給調査結果で、関東
地方の建設技能労働者過不足率の推移をみると、
2011年から2015年の半ば頃まで、不足が過剰を
大幅に上回る状況が続いた。
直近の建設技能労働者の過不足率は、比較的落

ち着いた推移となっているが、これから首都圏では、
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックに
向けた建設事業が本格化することになる。今後、建
設技能労働者の過剰感が一層強まり、新築マンショ
ンの建設工事費を押し下げるという可能性は、それ
ほど高くないだろう。

リーマン・ショック後に新築マンションの販売が落
ち込んだ際には、販売業者は価格を引き下げて対
応しようとした。当時は、多くのマンション販売業者
の業績が悪化し、上場企業の倒産まで発生するな
か、資金繰りに窮し、手持ちのマンション在庫につい
て、相当な額の値引きを行う業者が少なくなかった
とされる。
これに対し、今のところ、マンション販売業者が価
格を引き下げる動きは表面化していないようだ。
東京都区部と埼玉県内では、マンションの販売価
格に占める土地代金の割合が異なる。地価の高い
都区部では、土地代金の割合が相対的に高く、埼
玉県内ではこれが低くなっている。このため、近年の
ように、建設工事費が上昇した場合、東京都区部な
どと比べて、埼玉県内のマンションの方がコスト面
での影響を受けやすい。こうした状況下で、安易に
販売価格を引き下げれば、販売業者は収益の悪化
に見舞われることになる。
コストを下げようとして、地価の安い郊外や駅か

ら遠い場所へ向かっても、不人気から在庫を抱える
リスクがある。マンション販売業者は、さいたま市内
など一部の人気エリアを除くと、埼玉県内で新築マ
ンションを手がけることに慎重になっており、足元で
は発売戸数を絞ることで、需要の減少に対応しよう
としているようだ。
現状、首都圏全体でみると、新築マンションの在
庫はやや増加傾向にあるものの、2016年末時点の
埼玉県のマンション在庫は812戸と、2008年末時
点の1,757戸の半分以下の水準に抑えられており、
販売業者の側に過剰感はない。日銀の金融緩和政
策の効果もあって、販売業者の資金繰り面にはまだ
余裕があることから、リーマン・ショック後に発生した
ようなマンション価格の大幅な値崩れといった事態
は発生しにくくなっている。

埼玉県内では、このところ新築マンションの発売
戸数が低調に推移している。
これは、価格の上昇によるところが大きい。低い
住宅ローン金利の追い風があるとはいえ、一般のサ
ラリーマン等にとって、足元の新築マンションの価格
は、簡単に購入を決断できる水準ではなくなってい
る。しかし、販売業者側の対応をみると、価格を引き
下げてでも、物件を売り切ろうとするような動きは、
今のところ表面化していないようだ。
以下では、埼玉県における新築マンションの動向

を簡単にみていきたい。

㈱不動産経済研究所によると、2006年に
10,532戸だった埼玉県の新築マンション発売戸数
は、いわゆる耐震偽装問題を機に、建築確認の手
続きがより厳格になったことなどから、多くのマン
ションで工事の進捗に遅れが生じ、2007年には発
売戸数が8,527戸まで減少した。その後、2008年
に発生したリーマン・ショックに伴う景気減速が加
わったことで、2009年には4,856戸と、2006年の
半分以下の水準まで落ち込んだ。

新築マンション発売戸数は、2014年4月に実施さ
れた消費税率引き上げに伴う駆け込み需要もあっ
て、2013年には6,617戸に達したが、2014年には
反動減から再び4,473戸に減少した。足元の発売
戸数は低調に推移しており、2016年には3,897戸
と、2009年の実績も下回った。新築マンションにつ
いては、埼玉県内にとどまらず、首都圏全体でみて
も、発売戸数は低調に推移している。

低調な新築マンションに対して、中古マンション成
約件数は比較的堅調に推移している。
㈶東日本不動産流通機構によると、2006年に
4,046件だった埼玉県の中古マンション成約件数は、
新築マンションと同様、2008年には3,579件まで減
少したものの、2009年には早くも3,987件に回復し、
その後も比較的堅調に推移してきた。2016年の成
約件数は4,458件と、2006年以降では2013年の
4,693件に次ぐ件数になっている。
これまで、マンション購入希望者は、どちらかとい
えば、価格が多少高くても中古物件より新築物件を
好むとされてきた。新築マンション発売戸数と中古
マンション成約件数では、元になる統計が異なると
はいえ、2016年に、中古マンションの成約件数が、

新築マンション発売戸数を上回ったことからは、マン
ション購入希望者の姿勢が変化してきている様子
がうかがえる。

埼玉県の新築マンション発売戸数が低調に推移
している最大の理由は価格の上昇にある。首都圏
のマンション全般にいえることだが、埼玉県の新築
マンション販売価格も上昇しており、特に近年はそ
のテンポが速まっている。
㈱不動産経済研究所によると、2005年に3,174
万円だった埼玉県の新築マンションの販売価格は、
2007年に3,684万円へ上昇した後、2013年まで
はほぼ横ばい圏内で推移していたが、2014年に
3,930万円、2015年に4,146万円となり、2016年
には4,255万円まで上昇した。2016年の価格は
2005年対比で、34.1％も値上がりしており、この間
の賃金上昇率などを考えると、いかに低金利下とは
いえ、一般のサラリーマン等にとって、新築マンショ
ン購入へのハードルは相当高くなったといえる。
一方、埼玉県内の新築戸建住宅の価格はといえ

ば、2005年から2011年までは新築マンションを上
回っていたが、2012年にほぼ同水準となり、2014
年には新築マンションをはっきり下回った。

新築戸建住宅についても、2014年以降は値上が
りしているものの、2016年の価格は4,030万円と、
新築マンションを下回っている。
マンションと戸建住宅では、その所在地や最寄り
駅までの距離、面積など様々な条件が異なっており、
単純には比較できないものの、価格に限っていえば、
新築マンションは、戸建住宅と比べて不利な状況に
おかれている。
新築マンションの価格上昇に引きずられるように、

中古マンションの取引価格も上昇している。㈶東日
本不動産流通機構によると、2006年に1,586万円
だった埼玉県の中古マンション価格は、2007年から
2013年まで1,600万円台で安定的に推移していた
が、2014年に1,731万円、2015年に1,860万円と
なり、2016年には1,948万円と、2,000万円に迫る
までに上昇した。
この間、2006年に2,410万円だった中古戸建住
宅の価格は、2009年に1,950万円へ下落した後は、
ほぼ横ばい水準で推移しており、中古マンションと
の価格差が縮まってきている。
中古マンションや中古戸建住宅の場合、リフォー

ム費用などが追加で必要になるケースも少なくない
が、近年の新築マンションの値上がり幅が大きかっ
たため、追加費用を含めても、新築マンションとの価
格差はなお大きいようだ。

上昇する建設工事費 増えていない埼玉県のマンション在庫

難しいマンション販売業者の対応

●埼玉県の住宅地価格と建設工事費デフレーター

資料：国土交通省「建設工事費デフレーター」、「地価公示」
（注1）建設工事費デフレーターの2014年度・2015年度は暫定値
（注2）住宅地価格は、「地価公示」の埼玉県住宅地公示価格・平均変動率より作成、住宅地価格は1月1日現在
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●関東地方の建設技能労働者過不足率（季節調整値）

資料：国土交通省「建設労働需給調査結果」
（注）建設技能労働者6職種計について、当財団で季節調整を実施
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●首都圏における新築マンション在庫

資料：㈱不動産経済研究所「首都圏のマンション市場動向」
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Research

埼玉県の新築マンション発売戸数は、足元で振
るわない状況が続いているとはいえ、県内の住宅
需要そのものが減退しているわけではない。価格面
で新築マンションより優位な新築戸建住宅の販売
は、比較的堅調に推移しているし、これまでは新築
に比べると、やや人気の低かった中古マンションの
売買についても底堅い動きになっている。
しかし、東京都区部では、価格が1億円を超える
ような高額マンションであっても、投資物件や相続
対策の一環として購入されるケースがあるが、埼玉
県内では、購入者が自分の住居とする実需が中心
であり、あまりに高額になってしまうと、新築マンショ
ン購入希望者の意欲が削がれ、中古マンションや戸
建住宅に流れてしまいかねない。
2019年10月に予定される消費税率引き上げま

でには相当の期間があり、当面、駆け込み需要は期
待できない。地価や建設工事費などコスト面からみ
る限り、販売業者は販売価格を引き下げづらい状
況が続くとみられるものの、マンション購入希望者
が減少していけば、先行きの機会損失にもつながり
かねないだけに、販売業者の対応からは目を離せな
い状況が続こう。 （井上博夫）

バブル期において、新築マンションの価格を押し
上げた主因は、地価の上昇だった。このところ、埼玉
県内でも、都心に近い地域を中心に、地価が上昇し
ている地点がある。加えて、マンション用地には、駅
から比較的近距離のある程度まとまった土地が必
要となるが、近年、こうした適地は減っており、価格
が上がりやすくなっているともいわれる。このため、
近年の新築マンションには、地価の上昇分が販売
価格に上乗せされた物件が含まれている可能性が
ある。
しかし、バブル崩壊後、下落に転じた埼玉県の住
宅地価格は2007年から2008年にかけて一旦下げ
止まった後、再び下落に向かった。2013年頃にはよ
うやく底打ちしたものの、足元でも、ほぼ横ばい圏内
での推移にとどまっている。埼玉県の住宅地価格の
推移からみる限り、地価の上昇が新築マンション販
売価格押し上げの主因になっているとまではいえな
いようだ。
一方で、近年上昇してきたのが、建設工事費であ

る。鉄筋コンクリート造などにかかる建設工事費デ
フレーター（全国・非木造住宅）の推移をみてみると、
建築基準法改正等の影響から急激に上昇した後、
リーマン・ショックでやや落ち込んだ。その後は、ほぼ

横ばい圏内で推移していたが、2013年度からは再
び上昇している。
建設工事費が上昇してきた要因の一つとして、建
設労働者の不足が指摘されている。マンション建設
は、鉄筋コンクリート造で施工されるのが一般的だ
が、この工事にかかわる型枠工や鉄筋工など建設
労働者の多くが、2008年のリーマン・ショック後に
仕事を失い、現場を離れた。
その後、東京都心部での再開発プロジェクトなど
が進んで、建設労働者への需要も回復してきたが、
一旦離れた労働者の戻りは遅れていた。そうしたさ
なか、2011年の東日本大震災に伴って、東北地方
での復興需要が発生したことから、関東地方におけ
る建設労働者の不足が加速した。
国土交通省の建設労働需給調査結果で、関東
地方の建設技能労働者過不足率の推移をみると、
2011年から2015年の半ば頃まで、不足が過剰を
大幅に上回る状況が続いた。
直近の建設技能労働者の過不足率は、比較的落

ち着いた推移となっているが、これから首都圏では、
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックに
向けた建設事業が本格化することになる。今後、建
設技能労働者の過剰感が一層強まり、新築マンショ
ンの建設工事費を押し下げるという可能性は、それ
ほど高くないだろう。

リーマン・ショック後に新築マンションの販売が落
ち込んだ際には、販売業者は価格を引き下げて対
応しようとした。当時は、多くのマンション販売業者
の業績が悪化し、上場企業の倒産まで発生するな
か、資金繰りに窮し、手持ちのマンション在庫につい
て、相当な額の値引きを行う業者が少なくなかった
とされる。
これに対し、今のところ、マンション販売業者が価
格を引き下げる動きは表面化していないようだ。
東京都区部と埼玉県内では、マンションの販売価
格に占める土地代金の割合が異なる。地価の高い
都区部では、土地代金の割合が相対的に高く、埼
玉県内ではこれが低くなっている。このため、近年の
ように、建設工事費が上昇した場合、東京都区部な
どと比べて、埼玉県内のマンションの方がコスト面
での影響を受けやすい。こうした状況下で、安易に
販売価格を引き下げれば、販売業者は収益の悪化
に見舞われることになる。
コストを下げようとして、地価の安い郊外や駅か

ら遠い場所へ向かっても、不人気から在庫を抱える
リスクがある。マンション販売業者は、さいたま市内
など一部の人気エリアを除くと、埼玉県内で新築マ
ンションを手がけることに慎重になっており、足元で
は発売戸数を絞ることで、需要の減少に対応しよう
としているようだ。
現状、首都圏全体でみると、新築マンションの在
庫はやや増加傾向にあるものの、2016年末時点の
埼玉県のマンション在庫は812戸と、2008年末時
点の1,757戸の半分以下の水準に抑えられており、
販売業者の側に過剰感はない。日銀の金融緩和政
策の効果もあって、販売業者の資金繰り面にはまだ
余裕があることから、リーマン・ショック後に発生した
ようなマンション価格の大幅な値崩れといった事態
は発生しにくくなっている。

埼玉県内では、このところ新築マンションの発売
戸数が低調に推移している。
これは、価格の上昇によるところが大きい。低い
住宅ローン金利の追い風があるとはいえ、一般のサ
ラリーマン等にとって、足元の新築マンションの価格
は、簡単に購入を決断できる水準ではなくなってい
る。しかし、販売業者側の対応をみると、価格を引き
下げてでも、物件を売り切ろうとするような動きは、
今のところ表面化していないようだ。
以下では、埼玉県における新築マンションの動向

を簡単にみていきたい。

㈱不動産経済研究所によると、2006年に
10,532戸だった埼玉県の新築マンション発売戸数
は、いわゆる耐震偽装問題を機に、建築確認の手
続きがより厳格になったことなどから、多くのマン
ションで工事の進捗に遅れが生じ、2007年には発
売戸数が8,527戸まで減少した。その後、2008年
に発生したリーマン・ショックに伴う景気減速が加
わったことで、2009年には4,856戸と、2006年の
半分以下の水準まで落ち込んだ。

新築マンション発売戸数は、2014年4月に実施さ
れた消費税率引き上げに伴う駆け込み需要もあっ
て、2013年には6,617戸に達したが、2014年には
反動減から再び4,473戸に減少した。足元の発売
戸数は低調に推移しており、2016年には3,897戸
と、2009年の実績も下回った。新築マンションにつ
いては、埼玉県内にとどまらず、首都圏全体でみて
も、発売戸数は低調に推移している。

低調な新築マンションに対して、中古マンション成
約件数は比較的堅調に推移している。
㈶東日本不動産流通機構によると、2006年に
4,046件だった埼玉県の中古マンション成約件数は、
新築マンションと同様、2008年には3,579件まで減
少したものの、2009年には早くも3,987件に回復し、
その後も比較的堅調に推移してきた。2016年の成
約件数は4,458件と、2006年以降では2013年の
4,693件に次ぐ件数になっている。
これまで、マンション購入希望者は、どちらかとい
えば、価格が多少高くても中古物件より新築物件を
好むとされてきた。新築マンション発売戸数と中古
マンション成約件数では、元になる統計が異なると
はいえ、2016年に、中古マンションの成約件数が、

新築マンション発売戸数を上回ったことからは、マン
ション購入希望者の姿勢が変化してきている様子
がうかがえる。

埼玉県の新築マンション発売戸数が低調に推移
している最大の理由は価格の上昇にある。首都圏
のマンション全般にいえることだが、埼玉県の新築
マンション販売価格も上昇しており、特に近年はそ
のテンポが速まっている。
㈱不動産経済研究所によると、2005年に3,174
万円だった埼玉県の新築マンションの販売価格は、
2007年に3,684万円へ上昇した後、2013年まで
はほぼ横ばい圏内で推移していたが、2014年に
3,930万円、2015年に4,146万円となり、2016年
には4,255万円まで上昇した。2016年の価格は
2005年対比で、34.1％も値上がりしており、この間
の賃金上昇率などを考えると、いかに低金利下とは
いえ、一般のサラリーマン等にとって、新築マンショ
ン購入へのハードルは相当高くなったといえる。
一方、埼玉県内の新築戸建住宅の価格はといえ

ば、2005年から2011年までは新築マンションを上
回っていたが、2012年にほぼ同水準となり、2014
年には新築マンションをはっきり下回った。

新築戸建住宅についても、2014年以降は値上が
りしているものの、2016年の価格は4,030万円と、
新築マンションを下回っている。
マンションと戸建住宅では、その所在地や最寄り
駅までの距離、面積など様々な条件が異なっており、
単純には比較できないものの、価格に限っていえば、
新築マンションは、戸建住宅と比べて不利な状況に
おかれている。
新築マンションの価格上昇に引きずられるように、

中古マンションの取引価格も上昇している。㈶東日
本不動産流通機構によると、2006年に1,586万円
だった埼玉県の中古マンション価格は、2007年から
2013年まで1,600万円台で安定的に推移していた
が、2014年に1,731万円、2015年に1,860万円と
なり、2016年には1,948万円と、2,000万円に迫る
までに上昇した。
この間、2006年に2,410万円だった中古戸建住
宅の価格は、2009年に1,950万円へ下落した後は、
ほぼ横ばい水準で推移しており、中古マンションと
の価格差が縮まってきている。
中古マンションや中古戸建住宅の場合、リフォー

ム費用などが追加で必要になるケースも少なくない
が、近年の新築マンションの値上がり幅が大きかっ
たため、追加費用を含めても、新築マンションとの価
格差はなお大きいようだ。

上昇する建設工事費 増えていない埼玉県のマンション在庫

難しいマンション販売業者の対応

●埼玉県の住宅地価格と建設工事費デフレーター

資料：国土交通省「建設工事費デフレーター」、「地価公示」
（注1）建設工事費デフレーターの2014年度・2015年度は暫定値
（注2）住宅地価格は、「地価公示」の埼玉県住宅地公示価格・平均変動率より作成、住宅地価格は1月1日現在
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●関東地方の建設技能労働者過不足率（季節調整値）

資料：国土交通省「建設労働需給調査結果」
（注）建設技能労働者6職種計について、当財団で季節調整を実施
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●首都圏における新築マンション在庫

資料：㈱不動産経済研究所「首都圏のマンション市場動向」
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埼玉県の新築マンション発売戸数は、足元で振
るわない状況が続いているとはいえ、県内の住宅
需要そのものが減退しているわけではない。価格面
で新築マンションより優位な新築戸建住宅の販売
は、比較的堅調に推移しているし、これまでは新築
に比べると、やや人気の低かった中古マンションの
売買についても底堅い動きになっている。
しかし、東京都区部では、価格が1億円を超える
ような高額マンションであっても、投資物件や相続
対策の一環として購入されるケースがあるが、埼玉
県内では、購入者が自分の住居とする実需が中心
であり、あまりに高額になってしまうと、新築マンショ
ン購入希望者の意欲が削がれ、中古マンションや戸
建住宅に流れてしまいかねない。
2019年10月に予定される消費税率引き上げま

でには相当の期間があり、当面、駆け込み需要は期
待できない。地価や建設工事費などコスト面からみ
る限り、販売業者は販売価格を引き下げづらい状
況が続くとみられるものの、マンション購入希望者
が減少していけば、先行きの機会損失にもつながり
かねないだけに、販売業者の対応からは目を離せな
い状況が続こう。 （井上博夫）

バブル期において、新築マンションの価格を押し
上げた主因は、地価の上昇だった。このところ、埼玉
県内でも、都心に近い地域を中心に、地価が上昇し
ている地点がある。加えて、マンション用地には、駅
から比較的近距離のある程度まとまった土地が必
要となるが、近年、こうした適地は減っており、価格
が上がりやすくなっているともいわれる。このため、
近年の新築マンションには、地価の上昇分が販売
価格に上乗せされた物件が含まれている可能性が
ある。
しかし、バブル崩壊後、下落に転じた埼玉県の住
宅地価格は2007年から2008年にかけて一旦下げ
止まった後、再び下落に向かった。2013年頃にはよ
うやく底打ちしたものの、足元でも、ほぼ横ばい圏内
での推移にとどまっている。埼玉県の住宅地価格の
推移からみる限り、地価の上昇が新築マンション販
売価格押し上げの主因になっているとまではいえな
いようだ。
一方で、近年上昇してきたのが、建設工事費であ

る。鉄筋コンクリート造などにかかる建設工事費デ
フレーター（全国・非木造住宅）の推移をみてみると、
建築基準法改正等の影響から急激に上昇した後、
リーマン・ショックでやや落ち込んだ。その後は、ほぼ

横ばい圏内で推移していたが、2013年度からは再
び上昇している。
建設工事費が上昇してきた要因の一つとして、建
設労働者の不足が指摘されている。マンション建設
は、鉄筋コンクリート造で施工されるのが一般的だ
が、この工事にかかわる型枠工や鉄筋工など建設
労働者の多くが、2008年のリーマン・ショック後に
仕事を失い、現場を離れた。
その後、東京都心部での再開発プロジェクトなど
が進んで、建設労働者への需要も回復してきたが、
一旦離れた労働者の戻りは遅れていた。そうしたさ
なか、2011年の東日本大震災に伴って、東北地方
での復興需要が発生したことから、関東地方におけ
る建設労働者の不足が加速した。
国土交通省の建設労働需給調査結果で、関東
地方の建設技能労働者過不足率の推移をみると、
2011年から2015年の半ば頃まで、不足が過剰を
大幅に上回る状況が続いた。
直近の建設技能労働者の過不足率は、比較的落

ち着いた推移となっているが、これから首都圏では、
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックに
向けた建設事業が本格化することになる。今後、建
設技能労働者の過剰感が一層強まり、新築マンショ
ンの建設工事費を押し下げるという可能性は、それ
ほど高くないだろう。

リーマン・ショック後に新築マンションの販売が落
ち込んだ際には、販売業者は価格を引き下げて対
応しようとした。当時は、多くのマンション販売業者
の業績が悪化し、上場企業の倒産まで発生するな
か、資金繰りに窮し、手持ちのマンション在庫につい
て、相当な額の値引きを行う業者が少なくなかった
とされる。
これに対し、今のところ、マンション販売業者が価
格を引き下げる動きは表面化していないようだ。
東京都区部と埼玉県内では、マンションの販売価
格に占める土地代金の割合が異なる。地価の高い
都区部では、土地代金の割合が相対的に高く、埼
玉県内ではこれが低くなっている。このため、近年の
ように、建設工事費が上昇した場合、東京都区部な
どと比べて、埼玉県内のマンションの方がコスト面
での影響を受けやすい。こうした状況下で、安易に
販売価格を引き下げれば、販売業者は収益の悪化
に見舞われることになる。
コストを下げようとして、地価の安い郊外や駅か

ら遠い場所へ向かっても、不人気から在庫を抱える
リスクがある。マンション販売業者は、さいたま市内
など一部の人気エリアを除くと、埼玉県内で新築マ
ンションを手がけることに慎重になっており、足元で
は発売戸数を絞ることで、需要の減少に対応しよう
としているようだ。
現状、首都圏全体でみると、新築マンションの在
庫はやや増加傾向にあるものの、2016年末時点の
埼玉県のマンション在庫は812戸と、2008年末時
点の1,757戸の半分以下の水準に抑えられており、
販売業者の側に過剰感はない。日銀の金融緩和政
策の効果もあって、販売業者の資金繰り面にはまだ
余裕があることから、リーマン・ショック後に発生した
ようなマンション価格の大幅な値崩れといった事態
は発生しにくくなっている。

埼玉県内では、このところ新築マンションの発売
戸数が低調に推移している。
これは、価格の上昇によるところが大きい。低い
住宅ローン金利の追い風があるとはいえ、一般のサ
ラリーマン等にとって、足元の新築マンションの価格
は、簡単に購入を決断できる水準ではなくなってい
る。しかし、販売業者側の対応をみると、価格を引き
下げてでも、物件を売り切ろうとするような動きは、
今のところ表面化していないようだ。
以下では、埼玉県における新築マンションの動向

を簡単にみていきたい。

㈱不動産経済研究所によると、2006年に
10,532戸だった埼玉県の新築マンション発売戸数
は、いわゆる耐震偽装問題を機に、建築確認の手
続きがより厳格になったことなどから、多くのマン
ションで工事の進捗に遅れが生じ、2007年には発
売戸数が8,527戸まで減少した。その後、2008年
に発生したリーマン・ショックに伴う景気減速が加
わったことで、2009年には4,856戸と、2006年の
半分以下の水準まで落ち込んだ。

新築マンション発売戸数は、2014年4月に実施さ
れた消費税率引き上げに伴う駆け込み需要もあっ
て、2013年には6,617戸に達したが、2014年には
反動減から再び4,473戸に減少した。足元の発売
戸数は低調に推移しており、2016年には3,897戸
と、2009年の実績も下回った。新築マンションにつ
いては、埼玉県内にとどまらず、首都圏全体でみて
も、発売戸数は低調に推移している。

低調な新築マンションに対して、中古マンション成
約件数は比較的堅調に推移している。
㈶東日本不動産流通機構によると、2006年に
4,046件だった埼玉県の中古マンション成約件数は、
新築マンションと同様、2008年には3,579件まで減
少したものの、2009年には早くも3,987件に回復し、
その後も比較的堅調に推移してきた。2016年の成
約件数は4,458件と、2006年以降では2013年の
4,693件に次ぐ件数になっている。
これまで、マンション購入希望者は、どちらかとい
えば、価格が多少高くても中古物件より新築物件を
好むとされてきた。新築マンション発売戸数と中古
マンション成約件数では、元になる統計が異なると
はいえ、2016年に、中古マンションの成約件数が、

新築マンション発売戸数を上回ったことからは、マン
ション購入希望者の姿勢が変化してきている様子
がうかがえる。

埼玉県の新築マンション発売戸数が低調に推移
している最大の理由は価格の上昇にある。首都圏
のマンション全般にいえることだが、埼玉県の新築
マンション販売価格も上昇しており、特に近年はそ
のテンポが速まっている。
㈱不動産経済研究所によると、2005年に3,174
万円だった埼玉県の新築マンションの販売価格は、
2007年に3,684万円へ上昇した後、2013年まで
はほぼ横ばい圏内で推移していたが、2014年に
3,930万円、2015年に4,146万円となり、2016年
には4,255万円まで上昇した。2016年の価格は
2005年対比で、34.1％も値上がりしており、この間
の賃金上昇率などを考えると、いかに低金利下とは
いえ、一般のサラリーマン等にとって、新築マンショ
ン購入へのハードルは相当高くなったといえる。
一方、埼玉県内の新築戸建住宅の価格はといえ

ば、2005年から2011年までは新築マンションを上
回っていたが、2012年にほぼ同水準となり、2014
年には新築マンションをはっきり下回った。

新築戸建住宅についても、2014年以降は値上が
りしているものの、2016年の価格は4,030万円と、
新築マンションを下回っている。
マンションと戸建住宅では、その所在地や最寄り
駅までの距離、面積など様々な条件が異なっており、
単純には比較できないものの、価格に限っていえば、
新築マンションは、戸建住宅と比べて不利な状況に
おかれている。
新築マンションの価格上昇に引きずられるように、

中古マンションの取引価格も上昇している。㈶東日
本不動産流通機構によると、2006年に1,586万円
だった埼玉県の中古マンション価格は、2007年から
2013年まで1,600万円台で安定的に推移していた
が、2014年に1,731万円、2015年に1,860万円と
なり、2016年には1,948万円と、2,000万円に迫る
までに上昇した。
この間、2006年に2,410万円だった中古戸建住
宅の価格は、2009年に1,950万円へ下落した後は、
ほぼ横ばい水準で推移しており、中古マンションと
の価格差が縮まってきている。
中古マンションや中古戸建住宅の場合、リフォー

ム費用などが追加で必要になるケースも少なくない
が、近年の新築マンションの値上がり幅が大きかっ
たため、追加費用を含めても、新築マンションとの価
格差はなお大きいようだ。

アンケート調査

埼玉県内企業経営動向調査
景況感は改善、売上高・利益はともに増加

国内景気 業界景気 自社業況 売上高
（現状）
最近（2017年1月中旬）の国内景気に対する見方は、

「上昇」7％、「下降」7％で、ＢＳＩ（「上昇」－「下降」の
企業割合）は0となり、前回調査（2016年10月）の▲
13から13ポイントの改善となった。
国内景気に対する見方は、2016年4月調査の▲30

を底に3期連続の改善となり、6期ぶりにマイナスから
脱した。一部に弱い動きがみられるものの、国内景気は
緩やかな回復基調にあるとの見方が広がっている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ▲4で前回調査の▲
17から13ポイントの改善、非製造業は＋1で前回調査
の▲10から11ポイントの改善となった。
（先行き）
先行き（約6カ月後）については、「上昇」17％、「下
降」16％で、ＢＳＩは＋1と現状から1ポイントの改善と
なった。国内景気の先行きは、緩やかな改善との見通
しとなっている。
業種別では、製造業はＢＳＩ0で現状から4ポイントの
改善、非製造業は＋2で1ポイントの改善となった。

（現状）
最近の自社業界の景気に対する見方は、「上昇」
9％、「下降」16％で、ＢＳＩは▲7となり、前回調査の▲
20から13ポイントの改善となった。
業界景気の見方は2期連続の改善となり、改善幅も
比較的大きなものとなった。ただ、国内景気に対する見
方に比べ慎重であり、ＢＳＩは2014年7月調査以降2年
以上マイナスが続いている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ▲11で前回調査の
▲22から11ポイントの改善、非製造業は▲4で前回調
査の▲19から15ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては「上昇」11％､「下降」24％で、ＢＳ

Ｉは▲13と現状から6ポイントの悪化となった。「下降」
とする企業が増えており、業界景気の先行きについて
は慎重な見方をするところが多い。
業種別では、製造業はＢＳＩ▲14で現状から3ポイント

の悪化、非製造業は▲11で7ポイントの悪化となった。

（現状）
最近の自社の業況に対する見方は、「良い」とする
企業24％、「悪い」とする企業8％で、ＢＳＩは＋16となり
前回調査の＋16から横ばいとなった。
ＢＳＩは前回調査で比較的大きな改善となった後、今
回調査では横ばいとなったものの、その水準は高い。国
内景気の見方も改善しており、自社の業況は「良い」と
するところが多い。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋9で前回調査の＋8

から1ポイントの改善、非製造業は＋19で前回調査の＋
20から1ポイントの悪化となった。
（先行き）
先行きについては「良い」とする企業20％に対し、

「悪い」とする企業は11％、ＢＳＩは＋9と現状から7ポイ
ントの悪化となった。自社の業況について先行き慎重な
見方をするところも多くなっているが、ＢＳＩはプラスを持
続している。
業種別では､製造業はＢＳＩが＋5で現状から4ポイン

トの悪化、非製造業は＋11で8ポイントの悪化となって
いる。

（現状）
2016年10～12月期の売上高は、季調済ＢＳＩ（「増
加」－「減少」の企業割合、季節調整済）が＋10となり、
前回調査対象期間（2016年7～9月期）の＋1から9ポ
イントの改善となった。
売上高のＢＳＩは前回調査では悪化となったが、今回
調査で比較的大きな改善となった。ＢＳＩは4期連続の
プラスであり、景気の緩やかな回復基調が続くなか、売
上高の増加が続いている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋9で前回調査の＋2

から7ポイントの改善、非製造業は＋10で前回調査の
▲1から11ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては、2017年1～3月期のＢＳＩが＋2、4

～6月期は▲2となり、先行きについては慎重な見通し
となっている。
業種別では、製造業が2016年10～12月期、2017
年1～3月期、4～6月期に＋9→＋15→＋1、非製造業で
は＋10→▲5→▲2となっている。

●国内景気 ●業界景気 ●自社業況 ●売上高
実績ＢＳＩ（上昇ー下降） 見通し

構成比（％） 構成比（％）
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埼玉県の新築マンション発売戸数は、足元で振
るわない状況が続いているとはいえ、県内の住宅
需要そのものが減退しているわけではない。価格面
で新築マンションより優位な新築戸建住宅の販売
は、比較的堅調に推移しているし、これまでは新築
に比べると、やや人気の低かった中古マンションの
売買についても底堅い動きになっている。
しかし、東京都区部では、価格が1億円を超える
ような高額マンションであっても、投資物件や相続
対策の一環として購入されるケースがあるが、埼玉
県内では、購入者が自分の住居とする実需が中心
であり、あまりに高額になってしまうと、新築マンショ
ン購入希望者の意欲が削がれ、中古マンションや戸
建住宅に流れてしまいかねない。
2019年10月に予定される消費税率引き上げま

でには相当の期間があり、当面、駆け込み需要は期
待できない。地価や建設工事費などコスト面からみ
る限り、販売業者は販売価格を引き下げづらい状
況が続くとみられるものの、マンション購入希望者
が減少していけば、先行きの機会損失にもつながり
かねないだけに、販売業者の対応からは目を離せな
い状況が続こう。 （井上博夫）

バブル期において、新築マンションの価格を押し
上げた主因は、地価の上昇だった。このところ、埼玉
県内でも、都心に近い地域を中心に、地価が上昇し
ている地点がある。加えて、マンション用地には、駅
から比較的近距離のある程度まとまった土地が必
要となるが、近年、こうした適地は減っており、価格
が上がりやすくなっているともいわれる。このため、
近年の新築マンションには、地価の上昇分が販売
価格に上乗せされた物件が含まれている可能性が
ある。
しかし、バブル崩壊後、下落に転じた埼玉県の住
宅地価格は2007年から2008年にかけて一旦下げ
止まった後、再び下落に向かった。2013年頃にはよ
うやく底打ちしたものの、足元でも、ほぼ横ばい圏内
での推移にとどまっている。埼玉県の住宅地価格の
推移からみる限り、地価の上昇が新築マンション販
売価格押し上げの主因になっているとまではいえな
いようだ。
一方で、近年上昇してきたのが、建設工事費であ

る。鉄筋コンクリート造などにかかる建設工事費デ
フレーター（全国・非木造住宅）の推移をみてみると、
建築基準法改正等の影響から急激に上昇した後、
リーマン・ショックでやや落ち込んだ。その後は、ほぼ

横ばい圏内で推移していたが、2013年度からは再
び上昇している。
建設工事費が上昇してきた要因の一つとして、建
設労働者の不足が指摘されている。マンション建設
は、鉄筋コンクリート造で施工されるのが一般的だ
が、この工事にかかわる型枠工や鉄筋工など建設
労働者の多くが、2008年のリーマン・ショック後に
仕事を失い、現場を離れた。
その後、東京都心部での再開発プロジェクトなど
が進んで、建設労働者への需要も回復してきたが、
一旦離れた労働者の戻りは遅れていた。そうしたさ
なか、2011年の東日本大震災に伴って、東北地方
での復興需要が発生したことから、関東地方におけ
る建設労働者の不足が加速した。
国土交通省の建設労働需給調査結果で、関東
地方の建設技能労働者過不足率の推移をみると、
2011年から2015年の半ば頃まで、不足が過剰を
大幅に上回る状況が続いた。
直近の建設技能労働者の過不足率は、比較的落

ち着いた推移となっているが、これから首都圏では、
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックに
向けた建設事業が本格化することになる。今後、建
設技能労働者の過剰感が一層強まり、新築マンショ
ンの建設工事費を押し下げるという可能性は、それ
ほど高くないだろう。

リーマン・ショック後に新築マンションの販売が落
ち込んだ際には、販売業者は価格を引き下げて対
応しようとした。当時は、多くのマンション販売業者
の業績が悪化し、上場企業の倒産まで発生するな
か、資金繰りに窮し、手持ちのマンション在庫につい
て、相当な額の値引きを行う業者が少なくなかった
とされる。
これに対し、今のところ、マンション販売業者が価
格を引き下げる動きは表面化していないようだ。
東京都区部と埼玉県内では、マンションの販売価
格に占める土地代金の割合が異なる。地価の高い
都区部では、土地代金の割合が相対的に高く、埼
玉県内ではこれが低くなっている。このため、近年の
ように、建設工事費が上昇した場合、東京都区部な
どと比べて、埼玉県内のマンションの方がコスト面
での影響を受けやすい。こうした状況下で、安易に
販売価格を引き下げれば、販売業者は収益の悪化
に見舞われることになる。
コストを下げようとして、地価の安い郊外や駅か

ら遠い場所へ向かっても、不人気から在庫を抱える
リスクがある。マンション販売業者は、さいたま市内
など一部の人気エリアを除くと、埼玉県内で新築マ
ンションを手がけることに慎重になっており、足元で
は発売戸数を絞ることで、需要の減少に対応しよう
としているようだ。
現状、首都圏全体でみると、新築マンションの在
庫はやや増加傾向にあるものの、2016年末時点の
埼玉県のマンション在庫は812戸と、2008年末時
点の1,757戸の半分以下の水準に抑えられており、
販売業者の側に過剰感はない。日銀の金融緩和政
策の効果もあって、販売業者の資金繰り面にはまだ
余裕があることから、リーマン・ショック後に発生した
ようなマンション価格の大幅な値崩れといった事態
は発生しにくくなっている。

埼玉県内では、このところ新築マンションの発売
戸数が低調に推移している。
これは、価格の上昇によるところが大きい。低い
住宅ローン金利の追い風があるとはいえ、一般のサ
ラリーマン等にとって、足元の新築マンションの価格
は、簡単に購入を決断できる水準ではなくなってい
る。しかし、販売業者側の対応をみると、価格を引き
下げてでも、物件を売り切ろうとするような動きは、
今のところ表面化していないようだ。
以下では、埼玉県における新築マンションの動向

を簡単にみていきたい。

㈱不動産経済研究所によると、2006年に
10,532戸だった埼玉県の新築マンション発売戸数
は、いわゆる耐震偽装問題を機に、建築確認の手
続きがより厳格になったことなどから、多くのマン
ションで工事の進捗に遅れが生じ、2007年には発
売戸数が8,527戸まで減少した。その後、2008年
に発生したリーマン・ショックに伴う景気減速が加
わったことで、2009年には4,856戸と、2006年の
半分以下の水準まで落ち込んだ。

新築マンション発売戸数は、2014年4月に実施さ
れた消費税率引き上げに伴う駆け込み需要もあっ
て、2013年には6,617戸に達したが、2014年には
反動減から再び4,473戸に減少した。足元の発売
戸数は低調に推移しており、2016年には3,897戸
と、2009年の実績も下回った。新築マンションにつ
いては、埼玉県内にとどまらず、首都圏全体でみて
も、発売戸数は低調に推移している。

低調な新築マンションに対して、中古マンション成
約件数は比較的堅調に推移している。
㈶東日本不動産流通機構によると、2006年に
4,046件だった埼玉県の中古マンション成約件数は、
新築マンションと同様、2008年には3,579件まで減
少したものの、2009年には早くも3,987件に回復し、
その後も比較的堅調に推移してきた。2016年の成
約件数は4,458件と、2006年以降では2013年の
4,693件に次ぐ件数になっている。
これまで、マンション購入希望者は、どちらかとい
えば、価格が多少高くても中古物件より新築物件を
好むとされてきた。新築マンション発売戸数と中古
マンション成約件数では、元になる統計が異なると
はいえ、2016年に、中古マンションの成約件数が、

新築マンション発売戸数を上回ったことからは、マン
ション購入希望者の姿勢が変化してきている様子
がうかがえる。

埼玉県の新築マンション発売戸数が低調に推移
している最大の理由は価格の上昇にある。首都圏
のマンション全般にいえることだが、埼玉県の新築
マンション販売価格も上昇しており、特に近年はそ
のテンポが速まっている。
㈱不動産経済研究所によると、2005年に3,174
万円だった埼玉県の新築マンションの販売価格は、
2007年に3,684万円へ上昇した後、2013年まで
はほぼ横ばい圏内で推移していたが、2014年に
3,930万円、2015年に4,146万円となり、2016年
には4,255万円まで上昇した。2016年の価格は
2005年対比で、34.1％も値上がりしており、この間
の賃金上昇率などを考えると、いかに低金利下とは
いえ、一般のサラリーマン等にとって、新築マンショ
ン購入へのハードルは相当高くなったといえる。
一方、埼玉県内の新築戸建住宅の価格はといえ

ば、2005年から2011年までは新築マンションを上
回っていたが、2012年にほぼ同水準となり、2014
年には新築マンションをはっきり下回った。

新築戸建住宅についても、2014年以降は値上が
りしているものの、2016年の価格は4,030万円と、
新築マンションを下回っている。
マンションと戸建住宅では、その所在地や最寄り
駅までの距離、面積など様々な条件が異なっており、
単純には比較できないものの、価格に限っていえば、
新築マンションは、戸建住宅と比べて不利な状況に
おかれている。
新築マンションの価格上昇に引きずられるように、

中古マンションの取引価格も上昇している。㈶東日
本不動産流通機構によると、2006年に1,586万円
だった埼玉県の中古マンション価格は、2007年から
2013年まで1,600万円台で安定的に推移していた
が、2014年に1,731万円、2015年に1,860万円と
なり、2016年には1,948万円と、2,000万円に迫る
までに上昇した。
この間、2006年に2,410万円だった中古戸建住
宅の価格は、2009年に1,950万円へ下落した後は、
ほぼ横ばい水準で推移しており、中古マンションと
の価格差が縮まってきている。
中古マンションや中古戸建住宅の場合、リフォー

ム費用などが追加で必要になるケースも少なくない
が、近年の新築マンションの値上がり幅が大きかっ
たため、追加費用を含めても、新築マンションとの価
格差はなお大きいようだ。

アンケート調査

埼玉県内企業経営動向調査
景況感は改善、売上高・利益はともに増加

国内景気 業界景気 自社業況 売上高
（現状）
最近（2017年1月中旬）の国内景気に対する見方は、

「上昇」7％、「下降」7％で、ＢＳＩ（「上昇」－「下降」の
企業割合）は0となり、前回調査（2016年10月）の▲
13から13ポイントの改善となった。
国内景気に対する見方は、2016年4月調査の▲30

を底に3期連続の改善となり、6期ぶりにマイナスから
脱した。一部に弱い動きがみられるものの、国内景気は
緩やかな回復基調にあるとの見方が広がっている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ▲4で前回調査の▲
17から13ポイントの改善、非製造業は＋1で前回調査
の▲10から11ポイントの改善となった。
（先行き）
先行き（約6カ月後）については、「上昇」17％、「下
降」16％で、ＢＳＩは＋1と現状から1ポイントの改善と
なった。国内景気の先行きは、緩やかな改善との見通
しとなっている。
業種別では、製造業はＢＳＩ0で現状から4ポイントの
改善、非製造業は＋2で1ポイントの改善となった。

（現状）
最近の自社業界の景気に対する見方は、「上昇」
9％、「下降」16％で、ＢＳＩは▲7となり、前回調査の▲
20から13ポイントの改善となった。
業界景気の見方は2期連続の改善となり、改善幅も
比較的大きなものとなった。ただ、国内景気に対する見
方に比べ慎重であり、ＢＳＩは2014年7月調査以降2年
以上マイナスが続いている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ▲11で前回調査の
▲22から11ポイントの改善、非製造業は▲4で前回調
査の▲19から15ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては「上昇」11％､「下降」24％で、ＢＳ

Ｉは▲13と現状から6ポイントの悪化となった。「下降」
とする企業が増えており、業界景気の先行きについて
は慎重な見方をするところが多い。
業種別では、製造業はＢＳＩ▲14で現状から3ポイント

の悪化、非製造業は▲11で7ポイントの悪化となった。

（現状）
最近の自社の業況に対する見方は、「良い」とする
企業24％、「悪い」とする企業8％で、ＢＳＩは＋16となり
前回調査の＋16から横ばいとなった。
ＢＳＩは前回調査で比較的大きな改善となった後、今
回調査では横ばいとなったものの、その水準は高い。国
内景気の見方も改善しており、自社の業況は「良い」と
するところが多い。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋9で前回調査の＋8

から1ポイントの改善、非製造業は＋19で前回調査の＋
20から1ポイントの悪化となった。
（先行き）
先行きについては「良い」とする企業20％に対し、

「悪い」とする企業は11％、ＢＳＩは＋9と現状から7ポイ
ントの悪化となった。自社の業況について先行き慎重な
見方をするところも多くなっているが、ＢＳＩはプラスを持
続している。
業種別では､製造業はＢＳＩが＋5で現状から4ポイン

トの悪化、非製造業は＋11で8ポイントの悪化となって
いる。

（現状）
2016年10～12月期の売上高は、季調済ＢＳＩ（「増
加」－「減少」の企業割合、季節調整済）が＋10となり、
前回調査対象期間（2016年7～9月期）の＋1から9ポ
イントの改善となった。
売上高のＢＳＩは前回調査では悪化となったが、今回
調査で比較的大きな改善となった。ＢＳＩは4期連続の
プラスであり、景気の緩やかな回復基調が続くなか、売
上高の増加が続いている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋9で前回調査の＋2

から7ポイントの改善、非製造業は＋10で前回調査の
▲1から11ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては、2017年1～3月期のＢＳＩが＋2、4

～6月期は▲2となり、先行きについては慎重な見通し
となっている。
業種別では、製造業が2016年10～12月期、2017
年1～3月期、4～6月期に＋9→＋15→＋1、非製造業で
は＋10→▲5→▲2となっている。

●国内景気 ●業界景気 ●自社業況 ●売上高
実績ＢＳＩ（上昇ー下降） 見通し

構成比（％） 構成比（％）
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埼玉県の新築マンション発売戸数は、足元で振
るわない状況が続いているとはいえ、県内の住宅
需要そのものが減退しているわけではない。価格面
で新築マンションより優位な新築戸建住宅の販売
は、比較的堅調に推移しているし、これまでは新築
に比べると、やや人気の低かった中古マンションの
売買についても底堅い動きになっている。
しかし、東京都区部では、価格が1億円を超える
ような高額マンションであっても、投資物件や相続
対策の一環として購入されるケースがあるが、埼玉
県内では、購入者が自分の住居とする実需が中心
であり、あまりに高額になってしまうと、新築マンショ
ン購入希望者の意欲が削がれ、中古マンションや戸
建住宅に流れてしまいかねない。
2019年10月に予定される消費税率引き上げま

でには相当の期間があり、当面、駆け込み需要は期
待できない。地価や建設工事費などコスト面からみ
る限り、販売業者は販売価格を引き下げづらい状
況が続くとみられるものの、マンション購入希望者
が減少していけば、先行きの機会損失にもつながり
かねないだけに、販売業者の対応からは目を離せな
い状況が続こう。 （井上博夫）

バブル期において、新築マンションの価格を押し
上げた主因は、地価の上昇だった。このところ、埼玉
県内でも、都心に近い地域を中心に、地価が上昇し
ている地点がある。加えて、マンション用地には、駅
から比較的近距離のある程度まとまった土地が必
要となるが、近年、こうした適地は減っており、価格
が上がりやすくなっているともいわれる。このため、
近年の新築マンションには、地価の上昇分が販売
価格に上乗せされた物件が含まれている可能性が
ある。
しかし、バブル崩壊後、下落に転じた埼玉県の住
宅地価格は2007年から2008年にかけて一旦下げ
止まった後、再び下落に向かった。2013年頃にはよ
うやく底打ちしたものの、足元でも、ほぼ横ばい圏内
での推移にとどまっている。埼玉県の住宅地価格の
推移からみる限り、地価の上昇が新築マンション販
売価格押し上げの主因になっているとまではいえな
いようだ。
一方で、近年上昇してきたのが、建設工事費であ

る。鉄筋コンクリート造などにかかる建設工事費デ
フレーター（全国・非木造住宅）の推移をみてみると、
建築基準法改正等の影響から急激に上昇した後、
リーマン・ショックでやや落ち込んだ。その後は、ほぼ

横ばい圏内で推移していたが、2013年度からは再
び上昇している。
建設工事費が上昇してきた要因の一つとして、建
設労働者の不足が指摘されている。マンション建設
は、鉄筋コンクリート造で施工されるのが一般的だ
が、この工事にかかわる型枠工や鉄筋工など建設
労働者の多くが、2008年のリーマン・ショック後に
仕事を失い、現場を離れた。
その後、東京都心部での再開発プロジェクトなど
が進んで、建設労働者への需要も回復してきたが、
一旦離れた労働者の戻りは遅れていた。そうしたさ
なか、2011年の東日本大震災に伴って、東北地方
での復興需要が発生したことから、関東地方におけ
る建設労働者の不足が加速した。
国土交通省の建設労働需給調査結果で、関東
地方の建設技能労働者過不足率の推移をみると、
2011年から2015年の半ば頃まで、不足が過剰を
大幅に上回る状況が続いた。
直近の建設技能労働者の過不足率は、比較的落

ち着いた推移となっているが、これから首都圏では、
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックに
向けた建設事業が本格化することになる。今後、建
設技能労働者の過剰感が一層強まり、新築マンショ
ンの建設工事費を押し下げるという可能性は、それ
ほど高くないだろう。

リーマン・ショック後に新築マンションの販売が落
ち込んだ際には、販売業者は価格を引き下げて対
応しようとした。当時は、多くのマンション販売業者
の業績が悪化し、上場企業の倒産まで発生するな
か、資金繰りに窮し、手持ちのマンション在庫につい
て、相当な額の値引きを行う業者が少なくなかった
とされる。
これに対し、今のところ、マンション販売業者が価
格を引き下げる動きは表面化していないようだ。
東京都区部と埼玉県内では、マンションの販売価
格に占める土地代金の割合が異なる。地価の高い
都区部では、土地代金の割合が相対的に高く、埼
玉県内ではこれが低くなっている。このため、近年の
ように、建設工事費が上昇した場合、東京都区部な
どと比べて、埼玉県内のマンションの方がコスト面
での影響を受けやすい。こうした状況下で、安易に
販売価格を引き下げれば、販売業者は収益の悪化
に見舞われることになる。
コストを下げようとして、地価の安い郊外や駅か

ら遠い場所へ向かっても、不人気から在庫を抱える
リスクがある。マンション販売業者は、さいたま市内
など一部の人気エリアを除くと、埼玉県内で新築マ
ンションを手がけることに慎重になっており、足元で
は発売戸数を絞ることで、需要の減少に対応しよう
としているようだ。
現状、首都圏全体でみると、新築マンションの在
庫はやや増加傾向にあるものの、2016年末時点の
埼玉県のマンション在庫は812戸と、2008年末時
点の1,757戸の半分以下の水準に抑えられており、
販売業者の側に過剰感はない。日銀の金融緩和政
策の効果もあって、販売業者の資金繰り面にはまだ
余裕があることから、リーマン・ショック後に発生した
ようなマンション価格の大幅な値崩れといった事態
は発生しにくくなっている。

埼玉県内では、このところ新築マンションの発売
戸数が低調に推移している。
これは、価格の上昇によるところが大きい。低い
住宅ローン金利の追い風があるとはいえ、一般のサ
ラリーマン等にとって、足元の新築マンションの価格
は、簡単に購入を決断できる水準ではなくなってい
る。しかし、販売業者側の対応をみると、価格を引き
下げてでも、物件を売り切ろうとするような動きは、
今のところ表面化していないようだ。
以下では、埼玉県における新築マンションの動向

を簡単にみていきたい。

㈱不動産経済研究所によると、2006年に
10,532戸だった埼玉県の新築マンション発売戸数
は、いわゆる耐震偽装問題を機に、建築確認の手
続きがより厳格になったことなどから、多くのマン
ションで工事の進捗に遅れが生じ、2007年には発
売戸数が8,527戸まで減少した。その後、2008年
に発生したリーマン・ショックに伴う景気減速が加
わったことで、2009年には4,856戸と、2006年の
半分以下の水準まで落ち込んだ。

新築マンション発売戸数は、2014年4月に実施さ
れた消費税率引き上げに伴う駆け込み需要もあっ
て、2013年には6,617戸に達したが、2014年には
反動減から再び4,473戸に減少した。足元の発売
戸数は低調に推移しており、2016年には3,897戸
と、2009年の実績も下回った。新築マンションにつ
いては、埼玉県内にとどまらず、首都圏全体でみて
も、発売戸数は低調に推移している。

低調な新築マンションに対して、中古マンション成
約件数は比較的堅調に推移している。
㈶東日本不動産流通機構によると、2006年に
4,046件だった埼玉県の中古マンション成約件数は、
新築マンションと同様、2008年には3,579件まで減
少したものの、2009年には早くも3,987件に回復し、
その後も比較的堅調に推移してきた。2016年の成
約件数は4,458件と、2006年以降では2013年の
4,693件に次ぐ件数になっている。
これまで、マンション購入希望者は、どちらかとい
えば、価格が多少高くても中古物件より新築物件を
好むとされてきた。新築マンション発売戸数と中古
マンション成約件数では、元になる統計が異なると
はいえ、2016年に、中古マンションの成約件数が、

新築マンション発売戸数を上回ったことからは、マン
ション購入希望者の姿勢が変化してきている様子
がうかがえる。

埼玉県の新築マンション発売戸数が低調に推移
している最大の理由は価格の上昇にある。首都圏
のマンション全般にいえることだが、埼玉県の新築
マンション販売価格も上昇しており、特に近年はそ
のテンポが速まっている。
㈱不動産経済研究所によると、2005年に3,174
万円だった埼玉県の新築マンションの販売価格は、
2007年に3,684万円へ上昇した後、2013年まで
はほぼ横ばい圏内で推移していたが、2014年に
3,930万円、2015年に4,146万円となり、2016年
には4,255万円まで上昇した。2016年の価格は
2005年対比で、34.1％も値上がりしており、この間
の賃金上昇率などを考えると、いかに低金利下とは
いえ、一般のサラリーマン等にとって、新築マンショ
ン購入へのハードルは相当高くなったといえる。
一方、埼玉県内の新築戸建住宅の価格はといえ

ば、2005年から2011年までは新築マンションを上
回っていたが、2012年にほぼ同水準となり、2014
年には新築マンションをはっきり下回った。

新築戸建住宅についても、2014年以降は値上が
りしているものの、2016年の価格は4,030万円と、
新築マンションを下回っている。
マンションと戸建住宅では、その所在地や最寄り
駅までの距離、面積など様々な条件が異なっており、
単純には比較できないものの、価格に限っていえば、
新築マンションは、戸建住宅と比べて不利な状況に
おかれている。
新築マンションの価格上昇に引きずられるように、

中古マンションの取引価格も上昇している。㈶東日
本不動産流通機構によると、2006年に1,586万円
だった埼玉県の中古マンション価格は、2007年から
2013年まで1,600万円台で安定的に推移していた
が、2014年に1,731万円、2015年に1,860万円と
なり、2016年には1,948万円と、2,000万円に迫る
までに上昇した。
この間、2006年に2,410万円だった中古戸建住
宅の価格は、2009年に1,950万円へ下落した後は、
ほぼ横ばい水準で推移しており、中古マンションと
の価格差が縮まってきている。
中古マンションや中古戸建住宅の場合、リフォー

ム費用などが追加で必要になるケースも少なくない
が、近年の新築マンションの値上がり幅が大きかっ
たため、追加費用を含めても、新築マンションとの価
格差はなお大きいようだ。

アンケート調査 埼玉県内企業経営動向調査

（現状）
2016年10～12月期の経常利益は、季調済ＢＳＩが

＋7となり、前回調査対象期間（2016年7～9月期）の
▲2から9ポイントの改善となった。ＢＳＩの改善は3期ぶ
りで比較的大きな改善となった。
増加の要因（複数回答）としては、「売上・受注の好
転」をあげるところが82％で最も多い。次いで「諸経費
の圧縮」28％、「販売単価の上昇」15％となっている。
売上増に加え、経費圧縮など企業努力により利益を確
保しているところも多い。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋4で前回調査の▲
1から5ポイントの改善、非製造業は＋10で前回調査
の▲4から14ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては、2017年1～3月期のＢＳＩが▲4、
4～6月期は＋2となり、先行きは一進一退で慎重な見
方となっている。
業種別では、製造業が2016年10～12月期、2017
年1～3月期、4～6月期に＋4→＋8→＋13、非製造業
では＋10→▲10→▲5となっている。

（現状）
2016年10～12月期の設備投資は、季調済ＢＳＩが

＋12となり、前回調査対象期間（2016年7～9月期）の
＋4から8ポイントの改善となった。設備投資のＢＳＩは、
改善、悪化を繰り返す動きながら、プラスが続いており、
総じて改善傾向にある。
設備投資の内容については、「更新投資」が57％、

「能力増強投資」23％､「合理化投資」11％､「研究開
発投資」4％などとなった。引き続き「更新投資」が６割
程度と多く、設備投資は「更新投資」中心の状況が続
いている。業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋16で前回
調査の＋10から6ポイントの改善、非製造業は＋12で
前回調査の▲1から13ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては、2017年1～3月期のＢＳＩが▲2、
4～6月期は＋2と一進一退の動きとなっており、やや慎
重な姿勢もみられる。
業種別では、製造業が2016年10～12月期、2017
年1～3月期、4～6月期に＋16→＋10→＋3、非製造業
では＋12→▲8→＋4となっている。

（現状）
最近（ここ6カ月間）の雇用状況をみると、雇用人員

が「増加」とした企業は20％、「減少」とした企業は
11％で、ＢＳＩは＋9と前回調査の＋9から横ばいとなっ
た。例年１月調査ではＢＳＩは低くなる傾向がある。今回
調査では横ばいとなり、水準も例年に比べ高く雇用は
引き続き改善している。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋2で前回調査の▲
5より7ポイントの改善、非製造業は＋13で前回調査の
＋18より5ポイントの悪化となっている。
（先行き）
先行き（約6カ月後）については、「増加」とする企業

が35％、「減少」とする企業が6％でＢＳＩは＋29と現状
から20ポイントの改善となった。先行きについては、新
卒者の採用もあり、「増加」とするところが多くなってい
る。新卒者も含めて雇用は当面改善が続く見込み。
業種別では、製造業はＢＳＩ＋23で現状から21ポイ

ントの改善、非製造業は＋34で21ポイントの改善と
なっている。

経営上の問題点（複数回答）については、「人材・人
手不足」が57％と最も多かった。次いで「売上・受注不
振」48％、「諸経費上昇」28％、「仕入原価上昇」
23％、「製商品安」17％、「資金不足・資金繰り難」5％
などとなった。
前回調査と比べると、「人材・人手不足」が2ポイント
増加した。「人材・人手不足」は増加が続いており、人
手不足の問題は、企業経営にとって深刻度を増してい
る。一方、「売上・受注不振」は前回調査に比べ5ポイ
ント減少した。
業種別にみると、製造業では「売上・受注不振」を
58％の企業があげている。次いで「人材・人手不足」
42％、「製商品安」27％、「仕入原価上昇」26％、「諸
経費上昇」23％と続く。非製造業では「人材・人手不
足」66％が最も多く、次いで「売上・受注不振」43％、
「諸経費上昇」31％、「仕入原価上昇」21％、「製商品
安」11％の順となった。 （吉嶺暢嗣）

経常利益 設備投資 雇用 経営上の問題点

●経常利益 ●設備投資 ●雇用 ●経営上の問題点（複数回答）
実績ＢＳＩ（増加ー減少）

％

見通し実績ＢＳＩ（増加ー減少）季調済 見通し 実績 見通しＢＳＩ（増加ー減少）季調済
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全産業 製造業 非製造業

2017年1月中旬実施。対象企業数979社、
回答企業数258社、回答率26.4％。
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埼玉県の新築マンション発売戸数は、足元で振
るわない状況が続いているとはいえ、県内の住宅
需要そのものが減退しているわけではない。価格面
で新築マンションより優位な新築戸建住宅の販売
は、比較的堅調に推移しているし、これまでは新築
に比べると、やや人気の低かった中古マンションの
売買についても底堅い動きになっている。
しかし、東京都区部では、価格が1億円を超える
ような高額マンションであっても、投資物件や相続
対策の一環として購入されるケースがあるが、埼玉
県内では、購入者が自分の住居とする実需が中心
であり、あまりに高額になってしまうと、新築マンショ
ン購入希望者の意欲が削がれ、中古マンションや戸
建住宅に流れてしまいかねない。
2019年10月に予定される消費税率引き上げま

でには相当の期間があり、当面、駆け込み需要は期
待できない。地価や建設工事費などコスト面からみ
る限り、販売業者は販売価格を引き下げづらい状
況が続くとみられるものの、マンション購入希望者
が減少していけば、先行きの機会損失にもつながり
かねないだけに、販売業者の対応からは目を離せな
い状況が続こう。 （井上博夫）

バブル期において、新築マンションの価格を押し
上げた主因は、地価の上昇だった。このところ、埼玉
県内でも、都心に近い地域を中心に、地価が上昇し
ている地点がある。加えて、マンション用地には、駅
から比較的近距離のある程度まとまった土地が必
要となるが、近年、こうした適地は減っており、価格
が上がりやすくなっているともいわれる。このため、
近年の新築マンションには、地価の上昇分が販売
価格に上乗せされた物件が含まれている可能性が
ある。
しかし、バブル崩壊後、下落に転じた埼玉県の住
宅地価格は2007年から2008年にかけて一旦下げ
止まった後、再び下落に向かった。2013年頃にはよ
うやく底打ちしたものの、足元でも、ほぼ横ばい圏内
での推移にとどまっている。埼玉県の住宅地価格の
推移からみる限り、地価の上昇が新築マンション販
売価格押し上げの主因になっているとまではいえな
いようだ。
一方で、近年上昇してきたのが、建設工事費であ

る。鉄筋コンクリート造などにかかる建設工事費デ
フレーター（全国・非木造住宅）の推移をみてみると、
建築基準法改正等の影響から急激に上昇した後、
リーマン・ショックでやや落ち込んだ。その後は、ほぼ

横ばい圏内で推移していたが、2013年度からは再
び上昇している。
建設工事費が上昇してきた要因の一つとして、建
設労働者の不足が指摘されている。マンション建設
は、鉄筋コンクリート造で施工されるのが一般的だ
が、この工事にかかわる型枠工や鉄筋工など建設
労働者の多くが、2008年のリーマン・ショック後に
仕事を失い、現場を離れた。
その後、東京都心部での再開発プロジェクトなど
が進んで、建設労働者への需要も回復してきたが、
一旦離れた労働者の戻りは遅れていた。そうしたさ
なか、2011年の東日本大震災に伴って、東北地方
での復興需要が発生したことから、関東地方におけ
る建設労働者の不足が加速した。
国土交通省の建設労働需給調査結果で、関東
地方の建設技能労働者過不足率の推移をみると、
2011年から2015年の半ば頃まで、不足が過剰を
大幅に上回る状況が続いた。
直近の建設技能労働者の過不足率は、比較的落

ち着いた推移となっているが、これから首都圏では、
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックに
向けた建設事業が本格化することになる。今後、建
設技能労働者の過剰感が一層強まり、新築マンショ
ンの建設工事費を押し下げるという可能性は、それ
ほど高くないだろう。

リーマン・ショック後に新築マンションの販売が落
ち込んだ際には、販売業者は価格を引き下げて対
応しようとした。当時は、多くのマンション販売業者
の業績が悪化し、上場企業の倒産まで発生するな
か、資金繰りに窮し、手持ちのマンション在庫につい
て、相当な額の値引きを行う業者が少なくなかった
とされる。
これに対し、今のところ、マンション販売業者が価
格を引き下げる動きは表面化していないようだ。
東京都区部と埼玉県内では、マンションの販売価
格に占める土地代金の割合が異なる。地価の高い
都区部では、土地代金の割合が相対的に高く、埼
玉県内ではこれが低くなっている。このため、近年の
ように、建設工事費が上昇した場合、東京都区部な
どと比べて、埼玉県内のマンションの方がコスト面
での影響を受けやすい。こうした状況下で、安易に
販売価格を引き下げれば、販売業者は収益の悪化
に見舞われることになる。
コストを下げようとして、地価の安い郊外や駅か

ら遠い場所へ向かっても、不人気から在庫を抱える
リスクがある。マンション販売業者は、さいたま市内
など一部の人気エリアを除くと、埼玉県内で新築マ
ンションを手がけることに慎重になっており、足元で
は発売戸数を絞ることで、需要の減少に対応しよう
としているようだ。
現状、首都圏全体でみると、新築マンションの在
庫はやや増加傾向にあるものの、2016年末時点の
埼玉県のマンション在庫は812戸と、2008年末時
点の1,757戸の半分以下の水準に抑えられており、
販売業者の側に過剰感はない。日銀の金融緩和政
策の効果もあって、販売業者の資金繰り面にはまだ
余裕があることから、リーマン・ショック後に発生した
ようなマンション価格の大幅な値崩れといった事態
は発生しにくくなっている。

埼玉県内では、このところ新築マンションの発売
戸数が低調に推移している。
これは、価格の上昇によるところが大きい。低い
住宅ローン金利の追い風があるとはいえ、一般のサ
ラリーマン等にとって、足元の新築マンションの価格
は、簡単に購入を決断できる水準ではなくなってい
る。しかし、販売業者側の対応をみると、価格を引き
下げてでも、物件を売り切ろうとするような動きは、
今のところ表面化していないようだ。
以下では、埼玉県における新築マンションの動向

を簡単にみていきたい。

㈱不動産経済研究所によると、2006年に
10,532戸だった埼玉県の新築マンション発売戸数
は、いわゆる耐震偽装問題を機に、建築確認の手
続きがより厳格になったことなどから、多くのマン
ションで工事の進捗に遅れが生じ、2007年には発
売戸数が8,527戸まで減少した。その後、2008年
に発生したリーマン・ショックに伴う景気減速が加
わったことで、2009年には4,856戸と、2006年の
半分以下の水準まで落ち込んだ。

新築マンション発売戸数は、2014年4月に実施さ
れた消費税率引き上げに伴う駆け込み需要もあっ
て、2013年には6,617戸に達したが、2014年には
反動減から再び4,473戸に減少した。足元の発売
戸数は低調に推移しており、2016年には3,897戸
と、2009年の実績も下回った。新築マンションにつ
いては、埼玉県内にとどまらず、首都圏全体でみて
も、発売戸数は低調に推移している。

低調な新築マンションに対して、中古マンション成
約件数は比較的堅調に推移している。
㈶東日本不動産流通機構によると、2006年に
4,046件だった埼玉県の中古マンション成約件数は、
新築マンションと同様、2008年には3,579件まで減
少したものの、2009年には早くも3,987件に回復し、
その後も比較的堅調に推移してきた。2016年の成
約件数は4,458件と、2006年以降では2013年の
4,693件に次ぐ件数になっている。
これまで、マンション購入希望者は、どちらかとい
えば、価格が多少高くても中古物件より新築物件を
好むとされてきた。新築マンション発売戸数と中古
マンション成約件数では、元になる統計が異なると
はいえ、2016年に、中古マンションの成約件数が、

新築マンション発売戸数を上回ったことからは、マン
ション購入希望者の姿勢が変化してきている様子
がうかがえる。

埼玉県の新築マンション発売戸数が低調に推移
している最大の理由は価格の上昇にある。首都圏
のマンション全般にいえることだが、埼玉県の新築
マンション販売価格も上昇しており、特に近年はそ
のテンポが速まっている。
㈱不動産経済研究所によると、2005年に3,174
万円だった埼玉県の新築マンションの販売価格は、
2007年に3,684万円へ上昇した後、2013年まで
はほぼ横ばい圏内で推移していたが、2014年に
3,930万円、2015年に4,146万円となり、2016年
には4,255万円まで上昇した。2016年の価格は
2005年対比で、34.1％も値上がりしており、この間
の賃金上昇率などを考えると、いかに低金利下とは
いえ、一般のサラリーマン等にとって、新築マンショ
ン購入へのハードルは相当高くなったといえる。
一方、埼玉県内の新築戸建住宅の価格はといえ

ば、2005年から2011年までは新築マンションを上
回っていたが、2012年にほぼ同水準となり、2014
年には新築マンションをはっきり下回った。

新築戸建住宅についても、2014年以降は値上が
りしているものの、2016年の価格は4,030万円と、
新築マンションを下回っている。
マンションと戸建住宅では、その所在地や最寄り
駅までの距離、面積など様々な条件が異なっており、
単純には比較できないものの、価格に限っていえば、
新築マンションは、戸建住宅と比べて不利な状況に
おかれている。
新築マンションの価格上昇に引きずられるように、

中古マンションの取引価格も上昇している。㈶東日
本不動産流通機構によると、2006年に1,586万円
だった埼玉県の中古マンション価格は、2007年から
2013年まで1,600万円台で安定的に推移していた
が、2014年に1,731万円、2015年に1,860万円と
なり、2016年には1,948万円と、2,000万円に迫る
までに上昇した。
この間、2006年に2,410万円だった中古戸建住
宅の価格は、2009年に1,950万円へ下落した後は、
ほぼ横ばい水準で推移しており、中古マンションと
の価格差が縮まってきている。
中古マンションや中古戸建住宅の場合、リフォー

ム費用などが追加で必要になるケースも少なくない
が、近年の新築マンションの値上がり幅が大きかっ
たため、追加費用を含めても、新築マンションとの価
格差はなお大きいようだ。

アンケート調査 埼玉県内企業経営動向調査

（現状）
2016年10～12月期の経常利益は、季調済ＢＳＩが

＋7となり、前回調査対象期間（2016年7～9月期）の
▲2から9ポイントの改善となった。ＢＳＩの改善は3期ぶ
りで比較的大きな改善となった。
増加の要因（複数回答）としては、「売上・受注の好
転」をあげるところが82％で最も多い。次いで「諸経費
の圧縮」28％、「販売単価の上昇」15％となっている。
売上増に加え、経費圧縮など企業努力により利益を確
保しているところも多い。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋4で前回調査の▲
1から5ポイントの改善、非製造業は＋10で前回調査
の▲4から14ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては、2017年1～3月期のＢＳＩが▲4、
4～6月期は＋2となり、先行きは一進一退で慎重な見
方となっている。
業種別では、製造業が2016年10～12月期、2017
年1～3月期、4～6月期に＋4→＋8→＋13、非製造業
では＋10→▲10→▲5となっている。

（現状）
2016年10～12月期の設備投資は、季調済ＢＳＩが

＋12となり、前回調査対象期間（2016年7～9月期）の
＋4から8ポイントの改善となった。設備投資のＢＳＩは、
改善、悪化を繰り返す動きながら、プラスが続いており、
総じて改善傾向にある。
設備投資の内容については、「更新投資」が57％、

「能力増強投資」23％､「合理化投資」11％､「研究開
発投資」4％などとなった。引き続き「更新投資」が６割
程度と多く、設備投資は「更新投資」中心の状況が続
いている。業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋16で前回
調査の＋10から6ポイントの改善、非製造業は＋12で
前回調査の▲1から13ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては、2017年1～3月期のＢＳＩが▲2、
4～6月期は＋2と一進一退の動きとなっており、やや慎
重な姿勢もみられる。
業種別では、製造業が2016年10～12月期、2017
年1～3月期、4～6月期に＋16→＋10→＋3、非製造業
では＋12→▲8→＋4となっている。

（現状）
最近（ここ6カ月間）の雇用状況をみると、雇用人員

が「増加」とした企業は20％、「減少」とした企業は
11％で、ＢＳＩは＋9と前回調査の＋9から横ばいとなっ
た。例年１月調査ではＢＳＩは低くなる傾向がある。今回
調査では横ばいとなり、水準も例年に比べ高く雇用は
引き続き改善している。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋2で前回調査の▲
5より7ポイントの改善、非製造業は＋13で前回調査の
＋18より5ポイントの悪化となっている。
（先行き）
先行き（約6カ月後）については、「増加」とする企業

が35％、「減少」とする企業が6％でＢＳＩは＋29と現状
から20ポイントの改善となった。先行きについては、新
卒者の採用もあり、「増加」とするところが多くなってい
る。新卒者も含めて雇用は当面改善が続く見込み。
業種別では、製造業はＢＳＩ＋23で現状から21ポイ

ントの改善、非製造業は＋34で21ポイントの改善と
なっている。

経営上の問題点（複数回答）については、「人材・人
手不足」が57％と最も多かった。次いで「売上・受注不
振」48％、「諸経費上昇」28％、「仕入原価上昇」
23％、「製商品安」17％、「資金不足・資金繰り難」5％
などとなった。
前回調査と比べると、「人材・人手不足」が2ポイント
増加した。「人材・人手不足」は増加が続いており、人
手不足の問題は、企業経営にとって深刻度を増してい
る。一方、「売上・受注不振」は前回調査に比べ5ポイ
ント減少した。
業種別にみると、製造業では「売上・受注不振」を
58％の企業があげている。次いで「人材・人手不足」
42％、「製商品安」27％、「仕入原価上昇」26％、「諸
経費上昇」23％と続く。非製造業では「人材・人手不
足」66％が最も多く、次いで「売上・受注不振」43％、
「諸経費上昇」31％、「仕入原価上昇」21％、「製商品
安」11％の順となった。 （吉嶺暢嗣）

経常利益 設備投資 雇用 経営上の問題点

●経常利益 ●設備投資 ●雇用 ●経営上の問題点（複数回答）
実績ＢＳＩ（増加ー減少）

％

見通し実績ＢＳＩ（増加ー減少）季調済 見通し 実績 見通しＢＳＩ（増加ー減少）季調済
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全産業 製造業 非製造業

2017年1月中旬実施。対象企業数979社、
回答企業数258社、回答率26.4％。
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概況

埼玉りそな経済情報2017.4埼玉りそな経済情報2017.4

埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直し ている。

百貨店・スーパー販売額（全店）・前年比（左目盛）
百貨店・スーパー販売額（既存店）・前年比（左目盛）

%

年月

新車販売台数（乗用車）・前年比（右目盛）
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景気動向指数 改善を示している

12月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：89.7（前月比＋0.1ポイント）、一致指数：164.0
（同▲1.5ポイント）、遅行指数：97.4（同▲2.4ポイン
ト）となった。
先行指数は3カ月連続で上昇した。
一致指数は2カ月ぶりの下降となった。基調判断と

なる3カ月後方移動平均は、前月比▲0.63ポイント
と、2カ月連続で下降した。埼玉県は、景気の基調判
断を、8カ月連続で「改善を示している」としている。
遅行指数は2カ月ぶりの下降となった。

個人消費 新車販売台数が4カ月連続で増加

1月の百貨店・スーパー販売額は835億円、前年
比▲1.7％（既存店）と2カ月連続で減少した。品目
別では衣料品が不振だった。業態別では、百貨店
（同▲4.2％）、スーパー（同▲1.0％）ともに減少し
た。新設店を含む全店ベースの販売額は同▲4.1％
と9カ月連続で減少した。
2月の新車販売台数（乗用車）は15,090台、前年
比＋12.8％と4カ月連続で2ケタ増となった。新型車
の販売が好調だった。車種別では普通乗用車が
8,000台（同＋6.6％）、小型乗用車は7,090台（同＋
20.7％）だった。

住 宅 3カ月ぶりに前年を上回る

1月の新設住宅着工戸数は4,617戸、前年比＋
11.9％と3カ月ぶりに前年を上回った。
利用関係別では、貸家が1,723戸（前年比▲
4.5％）と9カ月ぶりに減少したものの、持家が1,128
戸（同＋7.0％）と2カ月ぶりに増加し、分譲も1,762
戸（同＋40.4％）と3カ月ぶりに増加した。　　
分譲住宅は、戸建が1,273戸（同＋27.4％）と2カ

月連続で増加し、マンションも489戸（同＋105.5％）
と3カ月ぶりに増加した。

公共工事 2カ月連続で前年を上回る

2月の公共工事請負金額は157億円、前年比＋
20.7％と2カ月連続で前年を上回った。2016年4月
～2017年2月までの累計では、同▲5.2％と前年を
下回っている。
発注者別では、独立行政法人等（前年比▲
87.0％）は減少したものの、国（同＋208.6％）、都
道府県（同＋21.2％）、市町村（同＋15.3％）が増加
した。
なお、2月の請負件数も420件（同＋31.7％）と前
年を上回っている。

生 産 2カ月ぶりに低下

12月の鉱工業指数をみると、生産指数は95.2、
前月比▲0.4％と2カ月ぶりに低下した。
業種別では、業務用機械、輸送機械、電気機械な

ど14業種が増加したものの、化学、食料品、金属製
品など9業種が減少した。
在庫指数は114.5、前月比▲1.0％と2カ月ぶりに
低下した。
業種別では、輸送機械、生産用機械、プラスチック
製品など11業種が増加したものの、電子部品・デバ
イス、電気機械、その他製品など9業種が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.13倍

1月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から横ばいの1.13倍となった。　
有効求職者数が77,234人（前年比▲3.6％）と、
80カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
96,188人（同＋15.6％）と、43カ月連続で前年を上
回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.11ポイント上昇の1.82倍となっている。
なお、1月の就業地別有効求人倍率（季節調整値）
は、前月から0.01ポイント下落の1.31倍であった。
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埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直し ている。
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景気動向指数 改善を示している

12月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：89.7（前月比＋0.1ポイント）、一致指数：164.0
（同▲1.5ポイント）、遅行指数：97.4（同▲2.4ポイン
ト）となった。
先行指数は3カ月連続で上昇した。
一致指数は2カ月ぶりの下降となった。基調判断と

なる3カ月後方移動平均は、前月比▲0.63ポイント
と、2カ月連続で下降した。埼玉県は、景気の基調判
断を、8カ月連続で「改善を示している」としている。
遅行指数は2カ月ぶりの下降となった。

個人消費 新車販売台数が4カ月連続で増加

1月の百貨店・スーパー販売額は835億円、前年
比▲1.7％（既存店）と2カ月連続で減少した。品目
別では衣料品が不振だった。業態別では、百貨店
（同▲4.2％）、スーパー（同▲1.0％）ともに減少し
た。新設店を含む全店ベースの販売額は同▲4.1％
と9カ月連続で減少した。
2月の新車販売台数（乗用車）は15,090台、前年
比＋12.8％と4カ月連続で2ケタ増となった。新型車
の販売が好調だった。車種別では普通乗用車が
8,000台（同＋6.6％）、小型乗用車は7,090台（同＋
20.7％）だった。

住 宅 3カ月ぶりに前年を上回る

1月の新設住宅着工戸数は4,617戸、前年比＋
11.9％と3カ月ぶりに前年を上回った。
利用関係別では、貸家が1,723戸（前年比▲
4.5％）と9カ月ぶりに減少したものの、持家が1,128
戸（同＋7.0％）と2カ月ぶりに増加し、分譲も1,762
戸（同＋40.4％）と3カ月ぶりに増加した。　　
分譲住宅は、戸建が1,273戸（同＋27.4％）と2カ

月連続で増加し、マンションも489戸（同＋105.5％）
と3カ月ぶりに増加した。

公共工事 2カ月連続で前年を上回る

2月の公共工事請負金額は157億円、前年比＋
20.7％と2カ月連続で前年を上回った。2016年4月
～2017年2月までの累計では、同▲5.2％と前年を
下回っている。
発注者別では、独立行政法人等（前年比▲
87.0％）は減少したものの、国（同＋208.6％）、都
道府県（同＋21.2％）、市町村（同＋15.3％）が増加
した。
なお、2月の請負件数も420件（同＋31.7％）と前
年を上回っている。

生 産 2カ月ぶりに低下

12月の鉱工業指数をみると、生産指数は95.2、
前月比▲0.4％と2カ月ぶりに低下した。
業種別では、業務用機械、輸送機械、電気機械な

ど14業種が増加したものの、化学、食料品、金属製
品など9業種が減少した。
在庫指数は114.5、前月比▲1.0％と2カ月ぶりに
低下した。
業種別では、輸送機械、生産用機械、プラスチック
製品など11業種が増加したものの、電子部品・デバ
イス、電気機械、その他製品など9業種が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.13倍

1月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から横ばいの1.13倍となった。　
有効求職者数が77,234人（前年比▲3.6％）と、
80カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
96,188人（同＋15.6％）と、43カ月連続で前年を上
回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.11ポイント上昇の1.82倍となっている。
なお、1月の就業地別有効求人倍率（季節調整値）
は、前月から0.01ポイント下落の1.31倍であった。
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月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2017.4埼玉りそな経済情報2017.4

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値
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▲ 22.5

▲ 29.7

21.0

85.7

5.4

50.3

▲ 16.7

43.3

56,127

53,818

50,515

50,753

3,962

3,460

4,013

4,019

3,858

5,051

4,679

3,862

4,877

4,463

4,093

4,199

4,177

4,218

11.8

▲ 4.1

▲ 6.1

0.5

6.7

▲ 11.1

▲ 12.0

12.7

▲ 22.0

19.0

4.2

▲ 15.9

16.7

10.8

▲ 3.7

10.4

5.4

21.9

鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業在庫指数（季調値） 建築着工床面積（非居住用）

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

全国
2010年=100 前月比（％）2010年=100 前月比（％） 2010年=100 前月比（％）2010年=100 前月比（％） 1,000㎡ 前年比（％） 1,000㎡ 前年比（％）

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2013年

2014年

2015年

2016年

15年12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

資料出所

63,024

56,504

57,357

61,981

4,951

4,125

4,644

4,512

4,915

6,216

5,670

5,230

5,584

5,321

5,730

5,164

4,870

4,617

5.7

▲ 10.3

1.5

8.1

▲ 5.5

▲ 1.2

3.3

▲ 2.2

8.0

36.8

8.1

7.3

18.5

12.9

8.4

▲ 0.6

▲ 1.6

11.9

980,025

892,261

909,299

967,237

75,452

67,815

72,831

75,744

82,398

78,728

85,953

85,208

82,242

85,622

87,239

85,051

78,406

76,491

11.0

▲ 9.0

1.9

6.4

▲ 1.3

0.2

7.8

8.4

9.0

9.8

▲ 2.5

8.9

2.5

10.0

13.1

6.7

3.9

12.8

14.5

15.3

16.8

 16.5

16.6

14.5

16.5

16.3

16.3

14.3

16.1

16.5

16.1

16.7

18.0

18.1

18.4

12.8

12.6

▲ 6.9

 ▲ 2.2

▲ 21.4

▲ 9.9

▲ 11.3

▲ 10.0

▲ 8.4

▲ 4.0

0.0

0.7

2.6

▲ 6.7

7.2

5.2

10.8

16.4

17.5

17.6

17.5

18.2

16.1

17.5

17.9

17.7

15.9

17.2

17.7

16.7

17.6

17.9

18.6

18.6

P 16.6

4.3

6.8

▲ 0.5

▲ 0.6

▲ 1.2

▲ 4.2

▲ 2.2

▲ 1.6

▲ 1.1

▲ 2.4

0.0

1.1

▲ 1.1

▲ 0.5

0.0

1.6

2.2

P 2.9

102.5

103.0

104.5

 104.2

104.1

104.6

104.2

103.1

104.5

104.7

104.8

104.3

104.6

104.0

103.7

104.2

104.1

0.0

0.5

1.5

 ▲ 0.3

0.2

▲ 0.4

▲ 0.4

0.3

▲ 0.1

▲ 0.2

0.1

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 0.7

▲ 0.9

▲ 0.4

0.0

98.6

99.0

100.0

100.9

100.6

100.3

100.0

99.4

101.0

101.1

101.4

101.4

101.3

101.2

101.2

101.4

101.6

P 101.4

▲ 0.2

0.4

1.0

0.9

1.3

1.2

1.0

1.2

0.8

0.8

0.9

0.8

0.9

1.0

0.9

1.0

1.0

P 1.1

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

戸 前年比（％） 戸 前年比（％） 時間 前年比（％） 時間 前年比（％）2010年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

埼玉県

2013年

2014年

2015年

2016年

15年12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

資料出所

0.62

0.74

0.85

1.04

0.93

0.94

0.95

0.98

1.00

1.02

1.03

1.04

1.06

1.08

1.10

1.11

1.13

1.13

0.93

1.09

1.20

1.36

1.28

1.29

1.29

1.31

1.33

1.35

1.36

1.37

1.37

1.38

1.40

1.41

1.43

1.43

23,721

24,898

27,136

30,731

26,061

31,953

32,720

29,107

29,226

28,120

28,848

29,659

30,626

32,851

34,186

32,318

29,156

37,814

0.5

5.0

9.0

13.2

17.5

6.4

19.1

15.6

15.2

17.2

11.9

8.8

19.1

16.9

5.0

14.9

11.9

18.3

794

834

863

911

781

972

966

921

895

853

907

891

888

944

956

893

842

1,007

7.8

5.0

3.5

5.5

6.2

2.7

9.6

5.2

3.9

10.3

5.7

▲ 1.1

8.8

9.1

▲ 1.1

7.7

7.8

3.6

10,575

10,799

10,573

10,186

1,067

870

789

863

806

850

823

873

800

775

833

858

1,045

835

▲ 2.6

1.4

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 1.9

1.4

3.8

▲ 1.7

0.3

▲ 1.3

▲ 1.1

0.2

▲ 4.3

▲ 3.0

▲ 0.2

0.1

▲ 0.6

▲ 1.7

197,774

201,973

200,491

195,979

20,925

16,914

14,886

16,463

15,460

15,982

15,679

17,214

15,545

14,710

15,970

16,479

20,676

16,743

▲ 0.4

0.9

0.4

▲ 0.9

0.0

0.9

2.2

▲ 1.2

▲ 0.7

▲ 2.1

▲ 1.4

0.7

▲ 3.6

▲ 3.2

▲ 1.0

▲ 0.3

▲ 1.3

▲ 1.1

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

倍 倍 人 前年比（％） 千人 前年比（％） 億円 前年比（％） 億円 前年比（％）

●有効求人倍率の年次は原数値。百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース



19 20

月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2017.4埼玉りそな経済情報2017.4

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値

2013年

2014年

2015年

2016年

15年12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

資料出所

158,230

156,168

147,166

152,979

11,319

11,515

13,381

18,458

9,610

10,806

13,429

13,231

10,165

15,000

11,475

13,074

12,835

12,884

15,090

▲ 4.2

▲ 1.3

▲ 5.8

3.9

3.1

0.4

▲ 1.1

▲ 0.7

7.9

7.6

5.4

▲ 0.9

2.8

4.7

▲ 2.5

16.5

13.4

11.9

12.8

2,872,111

2,860,472

2,704,485

2,801,491

204,327

210,384

239,409

346,794

184,562

193,891

248,301

244,215

190,749

269,713

209,836

235,871

227,766

229,100

273,860

▲ 4.7

▲ 0.4

▲ 5.5

3.6

3.0

1.3

▲ 4.1

▲ 2.7

8.4

7.3

3.6

▲ 0.6

5.5

3.8

1.6

16.2

11.5

8.9

14.4

483

403

359

354

28

25

31

17

26

28

30

38

38

29

27

27

38

22

30

74,225

56,640

36,187

65,358

1,073

1,413

2,276

3,967

8,911

2,368

1,892

11,792

4,485

6,633

3,138

3,470

15,013

1,662

5,140

10,855

9,731

8,812

8,446

699

675

723

746

695

671

763

712

726

649

683

693

710

605

688

2,782,347

1,874,065

2,112,382

2,006,119

385,353

126,927

163,516

175,899

103,344

115,852

108,065

124,019

126,049

85,063

111,235

594,484

171,666

128,487

115,834

96.4

99.1

100.0

99.7

99.8

99.5

99.7

99.6

99.8

99.8

99.7

99.5

99.5

99.5

100.1

99.9

99.8

99.4

0.6

2.8

0.9

▲ 0.3

0.0

▲ 0.1

0.1

▲ 0.2

▲ 0.6

▲ 0.6

▲ 0.5

▲ 0.5

▲ 0.7

▲ 0.7

0.0

0.2

0.0

▲ 0.1

96.6

99.2

100.0

99.9

99.8

99.5

99.6

99.7

99.9

100.0

99.9

99.6

99.7

99.8

100.4

100.4

100.1

100.0

0.4

2.7

0.8

▲ 0.1

0.2

▲ 0.1

0.2

0.0

▲ 0.3

▲ 0.5

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.5

▲ 0.5

0.1

0.5

0.3

0.4

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

台 前年比（％） 台 前年比（％） 件数（件）負債額（百万円） 件数（件）負債額（百万円） 2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

2013年

2014年

2015年

2016年

15年12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

資料出所

93.1

97.6

95.5

94.7

93.9

98.4

93.3

94.8

93.4

93.1

93.8

94.0

98.0

94.1

91.5

95.6

95.2

▲ 3.3

4.8

▲ 2.2

▲ 0.8

▲ 2.2

4.8

▲ 5.2

1.6

▲ 1.5

▲ 0.3

0.8

0.2

4.3

▲ 4.0

▲ 2.8

4.5

▲ 0.4

97.0

99.0

97.8

97.6

95.9

98.3

93.2

96.7

97.2

94.7

96.9

96.5

97.8

98.4

98.4

99.9

100.6

100.2

▲ 0.8

2.1

▲ 1.2

▲ 0.2

▲ 1.2

2.5

▲ 5.2

3.8

0.5

▲ 2.6

2.3

▲ 0.4

1.3

0.6

0.0

1.5

0.7

▲ 0.4

112.2

170.6

145.3

123.8

134.4

133.9

131.7

128.7

130.7

130.3

127.4

127.8

127.4

118.8

114.8

115.7

114.5

▲ 21.5

52.0

▲ 14.8

▲ 14.8

▲ 4.1

▲ 0.4

▲ 1.6

▲ 2.3

1.6

▲ 0.3

▲ 2.2

0.3

▲ 0.3

▲ 6.8

▲ 3.4

0.8

▲ 1.0

105.7

112.3

112.3

107.1

112.7

112.4

112.2

115.4

113.4

113.9

113.9

111.2

111.5

110.9

108.6

106.9

107.5

107.4

▲ 4.3

6.2

0.0

▲ 4.6

0.4

▲ 0.3

▲ 0.2

2.9

▲ 1.7

0.4

0.0

▲ 2.4

0.3

▲ 0.5

▲ 2.1

▲ 1.6

0.6

▲ 0.1

3,378

3,038

2,376

2,391

176

108

288

182

161

263

159

159

247

179

235

264

146

155

24.9

▲ 10.1

▲ 21.8

0.6

13.4

▲ 29.9

15.1

▲ 16.5

▲ 19.6

6.0

▲ 22.5

▲ 29.7

21.0

85.7

5.4

50.3

▲ 16.7

43.3

56,127

53,818

50,515

50,753

3,962

3,460

4,013

4,019

3,858

5,051

4,679

3,862

4,877

4,463

4,093

4,199

4,177

4,218

11.8

▲ 4.1

▲ 6.1

0.5

6.7

▲ 11.1

▲ 12.0

12.7

▲ 22.0

19.0

4.2

▲ 15.9

16.7

10.8

▲ 3.7

10.4

5.4

21.9

鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業在庫指数（季調値） 建築着工床面積（非居住用）

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

全国
2010年=100 前月比（％）2010年=100 前月比（％） 2010年=100 前月比（％）2010年=100 前月比（％） 1,000㎡ 前年比（％） 1,000㎡ 前年比（％）

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2013年

2014年

2015年

2016年

15年12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

資料出所

63,024

56,504

57,357

61,981

4,951

4,125

4,644

4,512

4,915

6,216

5,670

5,230

5,584

5,321

5,730

5,164

4,870

4,617

5.7

▲ 10.3

1.5

8.1

▲ 5.5

▲ 1.2

3.3

▲ 2.2

8.0

36.8

8.1

7.3

18.5

12.9

8.4

▲ 0.6

▲ 1.6

11.9

980,025

892,261

909,299

967,237

75,452

67,815

72,831

75,744

82,398

78,728

85,953

85,208

82,242

85,622

87,239

85,051

78,406

76,491

11.0

▲ 9.0

1.9

6.4

▲ 1.3

0.2

7.8

8.4

9.0

9.8

▲ 2.5

8.9

2.5

10.0

13.1

6.7

3.9

12.8

14.5

15.3

16.8

 16.5

16.6

14.5

16.5

16.3

16.3

14.3

16.1

16.5

16.1

16.7

18.0

18.1

18.4

12.8

12.6

▲ 6.9

 ▲ 2.2

▲ 21.4

▲ 9.9

▲ 11.3

▲ 10.0

▲ 8.4

▲ 4.0

0.0

0.7

2.6

▲ 6.7

7.2

5.2

10.8

16.4

17.5

17.6

17.5

18.2

16.1

17.5

17.9

17.7

15.9

17.2

17.7

16.7

17.6

17.9

18.6

18.6

P 16.6

4.3

6.8

▲ 0.5

▲ 0.6

▲ 1.2

▲ 4.2

▲ 2.2

▲ 1.6

▲ 1.1

▲ 2.4

0.0

1.1

▲ 1.1

▲ 0.5

0.0

1.6

2.2

P 2.9

102.5

103.0

104.5

 104.2

104.1

104.6

104.2

103.1

104.5

104.7

104.8

104.3

104.6

104.0

103.7

104.2

104.1

0.0

0.5

1.5

 ▲ 0.3

0.2

▲ 0.4

▲ 0.4

0.3

▲ 0.1

▲ 0.2

0.1

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 0.7

▲ 0.9

▲ 0.4

0.0

98.6

99.0

100.0

100.9

100.6

100.3

100.0

99.4

101.0

101.1

101.4

101.4

101.3

101.2

101.2

101.4

101.6

P 101.4

▲ 0.2

0.4

1.0

0.9

1.3

1.2

1.0

1.2

0.8

0.8

0.9

0.8

0.9

1.0

0.9

1.0

1.0

P 1.1

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

戸 前年比（％） 戸 前年比（％） 時間 前年比（％） 時間 前年比（％）2010年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

埼玉県

2013年

2014年

2015年

2016年

15年12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

資料出所

0.62

0.74

0.85

1.04

0.93

0.94

0.95

0.98

1.00

1.02

1.03

1.04

1.06

1.08

1.10

1.11

1.13

1.13

0.93

1.09

1.20

1.36

1.28

1.29

1.29

1.31

1.33

1.35

1.36

1.37

1.37

1.38

1.40

1.41

1.43

1.43

23,721

24,898

27,136

30,731

26,061

31,953

32,720

29,107

29,226

28,120

28,848

29,659

30,626

32,851

34,186
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人・自然・産業が調和した
快適創造都市ー春日部ー

春日部市長　石川 良三氏

春日部市
市長のメッセージ
春日部市は、本市の特別住民で「子育て応援キャラクター」「まちの案内人」でもある

クレヨンしんちゃんのまちとしても知られております。現在、「クレヨンしんちゃん25周年
記念企画　オラのマチ春日部にくれば～」を実施するなど、「春日部市」を盛り上げる
各種プロモーションを展開しております。
また、平成30年4月にスタートする第２次春日部市総合振興計画の策定を大胆かつ
丁寧に進めることで、本市が直面する新たな課題や、想定される将来の人口減少などに
対しても真正面から向き合い、選ばれるまちとしての魅力を高め、本市の市民である
ことに誇りを持てる「日本一幸せに暮らせるまち」の実現に向けてまい進してまいります。

●東武スカイツリーライン　春日部駅、北春日部駅、武里駅、一ノ割駅
　東武アーバンパークライン 春日部駅、豊春駅、八木崎駅、藤の牛島駅、
 南桜井駅
●東北自動車道　岩槻ＩＣから市役所まで約8㎞

主な交通機関

人口(平成29年1月1日現在）

世帯数(同上）

平均年齢(平成28年1月1日現在）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数(商業統計）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

資料：「埼玉県市町村勢概要」(平成29年3月)ほか

236,466人

103,552世帯

46.8歳

66.00㎢

242所

1,643.3億円

1,430店

3,401.7億円

87.1％

84.1％

さいたま市

杉戸町

越谷市

はじめに
春日部市は、埼玉県の東部、都心から35㎞圏に

位置し、北は宮代町・杉戸町、西はさいたま市・白岡
市、南は越谷市・松伏町、東は千葉県野田市と接し
ている。市内には東武スカイツリーラインと東武アー
バンパークラインが交差する春日部駅を中心に8つ
の駅があり、国道4号・4号バイパスが市を南北に縦
断、国道16号が東西に横断し、首都圏における交通
の要衝として賑わいをみせている。
江戸時代には日光街道の粕壁宿として栄えた歴

史を持ち、伝統を受け継ぐ桐たんす、桐箱、押絵羽
子板、麦わら帽子などが特産品となっている。また、
人気アニメ「クレヨンしんちゃん」の舞台としても全
国的に知られており、昨年、市内では「クレヨンしん
ちゃんラッピングバス」の運行も開始された。

春日部のまつり
4月30日、春日部が誇るふじ通りを舞台に「春日部

藤まつり」が開催される。ふじ通りには、約1.1㎞にわ
たる藤棚が道路両側の歩道に沿って設置され、街
路樹の藤棚としては日本一の長さという。藤棚には7
種類200本以上の藤が植えられ、4月中旬から5月
上旬にかけて美しい花を楽しむことができる。藤が
満開の時期を迎える頃に開催される「藤まつり」は、
昭和57年に地域コミュニティの活性化を目的に始ま
り、今年で36回目を迎える。昨年は市内外から約18
万人の人出で賑わった。

5月3日と5日には、江戸川河川敷で「大凧あげ祭
り」が開催される。2日間で10万人を超える見物客
が訪れる、江戸後期から170年続く伝統行事である。
大凧は全国でも有数の大きさを誇り、縦15ｍ×横11
ｍ。住宅の敷地50坪と同じ大きさで、重さは800㎏
もある。百数十人の引き手により大凧は空へ舞い上
がり、その隣では小凧や女凧などさまざまな凧が舞
う迫力満点の祭りだ。
大凧あげ祭り開催の翌日5月4日に行われるのが

「春日部大凧マラソン大会」。平成元年に始まり今
年で29回目を迎える。新緑の下、美しい田園風景を
眺めながら、江戸川沿いの土手を1万人を超えるラ
ンナーが走る。コースはフラットで走りやすいとラン
ナーにも評判だ。今年は、かすかべ親善大使でもあ
るＮＨＫ気象予報士の平井信行さんをゲストラン
ナーに迎える予定だ。

春日部市立医療センター開院
昨年7月、市役所の南隣に、新病院「春日部市立

医療センター」が移転・開院した。がんをはじめとす
る5疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精
神疾患）と4事業（小児医療、周産期医療、救急医療、
災害時医療）を行う、地域の拠点病院としての役割
を担う。同センターでは、診療科目の拡充、最新の高
度医療機器の整備、集中治療室の整備、緩和ケア
病床などの特殊病室の整備、相談・入院機能の充
実など、さまざまな面から医療提供体制の充実が図
られている。
同センターのトータルコンセプトは「春の日だまり」。

センター内には、からだと心を癒すホスピタルアート
が随所に施されており、院内の隅々にいたるまで「や
わらかい日差しの温もり」が感じられるような、やわら
かな居心地を備えている。

かすかべフードセレクション
市では、さまざまな「こだわり」のもとに生み出され

た春日部ならではの優れた食品を「かすかべフード
セレクション」として認定している。平成25年10月に
スタートし20品が認定された。4月からは、新たに8
品が加わり、計28品となってバージョンアップする。
先月3月には、市内大型店で認定品のプレゼント抽
選会などオープニングイベントが開催された。新たに
加わる商品は、おやつ洋風部門3品、おやつ和風部
門3品、惣菜部門1品、ドリンク部門1品。
「かすかべフードセレクション」は、認定商品のＰＲ
や販路拡大を通じて、地域産業の活性化と地域イ
メージの向上を目指している。認定事業者からは、
フードセレクションを通じて「新規顧客の獲得につな
がった」、「店全体の売上が増加した」、「お客様の
認知度が高まった」などの声が寄せられ、事業者の
評価は非常に高い。
昨年12月には、「春日部市と株式会社埼玉りそ

な銀行との包括的連携に関する協定」を締結。埼
玉りそな銀行が持つ食のビジネスマッチングに関
するノウハウを活用して、さらなる販路開拓を図る
予定だ。
認定品は、各認定事業者の店舗はもちろん、取扱

商品は異なるが、道の駅「庄和」、市役所地下売店、
ミニストップ春日部医療センター店でも購入できるほ
か、市内外の大型商業施設などで開催される特別
催事にも数多く登場している。 （樋口広治）

春日部市概要

春日部市

春日部ガレット物語
[黒豆味噌入りガレット]

かすかべ藤乃彩焼酎ケーキ
[パウンドケーキ]

春日部抹茶あん食パン
[天然酵母パン]

春日部笑顔
[揚げせんべい]

豆コロ
[春日部在来大豆のコロッケ]

花いっぱい
[大納言/青えんどう豆のパイ菓子]

お茶の子やき
[抹茶生クリーム入りどらやき]

春日部梨ジュース「幸水」
[ストレート果汁100％ジュース]

春日部藤まつり（4月） 大凧あげ祭り（5月）

春日部夏まつり（7月） かすかべ音楽祭（11月）

「かすかべフードセレクション」に、
4月から新たに加わる8品
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裏表紙

彩論  関東地方整備局長　大西 亘 氏
 インフラ整備が埼玉を元気にする

ズームアップ  株式会社富士住建
経営者セミナー 日本経済の現状と課題
  立正大学経済学部教授　吉川 洋 氏
調査  埼玉県における新築マンションの動向
アンケート調査  埼玉県内企業経営動向調査
 景況感は改善、売上高・利益はともに増加

県内経済の動き

月次経済指標

タウンスケープ  春日部市
 人・自然・産業が調和した 快適創造都市－春日部－

市町村経済データ

市町村経済データ

この冊子はFSC® 認証用紙および環境調和型の植物性インキを使用しています。
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） 総延長1kmを超える「藤棚」（春日部市）

市町村名 人口
(人）

前年比
（％）

市町村名 市町村名

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

ときがわ町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴ヶ島 市

日 高 市

吉 川 市

ふじみ野市

白 岡 市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

さいたま市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

1,276,926

352,390

197,659

581,342

81,193

62,651

341,079

80,471

111,714

77,858

91,895

232,143

151,589

54,571

117,856

143,315

225,204

248,215

340,511

73,250

138,718

147,961

世帯数
(世帯）

544,610

148,293

77,746

250,213

31,178

24,043

148,011

32,165

41,697

31,556

38,085

95,819

62,777

20,603

45,717

54,103

92,594

107,771

139,465

35,018

61,138

59,833

0.9

0.4

▲ 0.5

0.5

▲ 0.9

▲ 1.2

0.2

▲ 0.3

▲ 0.3

0.0

0.4

▲ 0.2

▲ 0.5

▲ 0.4

▲ 0.1

▲ 0.2

0.1

0.5

0.8

0.9

1.5

▲ 0.3

人口
(人）

前年比
（％）

137,682

74,161

81,496

163,237

74,208

152,072

66,784

87,868

108,670

138,321

62,146

101,883

52,130

70,178

56,095

70,449

111,806

51,902

6,789,599

44,624

38,492

36,909

世帯数
(世帯）

60,569

31,513

37,476

68,456

29,260

60,033

27,025

37,133

47,954

56,821

24,768

43,592

20,815

29,093

22,305

26,409

46,607

19,671

2,831,935

16,994

14,514

15,582

0.7

1.7

1.0

0.5

0.2

▲ 0.2

▲ 0.8

1.1

0.3

1.1

▲ 0.2

0.2

▲ 0.6

▲ 0.1

▲ 0.7

0.8

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

▲ 0.8

人口
(人）

前年比
（％）

11,483

18,579

18,206

30,599

20,441

19,271

14,121

11,224

8,342

9,915

7,161

11,790

2,830

11,023

13,640

30,393

33,626

33,949

45,201

29,789

501,608

7,291,207

世帯数
(世帯）

4,538

7,046

7,060

11,999

7,333

6,889

5,345

4,195

3,051

3,660

2,656

4,303

1,025

3,632

5,144

11,366

12,966

13,986

17,493

10,801

191,578

3,023,513

▲ 1.6

1.6

▲ 0.6

▲ 1.3

▲ 1.4

▲ 1.4

▲ 1.5

▲ 1.8

▲ 1.6

▲ 2.1

▲ 1.8

▲ 2.1

▲ 2.0

▲ 1.4

▲ 0.6

▲ 0.4

▲ 1.2

0.6

▲ 0.5

▲ 0.7

▲ 0.7

0.3

世帯数・人口

資料：埼玉県「推計人口」

（平成29年1月１日現在）


