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南越谷阿波踊り（越谷市）

住宅地平均価格および平均変動率（地価公示）

資料：埼玉県「平成30年地価公示のあらまし 」
(注1）空欄は調査地点のないもの        
(注2）新規及び選定替地点は、平均価格には含まれているが、平均変動率には含まれていない        
(注3）平均変動率は、継続地点の変動率を単純平均したもので、平均価格の変動率ではない        

（平成30年１月１日）
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裏表紙

彩論  関東財務局長　浅野 僚也 氏
 生産性向上・人材投資に向けた取組みについて

ズームアップ  寄居建設株式会社
経営者セミナー スポーツの力 ―夢・挑戦・未来―
  筑波大学体育系教授　山口 香 氏
調査   埼玉県における産業動向と見通し
 生産は緩やかに持ち直し、先行きも持ち直しの動きが続くとみられる

アンケート調査  埼玉県内企業の2017年冬のボーナス支給状況
県内経済の動き

月次経済指標
タウンスケープ  越谷市
 市制施行60周年を迎え、更なる発展をめざします
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ズ ー ムアップ

埼玉本社のほか東京支社、滑川、熊谷、深谷に支
店や営業所を持つ寄居建設株式会社は、創業102
年の歴史を持つ。これまでに庁舎、陸上競技場、図
書館、学校、コミュニティセンターなど寄居町周辺を
中心とした公共施設や土木工事のほか、関東圏の商
業施設、高齢者施設や医療施設、個人住宅、集合住
宅等を数多く手がけてきた。
同社は、発注者から直接建設工事や土木工事を
請け負い、実際の各種専門工事は外部の協力会社
に依頼して現場管理と施工管理を行うゼネコン。協
力会に属する協力会社は100社にも及び、どの会社
にもベテランの職人が数多く在籍する。
「弊社はマンションですと年間4～5棟ほど手がけ
ています。公共工事は、多い年で10件以上受注して
いますね」（髙田徹社長）。
公共工事の入札では、積算精度の高さで利益を確
保しながら案件を落札。これまでに多数の公共施設
や民間工事を手がけてきた。現在、同社の売り上げの
柱は民間のマンション等の建設、そして公共施設や土
木工事、さらに「高砂ハイツ」や「高砂ビル」といった
自社で所有・管理する賃貸事業、この3本である。

同時に、顧客の信用も得られる。
「技術の革新」については、同社および関係会社
ともに日々技術の研鑽は怠らない。「安全の創造」に
ついては、定期的に安全衛生講習会を開催して意識
の高揚を図るほか、稼働現場の安全パトロールを実
施するなど、労働災害防止に取り組んでいる。
こうした技術と信用の蓄積と、安心・安全な建物建
設の実績で、顧客であるデベロッパーや設計事務所
から新規顧客を紹介されるという。「弊社に営業部
門はあるのですが、お客さまから新しいお客さまを紹
介いただける案件が多いです」と、髙田社長は語る。
顧客からの信頼と同社の建物の実績が、そのまま

営業力になっている証拠なのだろう。

髙田社長は地域社会への貢献も積極的に行ってい
る。平成28年9月、同社は埼玉りそな銀行の引き受け
で「次世代育成型私募債」を発行。これは私募債発行
により同社が資金調達をすると同時に、埼玉県内の学
校などに寄付を行う仕組みで、同社は寄居小学校、寄
居中学校を指定して教育関連の設備を寄贈した。そ
の後も同様のスキームで私募債を発行して寄付を行
い、資金調達と地域貢献を同時に実現している。
東京オリンピック・パラリンピックを前に市場が沸

騰している建設業界だが、終了後は冷え込みが予測
されている。そんな中、今後の戦略を尋ねると―。
「今、仕事があるからといって無理に受注を増やし
たり社員を増やしたり、異業種に手を広げたりせず、
あくまでも本業に徹し、弊社の規模に合わせて成長
していきたい。五輪終了後に工事量が減るようなら、
賃貸業に力を入れて事業のバランスを取りながら歩
んでいこうと考えています」
創業者・髙田金七氏がこだわり抜いた、大工職人

として嘘のない最高のものをつくるという職人魂を
受け継ぎながら、同社はこれからも自社の歩幅で成
長を続け、次の100年に向けて歩んでいくことだろう。

積んでいった。さらに土木事業もスタートさせ、公共
事業の入札に参加するため熊谷営業所、嵐山営業
所など事業所を増やしていった。
また、約50年前、腕のいい職人や技術者を確保す
るため、協力会社を集めて「高砂会」を立ち上げ、増
え続ける需要に対応できる体制をつくった。
昭和40年代、50年代、そして平成と、公共工事や

個人宅の需要は右肩上がりで伸びていった。バブル
が崩壊するまでは―。

1990年代のバブル崩壊によってそれまで沸騰して
いた建設市場の熱気は冷え込み、受注量は徐々に右
肩下がりに転じていった。そして、同社と協力会社の職
人らも少しずつ仕事がない状況に陥っていった。そこ
で、3代目で先代社長の髙田和久氏は、自社マンション
を建設して賃貸管理を行う新たな事業に着手する。
「熊谷、深谷、高崎などはバブル崩壊で土地価格が
下がったこともありましたから、そこで土地を購入して
賃貸マンションを建設。自社で仕事をつくって協力会社
に仕事を依頼し竣工させ、賃貸経営を始めたのです」
「玉淀ハイツ」を皮切りに「高砂ハイツ」「高砂ビ
ル」等を建設し、賃貸事業を展開していった。
「バブル崩壊後、民間、官公庁ともに発注量は大き
く減りました。賃貸事業に注力することで、固定収入
を確保して乗り切りました」
現在は寄居町１棟、熊谷市5棟、滑川町1棟、深谷

市1棟、群馬県高崎市3棟、さいたま市1棟の計12棟
を持つ。平均稼働率は80～90％と高く、収益も建設
事業と肩を並べるまでに成長。安定した収益基盤と
なって、同社を支えている。

髙田社長は大学卒業後、東京都内のゼネコンに就
職。約7年間勤めたのち30歳で同社に入社し、平成

創業100余年の老舗建設会社。民間住宅、公共施設・土木、
賃貸事業の3本柱でバランスを取りながら成長を続ける
腕のいい大工職人であった創業者・髙田金七氏が独立してスタートさせた寄居建設。3代目社長・髙田和久氏が立ち上
げた自社物件賃貸事業によって、バブル崩壊そしてリーマン・ショックという厳しい時期を乗り越えてきた。4代目社長・
髙田徹氏はこれまで培ってきた信頼と実績をベースに、無理なく着実な成長で未来に向けて歩んでいく。

寄居建設株式会社

20（2008）年、4代目社長に就任する。髙田社長39
歳、先代社長・髙田和久氏76歳の時だった。
「私が30代の時に社長を交代するのが、互いに
とっていいタイミングだと父は考えていたようでした」
平成20年2月、4代目社長の下で新たな船出と

なった同社。しかし約半年後の9月、リーマン・ショック
という大きな荒波に遭遇する。
「当時は分譲マンションの建設をかなり手がけてい
たのですが、お客さまが破たんするケースが数多くあ
りました。破たんして工事がストップしたものは物件を
押さえ、ほかのデベロッパーに移して続行し、工事費

用を回収。銀行の方々にも助けていただきました」
完成後に破たん懸念先の物件では、建物の工事

費用を手形でなく部屋を「代物」としてもらい受け、
それを販売会社に委託して販売してもらうことで現
金化するなど、さまざまな方法で一つ一つの破たん
先、破たん懸念先から工事費用を回収していった。
また社内でも売り上げ追求のために無理な工事を
受注することをやめ、完工高を半分に落としても適正
な利益が確保でき、同社の規模に合う案件を手がけ
ていく体制にシフト変更をしていった。リーマン・ショッ
クによって多大な痛手を負った同社の建設事業。当時

の同社を支えたのもバブル崩壊時と同様、自社物件
の賃貸事業であった。これによって、収益減少のダ
メージを軽減することができたのだ。
「自社物件の賃貸収入があったことは大きかった
です。それがなかったら、リーマン・ショックは乗り切れ
なかったかもしれません」

「精魂込めていいものを造り、お客様と自分の満
足感を満たす―これは曾祖父の信念で、仕事へ

の取り組む姿勢であり、現在まで続く弊社の品質方
針をつくる時の参考になっています」
この職人魂に基づく信念に創業80周年の際、新
たに三つの社訓が加わった。「技術の革新」「信用と
奉仕」「安全の創造」だ。
「一番は信用です。お客さま第一で利他の精神で
真面目に取り組む。それに尽きます」
それは現場でのトラブル、ミス等さまざまな問題を
顧客にすべてオープンに報告・相談をして、工事を進
めていくという姿勢からも見て取れる。そうすること
で問題の芽を小さなうちに摘み取ることができると

●代 表 者 代表取締役社長　髙田 徹
●創　　業 大正5年4月
●設　　立 昭和18年11月
●資 本 金 9,500万円 
●従業員数 45名
●事業内容 建築工事・土木工事等の設計・施工・監理、賃貸マンション貸付業、賃貸マンション管理業、
 宅地建物取引業、損害保険代理業、前記に付帯する一切の業務
●所 在 地 〒369-1203 埼玉県大里郡寄居町大字寄居266-1
 TEL 048-581-1211　FAX 048-581-1465
●U R L http://www.yorii-kensetsu.co.jp/

代表取締役社長　髙田 徹氏

大工職人として独立し、個人営業の建設業を始め
た髙田金七氏が大正5（1916）年に同社を創業する。
それまで腕のいい大工の棟梁として、多くの個人
宅を手がけていた金七氏。独立後も個人宅を中心に
実績を積み重ね、弟子も徐々に増えていった。そして、
昭和18（1943）年、有限会社寄居木工所を設立（昭
和39年、寄居建設㈱に改組）する。戦後復興によって
住宅需要は伸びていき、同社もそれに合わせて大きく
躍進した。そして昭和43年、東京出張所を開設する。
「現会長である私の父（髙田和久氏）が、当時、東
京で親しくしている設計事務所に間借りして開設し
たと聞きました。今から50年も前ですが、東京にも進
出して事業エリアを広げようという考えだったのだと
思います」
学校を含む大型施設や集合住宅の多くが木造か

らコンクリート造へと移り変わり、全国各地で鉄筋コ
ンクリート造ラッシュとなった高度経済成長期。木造
だけでは事業が先細ると考えた同社は、寄居町周辺
の鉄筋コンクリート造の建物を手がけ、その実績を

関東財務局長
浅野 僚也氏

政府は、昨年12月に取りまとめた「新しい経済政
策パッケージ」に基づき、「生産性革命」と「人づく
り革命」を車の両輪として、少子高齢化という最大
の長期的課題に立ち向うとしております。
これを踏まえた平成30年度の予算では、「生産
性革命」として、持続的な賃金上昇とデフレからの
脱却につなげるため、生産性向上のための施策の
推進を掲げ、地域の中核企業や中小企業による設
備・人材への投資の促進、賃上げや生産性向上の
ための税制上の措置を実施し、同時に「人づくり革
命」として、人生100年時代を見据え、社会保障制
度を全世代型社会保障に転換し、保育の受け皿
拡大、保育士の処遇改善、幼児教育の段階的無
償化など人への投資を拡充させることとしており
ます。
一方で、１都９県の関東財務局の管内において

は、各地域の課題として以前から人手不足といった
声がありました。また、日本の１人当たり国民所得は、
先進国の中では低位の水準です。そこで、関東財
務局には地域の意見等を直接ヒアリングする経済
調査業務がありますので、そのヒアリングに併せて
生産性向上・人材投資に積極的・先駆的な企業等
の取組みに係るベスト・プラクティスを吸い上げ、他
企業にも参考となる取組みを紹介しようと考え、昨
秋から冬にかけて管内の約600社から直接お話を
伺いました。同様の取組みは整理しつつ、成果の得
られているものを中心に計65事例について、本年２
月に「生産性向上・人材投資事例集」として公表し
ました。
事例集の特徴を挙げるとすれば、
１つ目は、ヒアリング対象について、企業（株式会

社）のみでなく、社会福祉法人や農業法人、地方公
共団体、金融機関等幅広い分野でヒアリングを
行っていること、
２つ目は、業種にかかわらず、掲載した取組事例
を他でも活用できるよう「汎用性ある取組み」を掲
載していること、
３つ目は、一部の事例では当局若手職員が各企
業の取組みのユーザーである若手社員にヒアリン
グを行い、「取組みに係る同社若手社員等の声」を
掲載していること、
４つ目は、取組みが緒に就いたばかりであり、現
状、取組みの効果が定量的に確認できないものの、
各企業にとって参考になると思われる取組みなど
について、後段でその概要（65事例のうち37事
例）を掲載していること、などです。
埼玉県内の事例としては、人手不足が問題と言

われている介護業を行っている社会福祉法人が実
施した取組みとして、現場を知っている職員が自ら
の経験を踏まえ納得感のあるキャリアパスを見える
化した結果、離職率が減少した事例や、「一人三
役」と「見える化」による応援体制を整備し休暇取
得を促進させた事例など、汎用性ある取組みを紹
介しています。
最後に、本事例集の収集にあたり、ご協力いただ

いた各企業・団体の皆さまに感謝申し上げますとと
もに、本事例集が、地域における多くの企業や組織
の生産性向上・人材投資に係る取組み推進の気付
きや一助となれば幸いです。また、関東財務局の中
でも、行政事務の効率化等の生産性向上に向けて、
各企業の取組みを取り込んでいけるようにしたいと
思っています。

木造から鉄筋コンクリート造へ

生産性向上・人材投資に向けた
取組みについて
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埼玉本社のほか東京支社、滑川、熊谷、深谷に支
店や営業所を持つ寄居建設株式会社は、創業102
年の歴史を持つ。これまでに庁舎、陸上競技場、図
書館、学校、コミュニティセンターなど寄居町周辺を
中心とした公共施設や土木工事のほか、関東圏の商
業施設、高齢者施設や医療施設、個人住宅、集合住
宅等を数多く手がけてきた。
同社は、発注者から直接建設工事や土木工事を
請け負い、実際の各種専門工事は外部の協力会社
に依頼して現場管理と施工管理を行うゼネコン。協
力会に属する協力会社は100社にも及び、どの会社
にもベテランの職人が数多く在籍する。
「弊社はマンションですと年間4～5棟ほど手がけ
ています。公共工事は、多い年で10件以上受注して
いますね」（髙田徹社長）。
公共工事の入札では、積算精度の高さで利益を確
保しながら案件を落札。これまでに多数の公共施設
や民間工事を手がけてきた。現在、同社の売り上げの
柱は民間のマンション等の建設、そして公共施設や土
木工事、さらに「高砂ハイツ」や「高砂ビル」といった
自社で所有・管理する賃貸事業、この3本である。

同時に、顧客の信用も得られる。
「技術の革新」については、同社および関係会社
ともに日々技術の研鑽は怠らない。「安全の創造」に
ついては、定期的に安全衛生講習会を開催して意識
の高揚を図るほか、稼働現場の安全パトロールを実
施するなど、労働災害防止に取り組んでいる。
こうした技術と信用の蓄積と、安心・安全な建物建
設の実績で、顧客であるデベロッパーや設計事務所
から新規顧客を紹介されるという。「弊社に営業部
門はあるのですが、お客さまから新しいお客さまを紹
介いただける案件が多いです」と、髙田社長は語る。
顧客からの信頼と同社の建物の実績が、そのまま

営業力になっている証拠なのだろう。

髙田社長は地域社会への貢献も積極的に行ってい
る。平成28年9月、同社は埼玉りそな銀行の引き受け
で「次世代育成型私募債」を発行。これは私募債発行
により同社が資金調達をすると同時に、埼玉県内の学
校などに寄付を行う仕組みで、同社は寄居小学校、寄
居中学校を指定して教育関連の設備を寄贈した。そ
の後も同様のスキームで私募債を発行して寄付を行
い、資金調達と地域貢献を同時に実現している。
東京オリンピック・パラリンピックを前に市場が沸

騰している建設業界だが、終了後は冷え込みが予測
されている。そんな中、今後の戦略を尋ねると―。
「今、仕事があるからといって無理に受注を増やし
たり社員を増やしたり、異業種に手を広げたりせず、
あくまでも本業に徹し、弊社の規模に合わせて成長
していきたい。五輪終了後に工事量が減るようなら、
賃貸業に力を入れて事業のバランスを取りながら歩
んでいこうと考えています」
創業者・髙田金七氏がこだわり抜いた、大工職人

として嘘のない最高のものをつくるという職人魂を
受け継ぎながら、同社はこれからも自社の歩幅で成
長を続け、次の100年に向けて歩んでいくことだろう。

積んでいった。さらに土木事業もスタートさせ、公共
事業の入札に参加するため熊谷営業所、嵐山営業
所など事業所を増やしていった。
また、約50年前、腕のいい職人や技術者を確保す
るため、協力会社を集めて「高砂会」を立ち上げ、増
え続ける需要に対応できる体制をつくった。
昭和40年代、50年代、そして平成と、公共工事や

個人宅の需要は右肩上がりで伸びていった。バブル
が崩壊するまでは―。

1990年代のバブル崩壊によってそれまで沸騰して
いた建設市場の熱気は冷え込み、受注量は徐々に右
肩下がりに転じていった。そして、同社と協力会社の職
人らも少しずつ仕事がない状況に陥っていった。そこ
で、3代目で先代社長の髙田和久氏は、自社マンション
を建設して賃貸管理を行う新たな事業に着手する。
「熊谷、深谷、高崎などはバブル崩壊で土地価格が
下がったこともありましたから、そこで土地を購入して
賃貸マンションを建設。自社で仕事をつくって協力会社
に仕事を依頼し竣工させ、賃貸経営を始めたのです」
「玉淀ハイツ」を皮切りに「高砂ハイツ」「高砂ビ
ル」等を建設し、賃貸事業を展開していった。
「バブル崩壊後、民間、官公庁ともに発注量は大き
く減りました。賃貸事業に注力することで、固定収入
を確保して乗り切りました」
現在は寄居町１棟、熊谷市5棟、滑川町1棟、深谷

市1棟、群馬県高崎市3棟、さいたま市1棟の計12棟
を持つ。平均稼働率は80～90％と高く、収益も建設
事業と肩を並べるまでに成長。安定した収益基盤と
なって、同社を支えている。

髙田社長は大学卒業後、東京都内のゼネコンに就
職。約7年間勤めたのち30歳で同社に入社し、平成

創業100余年の老舗建設会社。民間住宅、公共施設・土木、
賃貸事業の3本柱でバランスを取りながら成長を続ける
腕のいい大工職人であった創業者・髙田金七氏が独立してスタートさせた寄居建設。3代目社長・髙田和久氏が立ち上
げた自社物件賃貸事業によって、バブル崩壊そしてリーマン・ショックという厳しい時期を乗り越えてきた。4代目社長・
髙田徹氏はこれまで培ってきた信頼と実績をベースに、無理なく着実な成長で未来に向けて歩んでいく。

寄居建設株式会社

20（2008）年、4代目社長に就任する。髙田社長39
歳、先代社長・髙田和久氏76歳の時だった。
「私が30代の時に社長を交代するのが、互いに
とっていいタイミングだと父は考えていたようでした」
平成20年2月、4代目社長の下で新たな船出と

なった同社。しかし約半年後の9月、リーマン・ショック
という大きな荒波に遭遇する。
「当時は分譲マンションの建設をかなり手がけてい
たのですが、お客さまが破たんするケースが数多くあ
りました。破たんして工事がストップしたものは物件を
押さえ、ほかのデベロッパーに移して続行し、工事費

用を回収。銀行の方々にも助けていただきました」
完成後に破たん懸念先の物件では、建物の工事

費用を手形でなく部屋を「代物」としてもらい受け、
それを販売会社に委託して販売してもらうことで現
金化するなど、さまざまな方法で一つ一つの破たん
先、破たん懸念先から工事費用を回収していった。
また社内でも売り上げ追求のために無理な工事を
受注することをやめ、完工高を半分に落としても適正
な利益が確保でき、同社の規模に合う案件を手がけ
ていく体制にシフト変更をしていった。リーマン・ショッ
クによって多大な痛手を負った同社の建設事業。当時

の同社を支えたのもバブル崩壊時と同様、自社物件
の賃貸事業であった。これによって、収益減少のダ
メージを軽減することができたのだ。
「自社物件の賃貸収入があったことは大きかった
です。それがなかったら、リーマン・ショックは乗り切れ
なかったかもしれません」

「精魂込めていいものを造り、お客様と自分の満
足感を満たす―これは曾祖父の信念で、仕事へ

の取り組む姿勢であり、現在まで続く弊社の品質方
針をつくる時の参考になっています」
この職人魂に基づく信念に創業80周年の際、新
たに三つの社訓が加わった。「技術の革新」「信用と
奉仕」「安全の創造」だ。
「一番は信用です。お客さま第一で利他の精神で
真面目に取り組む。それに尽きます」
それは現場でのトラブル、ミス等さまざまな問題を
顧客にすべてオープンに報告・相談をして、工事を進
めていくという姿勢からも見て取れる。そうすること
で問題の芽を小さなうちに摘み取ることができると
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代表取締役社長　髙田 徹氏

大工職人として独立し、個人営業の建設業を始め
た髙田金七氏が大正5（1916）年に同社を創業する。
それまで腕のいい大工の棟梁として、多くの個人
宅を手がけていた金七氏。独立後も個人宅を中心に
実績を積み重ね、弟子も徐々に増えていった。そして、
昭和18（1943）年、有限会社寄居木工所を設立（昭
和39年、寄居建設㈱に改組）する。戦後復興によって
住宅需要は伸びていき、同社もそれに合わせて大きく
躍進した。そして昭和43年、東京出張所を開設する。
「現会長である私の父（髙田和久氏）が、当時、東
京で親しくしている設計事務所に間借りして開設し
たと聞きました。今から50年も前ですが、東京にも進
出して事業エリアを広げようという考えだったのだと
思います」
学校を含む大型施設や集合住宅の多くが木造か

らコンクリート造へと移り変わり、全国各地で鉄筋コ
ンクリート造ラッシュとなった高度経済成長期。木造
だけでは事業が先細ると考えた同社は、寄居町周辺
の鉄筋コンクリート造の建物を手がけ、その実績を

関東財務局長
浅野 僚也氏

政府は、昨年12月に取りまとめた「新しい経済政
策パッケージ」に基づき、「生産性革命」と「人づく
り革命」を車の両輪として、少子高齢化という最大
の長期的課題に立ち向うとしております。
これを踏まえた平成30年度の予算では、「生産
性革命」として、持続的な賃金上昇とデフレからの
脱却につなげるため、生産性向上のための施策の
推進を掲げ、地域の中核企業や中小企業による設
備・人材への投資の促進、賃上げや生産性向上の
ための税制上の措置を実施し、同時に「人づくり革
命」として、人生100年時代を見据え、社会保障制
度を全世代型社会保障に転換し、保育の受け皿
拡大、保育士の処遇改善、幼児教育の段階的無
償化など人への投資を拡充させることとしており
ます。
一方で、１都９県の関東財務局の管内において

は、各地域の課題として以前から人手不足といった
声がありました。また、日本の１人当たり国民所得は、
先進国の中では低位の水準です。そこで、関東財
務局には地域の意見等を直接ヒアリングする経済
調査業務がありますので、そのヒアリングに併せて
生産性向上・人材投資に積極的・先駆的な企業等
の取組みに係るベスト・プラクティスを吸い上げ、他
企業にも参考となる取組みを紹介しようと考え、昨
秋から冬にかけて管内の約600社から直接お話を
伺いました。同様の取組みは整理しつつ、成果の得
られているものを中心に計65事例について、本年２
月に「生産性向上・人材投資事例集」として公表し
ました。
事例集の特徴を挙げるとすれば、
１つ目は、ヒアリング対象について、企業（株式会

社）のみでなく、社会福祉法人や農業法人、地方公
共団体、金融機関等幅広い分野でヒアリングを
行っていること、
２つ目は、業種にかかわらず、掲載した取組事例
を他でも活用できるよう「汎用性ある取組み」を掲
載していること、
３つ目は、一部の事例では当局若手職員が各企
業の取組みのユーザーである若手社員にヒアリン
グを行い、「取組みに係る同社若手社員等の声」を
掲載していること、
４つ目は、取組みが緒に就いたばかりであり、現
状、取組みの効果が定量的に確認できないものの、
各企業にとって参考になると思われる取組みなど
について、後段でその概要（65事例のうち37事
例）を掲載していること、などです。
埼玉県内の事例としては、人手不足が問題と言

われている介護業を行っている社会福祉法人が実
施した取組みとして、現場を知っている職員が自ら
の経験を踏まえ納得感のあるキャリアパスを見える
化した結果、離職率が減少した事例や、「一人三
役」と「見える化」による応援体制を整備し休暇取
得を促進させた事例など、汎用性ある取組みを紹
介しています。
最後に、本事例集の収集にあたり、ご協力いただ

いた各企業・団体の皆さまに感謝申し上げますとと
もに、本事例集が、地域における多くの企業や組織
の生産性向上・人材投資に係る取組み推進の気付
きや一助となれば幸いです。また、関東財務局の中
でも、行政事務の効率化等の生産性向上に向けて、
各企業の取組みを取り込んでいけるようにしたいと
思っています。

木造から鉄筋コンクリート造へ

生産性向上・人材投資に向けた
取組みについて
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埼玉本社のほか東京支社、滑川、熊谷、深谷に支
店や営業所を持つ寄居建設株式会社は、創業102
年の歴史を持つ。これまでに庁舎、陸上競技場、図
書館、学校、コミュニティセンターなど寄居町周辺を
中心とした公共施設や土木工事のほか、関東圏の商
業施設、高齢者施設や医療施設、個人住宅、集合住
宅等を数多く手がけてきた。
同社は、発注者から直接建設工事や土木工事を
請け負い、実際の各種専門工事は外部の協力会社
に依頼して現場管理と施工管理を行うゼネコン。協
力会に属する協力会社は100社にも及び、どの会社
にもベテランの職人が数多く在籍する。
「弊社はマンションですと年間4～5棟ほど手がけ
ています。公共工事は、多い年で10件以上受注して
いますね」（髙田徹社長）。
公共工事の入札では、積算精度の高さで利益を確
保しながら案件を落札。これまでに多数の公共施設
や民間工事を手がけてきた。現在、同社の売り上げの
柱は民間のマンション等の建設、そして公共施設や土
木工事、さらに「高砂ハイツ」や「高砂ビル」といった
自社で所有・管理する賃貸事業、この3本である。

同時に、顧客の信用も得られる。
「技術の革新」については、同社および関係会社
ともに日々技術の研鑽は怠らない。「安全の創造」に
ついては、定期的に安全衛生講習会を開催して意識
の高揚を図るほか、稼働現場の安全パトロールを実
施するなど、労働災害防止に取り組んでいる。
こうした技術と信用の蓄積と、安心・安全な建物建
設の実績で、顧客であるデベロッパーや設計事務所
から新規顧客を紹介されるという。「弊社に営業部
門はあるのですが、お客さまから新しいお客さまを紹
介いただける案件が多いです」と、髙田社長は語る。
顧客からの信頼と同社の建物の実績が、そのまま
営業力になっている証拠なのだろう。

髙田社長は地域社会への貢献も積極的に行ってい
る。平成28年9月、同社は埼玉りそな銀行の引き受け
で「次世代育成型私募債」を発行。これは私募債発行
により同社が資金調達をすると同時に、埼玉県内の学
校などに寄付を行う仕組みで、同社は寄居小学校、寄
居中学校を指定して教育関連の設備を寄贈した。そ
の後も同様のスキームで私募債を発行して寄付を行
い、資金調達と地域貢献を同時に実現している。
東京オリンピック・パラリンピックを前に市場が沸
騰している建設業界だが、終了後は冷え込みが予測
されている。そんな中、今後の戦略を尋ねると―。
「今、仕事があるからといって無理に受注を増やし
たり社員を増やしたり、異業種に手を広げたりせず、
あくまでも本業に徹し、弊社の規模に合わせて成長
していきたい。五輪終了後に工事量が減るようなら、
賃貸業に力を入れて事業のバランスを取りながら歩
んでいこうと考えています」
創業者・髙田金七氏がこだわり抜いた、大工職人

として嘘のない最高のものをつくるという職人魂を
受け継ぎながら、同社はこれからも自社の歩幅で成
長を続け、次の100年に向けて歩んでいくことだろう。

本社社屋 熊谷陸上競技場

積んでいった。さらに土木事業もスタートさせ、公共
事業の入札に参加するため熊谷営業所、嵐山営業
所など事業所を増やしていった。
また、約50年前、腕のいい職人や技術者を確保す
るため、協力会社を集めて「高砂会」を立ち上げ、増
え続ける需要に対応できる体制をつくった。
昭和40年代、50年代、そして平成と、公共工事や
個人宅の需要は右肩上がりで伸びていった。バブル
が崩壊するまでは―。

1990年代のバブル崩壊によってそれまで沸騰して
いた建設市場の熱気は冷え込み、受注量は徐々に右
肩下がりに転じていった。そして、同社と協力会社の職
人らも少しずつ仕事がない状況に陥っていった。そこ
で、3代目で先代社長の髙田和久氏は、自社マンション
を建設して賃貸管理を行う新たな事業に着手する。
「熊谷、深谷、高崎などはバブル崩壊で土地価格が
下がったこともありましたから、そこで土地を購入して
賃貸マンションを建設。自社で仕事をつくって協力会社
に仕事を依頼し竣工させ、賃貸経営を始めたのです」
「玉淀ハイツ」を皮切りに「高砂ハイツ」「高砂ビ
ル」等を建設し、賃貸事業を展開していった。
「バブル崩壊後、民間、官公庁ともに発注量は大き
く減りました。賃貸事業に注力することで、固定収入
を確保して乗り切りました」
現在は寄居町１棟、熊谷市5棟、滑川町1棟、深谷
市1棟、群馬県高崎市3棟、さいたま市1棟の計12棟
を持つ。平均稼働率は80～90％と高く、収益も建設
事業と肩を並べるまでに成長。安定した収益基盤と
なって、同社を支えている。

髙田社長は大学卒業後、東京都内のゼネコンに就
職。約7年間勤めたのち30歳で同社に入社し、平成

自社の歩幅で成長を続ける

寄居建設株式会社ZOOM UP

20（2008）年、4代目社長に就任する。髙田社長39
歳、先代社長・髙田和久氏76歳の時だった。
「私が30代の時に社長を交代するのが、互いに
とっていいタイミングだと父は考えていたようでした」
平成20年2月、4代目社長の下で新たな船出と

なった同社。しかし約半年後の9月、リーマン・ショック
という大きな荒波に遭遇する。
「当時は分譲マンションの建設をかなり手がけてい
たのですが、お客さまが破たんするケースが数多くあ
りました。破たんして工事がストップしたものは物件を
押さえ、ほかのデベロッパーに移して続行し、工事費

用を回収。銀行の方々にも助けていただきました」
完成後に破たん懸念先の物件では、建物の工事
費用を手形でなく部屋を「代物」としてもらい受け、
それを販売会社に委託して販売してもらうことで現
金化するなど、さまざまな方法で一つ一つの破たん
先、破たん懸念先から工事費用を回収していった。
また社内でも売り上げ追求のために無理な工事を
受注することをやめ、完工高を半分に落としても適正
な利益が確保でき、同社の規模に合う案件を手がけ
ていく体制にシフト変更をしていった。リーマン・ショッ
クによって多大な痛手を負った同社の建設事業。当時

の同社を支えたのもバブル崩壊時と同様、自社物件
の賃貸事業であった。これによって、収益減少のダ
メージを軽減することができたのだ。
「自社物件の賃貸収入があったことは大きかった
です。それがなかったら、リーマン・ショックは乗り切れ
なかったかもしれません」

「精魂込めていいものを造り、お客様と自分の満
足感を満たす―これは曾祖父の信念で、仕事へ

の取り組む姿勢であり、現在まで続く弊社の品質方
針をつくる時の参考になっています」
この職人魂に基づく信念に創業80周年の際、新
たに三つの社訓が加わった。「技術の革新」「信用と
奉仕」「安全の創造」だ。
「一番は信用です。お客さま第一で利他の精神で
真面目に取り組む。それに尽きます」
それは現場でのトラブル、ミス等さまざまな問題を
顧客にすべてオープンに報告・相談をして、工事を進
めていくという姿勢からも見て取れる。そうすること
で問題の芽を小さなうちに摘み取ることができると

寄居町庁舎

大工職人として独立し、個人営業の建設業を始め
た髙田金七氏が大正5（1916）年に同社を創業する。
それまで腕のいい大工の棟梁として、多くの個人
宅を手がけていた金七氏。独立後も個人宅を中心に
実績を積み重ね、弟子も徐々に増えていった。そして、
昭和18（1943）年、有限会社寄居木工所を設立（昭
和39年、寄居建設㈱に改組）する。戦後復興によって
住宅需要は伸びていき、同社もそれに合わせて大きく
躍進した。そして昭和43年、東京出張所を開設する。
「現会長である私の父（髙田和久氏）が、当時、東
京で親しくしている設計事務所に間借りして開設し
たと聞きました。今から50年も前ですが、東京にも進
出して事業エリアを広げようという考えだったのだと
思います」
学校を含む大型施設や集合住宅の多くが木造か

らコンクリート造へと移り変わり、全国各地で鉄筋コ
ンクリート造ラッシュとなった高度経済成長期。木造
だけでは事業が先細ると考えた同社は、寄居町周辺
の鉄筋コンクリート造の建物を手がけ、その実績を

自社物件賃貸事業という売り上げの柱

社長就任後すぐリーマン・ショックに

城南中学校(寄居町)

顧客からの信頼が新たな顧客を呼ぶ

左／ハミーユ籠原南口、右／高砂ビル高崎西口(自社賃貸事務所ビル)
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埼玉本社のほか東京支社、滑川、熊谷、深谷に支
店や営業所を持つ寄居建設株式会社は、創業102
年の歴史を持つ。これまでに庁舎、陸上競技場、図
書館、学校、コミュニティセンターなど寄居町周辺を
中心とした公共施設や土木工事のほか、関東圏の商
業施設、高齢者施設や医療施設、個人住宅、集合住
宅等を数多く手がけてきた。
同社は、発注者から直接建設工事や土木工事を
請け負い、実際の各種専門工事は外部の協力会社
に依頼して現場管理と施工管理を行うゼネコン。協
力会に属する協力会社は100社にも及び、どの会社
にもベテランの職人が数多く在籍する。
「弊社はマンションですと年間4～5棟ほど手がけ
ています。公共工事は、多い年で10件以上受注して
いますね」（髙田徹社長）。
公共工事の入札では、積算精度の高さで利益を確

保しながら案件を落札。これまでに多数の公共施設
や民間工事を手がけてきた。現在、同社の売り上げの
柱は民間のマンション等の建設、そして公共施設や土
木工事、さらに「高砂ハイツ」や「高砂ビル」といった
自社で所有・管理する賃貸事業、この3本である。

同時に、顧客の信用も得られる。
「技術の革新」については、同社および関係会社
ともに日々技術の研鑽は怠らない。「安全の創造」に
ついては、定期的に安全衛生講習会を開催して意識
の高揚を図るほか、稼働現場の安全パトロールを実
施するなど、労働災害防止に取り組んでいる。
こうした技術と信用の蓄積と、安心・安全な建物建
設の実績で、顧客であるデベロッパーや設計事務所
から新規顧客を紹介されるという。「弊社に営業部
門はあるのですが、お客さまから新しいお客さまを紹
介いただける案件が多いです」と、髙田社長は語る。
顧客からの信頼と同社の建物の実績が、そのまま
営業力になっている証拠なのだろう。

髙田社長は地域社会への貢献も積極的に行ってい
る。平成28年9月、同社は埼玉りそな銀行の引き受け
で「次世代育成型私募債」を発行。これは私募債発行
により同社が資金調達をすると同時に、埼玉県内の学
校などに寄付を行う仕組みで、同社は寄居小学校、寄
居中学校を指定して教育関連の設備を寄贈した。そ
の後も同様のスキームで私募債を発行して寄付を行
い、資金調達と地域貢献を同時に実現している。
東京オリンピック・パラリンピックを前に市場が沸
騰している建設業界だが、終了後は冷え込みが予測
されている。そんな中、今後の戦略を尋ねると―。
「今、仕事があるからといって無理に受注を増やし
たり社員を増やしたり、異業種に手を広げたりせず、
あくまでも本業に徹し、弊社の規模に合わせて成長
していきたい。五輪終了後に工事量が減るようなら、
賃貸業に力を入れて事業のバランスを取りながら歩
んでいこうと考えています」
創業者・髙田金七氏がこだわり抜いた、大工職人

として嘘のない最高のものをつくるという職人魂を
受け継ぎながら、同社はこれからも自社の歩幅で成
長を続け、次の100年に向けて歩んでいくことだろう。

本社社屋 熊谷陸上競技場

積んでいった。さらに土木事業もスタートさせ、公共
事業の入札に参加するため熊谷営業所、嵐山営業
所など事業所を増やしていった。
また、約50年前、腕のいい職人や技術者を確保す
るため、協力会社を集めて「高砂会」を立ち上げ、増
え続ける需要に対応できる体制をつくった。
昭和40年代、50年代、そして平成と、公共工事や
個人宅の需要は右肩上がりで伸びていった。バブル
が崩壊するまでは―。

1990年代のバブル崩壊によってそれまで沸騰して
いた建設市場の熱気は冷え込み、受注量は徐々に右
肩下がりに転じていった。そして、同社と協力会社の職
人らも少しずつ仕事がない状況に陥っていった。そこ
で、3代目で先代社長の髙田和久氏は、自社マンション
を建設して賃貸管理を行う新たな事業に着手する。
「熊谷、深谷、高崎などはバブル崩壊で土地価格が
下がったこともありましたから、そこで土地を購入して
賃貸マンションを建設。自社で仕事をつくって協力会社
に仕事を依頼し竣工させ、賃貸経営を始めたのです」
「玉淀ハイツ」を皮切りに「高砂ハイツ」「高砂ビ
ル」等を建設し、賃貸事業を展開していった。
「バブル崩壊後、民間、官公庁ともに発注量は大き
く減りました。賃貸事業に注力することで、固定収入
を確保して乗り切りました」
現在は寄居町１棟、熊谷市5棟、滑川町1棟、深谷
市1棟、群馬県高崎市3棟、さいたま市1棟の計12棟
を持つ。平均稼働率は80～90％と高く、収益も建設
事業と肩を並べるまでに成長。安定した収益基盤と
なって、同社を支えている。

髙田社長は大学卒業後、東京都内のゼネコンに就
職。約7年間勤めたのち30歳で同社に入社し、平成

自社の歩幅で成長を続ける

寄居建設株式会社ZOOM UP

20（2008）年、4代目社長に就任する。髙田社長39
歳、先代社長・髙田和久氏76歳の時だった。
「私が30代の時に社長を交代するのが、互いに
とっていいタイミングだと父は考えていたようでした」
平成20年2月、4代目社長の下で新たな船出と

なった同社。しかし約半年後の9月、リーマン・ショック
という大きな荒波に遭遇する。
「当時は分譲マンションの建設をかなり手がけてい
たのですが、お客さまが破たんするケースが数多くあ
りました。破たんして工事がストップしたものは物件を
押さえ、ほかのデベロッパーに移して続行し、工事費

用を回収。銀行の方々にも助けていただきました」
完成後に破たん懸念先の物件では、建物の工事
費用を手形でなく部屋を「代物」としてもらい受け、
それを販売会社に委託して販売してもらうことで現
金化するなど、さまざまな方法で一つ一つの破たん
先、破たん懸念先から工事費用を回収していった。
また社内でも売り上げ追求のために無理な工事を
受注することをやめ、完工高を半分に落としても適正
な利益が確保でき、同社の規模に合う案件を手がけ
ていく体制にシフト変更をしていった。リーマン・ショッ
クによって多大な痛手を負った同社の建設事業。当時

の同社を支えたのもバブル崩壊時と同様、自社物件
の賃貸事業であった。これによって、収益減少のダ
メージを軽減することができたのだ。
「自社物件の賃貸収入があったことは大きかった
です。それがなかったら、リーマン・ショックは乗り切れ
なかったかもしれません」

「精魂込めていいものを造り、お客様と自分の満
足感を満たす―これは曾祖父の信念で、仕事へ

の取り組む姿勢であり、現在まで続く弊社の品質方
針をつくる時の参考になっています」
この職人魂に基づく信念に創業80周年の際、新
たに三つの社訓が加わった。「技術の革新」「信用と
奉仕」「安全の創造」だ。
「一番は信用です。お客さま第一で利他の精神で
真面目に取り組む。それに尽きます」
それは現場でのトラブル、ミス等さまざまな問題を
顧客にすべてオープンに報告・相談をして、工事を進
めていくという姿勢からも見て取れる。そうすること
で問題の芽を小さなうちに摘み取ることができると

寄居町庁舎

大工職人として独立し、個人営業の建設業を始め
た髙田金七氏が大正5（1916）年に同社を創業する。
それまで腕のいい大工の棟梁として、多くの個人
宅を手がけていた金七氏。独立後も個人宅を中心に
実績を積み重ね、弟子も徐々に増えていった。そして、
昭和18（1943）年、有限会社寄居木工所を設立（昭
和39年、寄居建設㈱に改組）する。戦後復興によって
住宅需要は伸びていき、同社もそれに合わせて大きく
躍進した。そして昭和43年、東京出張所を開設する。
「現会長である私の父（髙田和久氏）が、当時、東
京で親しくしている設計事務所に間借りして開設し
たと聞きました。今から50年も前ですが、東京にも進
出して事業エリアを広げようという考えだったのだと
思います」
学校を含む大型施設や集合住宅の多くが木造か

らコンクリート造へと移り変わり、全国各地で鉄筋コ
ンクリート造ラッシュとなった高度経済成長期。木造
だけでは事業が先細ると考えた同社は、寄居町周辺
の鉄筋コンクリート造の建物を手がけ、その実績を

自社物件賃貸事業という売り上げの柱

社長就任後すぐリーマン・ショックに

城南中学校(寄居町)

顧客からの信頼が新たな顧客を呼ぶ

左／ハミーユ籠原南口、右／高砂ビル高崎西口(自社賃貸事務所ビル)
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（1） 一般機械…前年を若干下回る
一般機械の生産動向をみると、県内の一般機械

（はん用機械＋生産用機械＋業務用機械）の鉱工業
生産指数は、昨年4～6月期が前年比＋7.6％、7～9
月期が同＋18.1％、10～12月期が同＋5.1％と、3
四半期連続で前年を上回っていたが、フラットパネ
ル・ディスプレイ製造装置や医療用機械器具などの
減速を受けて、本年1月は、同▲12.2％と前年を下
回った。1～3月期を通してみても、前年の水準を若
干下回った模様である。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、スマート
フォン向けを中心に、昨年後半は好調に推移したが、
昨秋発売された新型iPhoneの売れ行きが、メー
カー側の想定を下回ったことなどもあって、足元の
生産が一服したようだ。昨年秋口まで好調だった医
療用機械器具もやや弱含んでいる。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
昨年前半まで高い伸びを続けてきた空気圧機器

は、秋口以降、若干伸びが鈍化したものの、引き続

の管理システムなどに組み込まれる電気関連の部
品である。また、組み込まれた機械は海外へ輸出さ
れることも多い。産業向けの電気機械は、景気や設
備投資の持ち直しに加え、企業の情報システムの
高度化や大型化などにより、全体に好調に推移して
きたが、ここにきて一服感もみられる。
情報通信機器は、2017年2月以降、大手電機メー

カーの県内工場での携帯電話等の生産が停止され
たことの影響もあるが、ここ数年で大きく減少した。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も輸出や設備投資が堅調なことから、高水
準を持続するとみられる。先行きの懸念材料として
は、海外経済や、スマートフォンの需要動向があり、
注意が必要である。

（3） 輸送機械…生産は前年並み
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年をやや下回った。前年割れは昨年10～12月期に
続き2四半期連続となった。軽自動車は前年を上
回ったが、無資格検査問題の影響や2016年後半
からの新型車効果が薄れたことで、登録車（普通＋
小型乗用車）は減少した。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指

が難しくなったとの声も聞かれた。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ
られることから、部品メーカーの生産も横ばいから
やや前年を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかながらも上回る
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足から、鉄筋コンクリート造を避け、鉄
骨造を選ぶ動きが続いていたが、足元では、鉄骨を
組むファブリケーターの処理能力に余裕がなくなっ
ていることに加え、現場の建設労働者の不足感が
一服してきたこともあって、鉄筋コンクリート造の着
工はやや持ち直している。これに伴って、1～3月期
の棒鋼の生産についても、前年をわずかながらも上
回ったとみられる。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は着工が一段落している。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れる鉄筋コンクリー
ト造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工法
と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材などを利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
を鉄骨造で立ち上げるケースがみられる。
マンションについても、都内で１億円を超えるよう

な高額物件には、引き続き投資物件としてのニーズ
があるものの、実需中心の郊外型のマンションは
建設費用の上昇を受けて、販売が落ち込んでいる。
マンション販売業者の多くは、発売戸数の絞り込み
で対応しようとしているものの、一部では値引きを
余儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な

き前年を上回る水準で推移している。歯車について
も、自動車向けが減少したことなどから、このところ
やや弱含んでいるものの、省力化機器向けが堅調
なこともあって、前年並みの水準を維持している。
足元で一旦足踏みとなった一般機械だが、フラッ

トパネル・ディスプレイ製造装置は、本格的な4Ｋ放
送の開始を控えて、大画面ＴＶ向けの需要が見込
まれている。足元の受注状況が比較的底堅いことも
あって、先行きの一般機械については、前年の水準
を上回って推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや下回る
1～3月期の電気機械の生産は、前年に比べ減少

となった模様である。電気機械の生産を四半期毎
にみると、2016年1～3月期より2017年7～9月期
まで増加を続けてきたが、10～12月期より減少と
なった。電気機械の生産には一服感がみられる。た
だ、比較的長い期間増勢を続けてきたことから、水
準は高く、踊り場的な動きとみるところもある。
好調を続けてきた、電子部品・デバイスの生産もこ

こにきてやや減少している。中国でのスマートフォン
の売れ行きが鈍ってきていることや、新製品の生産
も期待したほど伸びなかったことなどから、県内で関
連部品の生産を行っているところも、生産をやや手
控える動きもみられる。エアコンや白物家電は中国、
東南アジアなどでの需要は強く、製品の高度化も続
いており、こうした製品向けの電子部品・デバイスの
生産は堅調に推移している模様。また、自動車向け
は種類や点数が増加している。こうした部品では、高
い安全性、信頼性が求められることから、国内生産
の優位性はしばらく続くと考えられている。県内企業
でも需給や価格が不安定なスマートフォン向けから
自動車向けにウエイトを移しているところもみられる。
電気機械は消費者向けの完成品である家電は
少なく、産業向けが多くなっている。現在、県内で生
産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報

数は、昨年7～9月期が前年比▲1.2％、10～12月期
は同▲9.7％と販売動向を反映して2四半期連続で
減少した。1月の鉱工業生産指数は同▲6.5％と前年
を下回ったが、1～3月期全体では前年並みとなった
模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販売台数は、
マイナーチェンジ車の投入効果もあり上向いており、
これを反映し県内生産も増加しているとみられる。
先行きも、マイナーチェンジを含め新型車の発売

が予想され、販売は強含むとみられ、県内生産も前
年をやや上回って推移すると予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。昨年9月の排ガス規制強化に伴
う駆け込み購入の反動減もあり、国内販売は弱含
んでいたが足元では上向いており、国内向けの生産
も持ち直しているとみられる。国内向けは、ネット通
販の拡大による物流需要、首都圏の再開発や東京
オリンピックに向けた需要もあり底堅く推移している。
減少していた海外向けも東南アジア向けなどを中
心に持ち直しているようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きも生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みで推移したとみられることから、自動車
部品の生産も前年並みとなった模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻になり、時給

を上げても工場での派遣社員やパートタイムの採用

姿勢を続けている。
原材料であるスクラップの価格が上昇している。

中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネシアなどへ
の輸出が伸びており、スクラップ価格を押し上げて
いる。電気料金は比較的落ち着いているものの、消
耗品である電極などの副資材価格も大幅に上昇し
ている。製品価格とのスプレッド縮小に伴って、鉄鋼
メーカーの収益は大幅に悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に工事受注残を抱えてお

り、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の施設整備案件なども本格化している。4～6
月期の鉄鋼の生産については、引き続き前年をや
や上回る程度の水準で推移するとみられる。
県内の鉄鋼製品については、米国の鉄鋼輸入関
税に伴う直接的な影響は見込まれていないものの、
これまでアジア諸国などから米国へ輸出されていた
製品が広く出回れば、鉄鋼製品価格の値下がりに
つながることが懸念される。先行きもスクラップ価
格の上昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド
改善の動きは後手に回らざるをえないことから、収
益面では厳しい状況が続く可能性が高い。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管についてはやや弱め
に推移しているものの、工作機械向けが比較的底
堅い動きになっている。鋳物の生産は足元で徐々に

持ち直している。
4～6月期についても、受注状況が改善しているこ

ともあり、引き続き鋳物の生産は前年を上回って推
移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
下回った。ただ、手持ち工事量は多く、都内の大手
業者が繁忙なため、県内業者の受注状況は価格面
を含めて良好であり、相応の収益を確保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路など公共施
設の改修・補修、耐震工事が多く、新規の建設案件
は少ない。なお、2019年秋のラグビーワールドカッ
プ開催に向け、改修工事が進んでいる熊谷ラクビー
場は、本体工事は都内の大手業者が受注している
が、地元業者も周辺整備を含め繁忙となっている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラの改修などが期待されている。価格面では今後
もしばらくは変わらない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年に比べほぼ
横ばいの推移となっている。埼玉県の2017年の非
居住用の建築着工床面積は前年比26.1％増で
あったことなど、工事量は高い水準にある。種類別
では引き続き建て替え、補修を含めて病院、介護関
連などの医療・福祉施設が多い。また、企業の収益
が回復してきたことなどから、工場やビルのリフォー
ム、物流関連や商業、サービス関連の新設工事も出
てきている。都内の大手業者が優良工事を多く抱え、
県内の工事は比較的大きなものでも、県内建設業
者が請け負うようになっており、建設業者の収益環
境は良い。ただ、オリンピック・パラリンピック後の需
要減を懸念するところもあり、新規事業の開拓に動
いているところもある。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、超繁忙期の高値受注からは弱含むとす

る見方が多い。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、駅に近い物件を除き販売が不調となっている。
埼玉県におけるマンションの契約率は、このところ、
好不調の目安といわれる70％を大きく下回って
50％台で推移している。利便性にやや劣る物件は
販売が厳しく、全体に供給、新規着工とも減少して
いる。子育て中の夫婦などで、通勤が楽な都内物件
のニーズが高くなっている影響もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料
との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に、2016年に
大きく増加したことから、空室率の高止まりがみら
れるなど供給過剰の懸念から着工が手控えられて
いたが、1～3月期については前年比で増加となった
模様。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

から、高価格で売れるもの以外の供給は手控えられ
るとみられる。戸建分譲は先行きも安定した状況が
期待されている。一方、貸家は空室率が依然高く現
状程度からやや弱含みの見込み。また、来年10月
の消費増税による駆け込み需要への期待は薄く、
その後の需要減を懸念するところが多かった。

（6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。大雪の影響もあり1月の売上が前年を下回り、2
月も寒い日が続き春物商材の動きが鈍かった。化粧
品などの雑貨が堅調だったが、食料品が前年割れと
なったほか主力の衣料品も減少した模様だ。衣料品
は紳士服・婦人服とも厳しい状況となっているが、入
学・卒業式などで着るオケージョン服は堅調だという。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2017年10～12月期まで10四半
期連続で減少が続いた。昨年の夏（7～9月期）には
前年並み近くまで持ち直していたが、秋には長雨な
どの天候不順の影響もあり再び減少幅が拡大した。
ただ3月に入り気温がようやく上昇し、春物の衣料
品に動きも出てきている。
高額品とインバウンド（訪日外国人）による消費が
堅調な動きとなっている。高額品では高級ブランド
や宝飾品・時計などが順調で、富裕層が顧客である
外商の売上も堅調だという。インバウンド消費は、旅
行者による消費よりもバイヤーによるまとめ買いの
方が目立つようだが、県内百貨店では売上全体に
占める割合も僅かで全体の売上への影響は小さい。
ボリュームゾーンの中間層の消費は勢いを欠い

た状態が続いている。価格志向は依然として根強く、
欲しいもの必要なものだけを買う実需志向も強い。
天候不順で野菜が値上がりしたこともあり、買い上
げ点数を減らす動きがみられたとの指摘もあった。
最近の特徴として、集客と安定収入の確保を狙

いとして、店舗改装し衣料品などの売場を縮小して、
家具・インテリア・ドラッグストア・100円ショップなど
のテナントを誘致する動きがある。
先行きをみると、衣料品は明るい色が売れており

これは回復の兆候との指摘もあったが、県内百貨店
の売上は盛り上がりに欠けており、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、主力の食料品
の売上が前年を上回ったが、衣料品は前年割れと
なったようだ。食料品は前年を上回っているが、天
候不順により野菜の値段が高騰したことも影響して
いる。四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は
昨年4～6月期以降、前年を上回って推移しており、
全体的に上向きの方向にある。
消費者の購買意欲に大きな変化はないようだ。
財布のヒモは固く、価格重視は変わらずシビアな買
い物姿勢が続いている。競合店での食料品や日用
品の値下げの動きもあり、価格面での競争が強まっ
ている。また、食品の取り扱いを増やしているドラッ
グストアなど他業態との競合も激しくなっている。
一方、健康志向の商品や自分のこだわりにあった

ものは売れている。価格が高めでも消費者が価値を
認めたものは売れているようだ。また、最近は「簡
便・即食」商品が人気だという。「簡便」は料理が簡
単に素早く作れる調味料類や、店舗でひと手間か
け手早く調理できる半加工品、フライパン調理のみ
でできる食品など。簡便より簡単な「即食」はレンジ
対応食品、自然解凍冷食などほぼ調理不要で食べ
られる加工食品。単身世帯、高齢者世帯、共働き世
帯が増え、こうした商品への需要が高まっている。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。

今日は「スポーツの力」ということでお話をさせ
ていただきます。私は柔道をやっておりましたが、平
成元年に現役を引退いたしましてからもう30年。
あっという間に時間がたってしまい、すでに指導者
としての時間の方が長くなっておりますので、今は
選手の成長を願う親のような気持ちでスポーツを
見ております。また、ＪＯＣの理事も仰せつかってお
りますので、2020年の東京オリンピックに向けて、
選手の環境面を整える立場にもあります。「アス
リートファースト」がうたわれておりますが、本当に
そうなっているのかという問題ですとか、ドーピング
の問題など、スポーツはさまざまな問題を抱えては
おりますが、されどスポーツ、というところを少しお
話しできればいいなと思っております。

先ず「柔道」からお話しいたします。柔道を創始

したのは嘉納治五郎という方です。オリジナルでつ
くったわけではなく、柔道の前には「柔術」というも
のがありました。剣道は剣術、弓道は弓術というよう
に、ほとんどの格闘技系のものは当初「術」と呼ば
れており、いわゆる戦国時代に発達した武術です。
嘉納先生は子どものころから頭脳明晰でしたが、小
柄で体力には自信がなかったようです。勉強では遅
れはとらないが、体を鍛えて強さでも相手から一目
置かれる人間にならなければ日本のリーダーには
なれないと考え、東京大学への入学と同時に柔術
を習い始めました。我慢を重ねながら3年間が経ち、
そこで先生は、体も強くなったことに加えて、自分の
気持ちをコントロールできるようになったことを実感
したのです。明治の初期、西洋文化がどんどん入っ
てきた時代で、日本古来の武術がすたれはじめて
いましたが、嘉納先生は「この文化は残すべきであ
る。若者が柔術に励むことによって、自分を知り、相
手を知り、コミュニケーションがとれるようになり、自
分をコントロールできるようになる。非常に教育効
果がある。」と主張されました。先生は、相手を倒す
ことを目的とした柔術から、術の習得を手段として、
人間教育を目的とする「柔道」へと進化させ、明治
15年、大学を卒業した22歳の時に、人を育てるこ
とを目的とする「講道館柔道」を創始。そして当時
数多くあった柔術の流派も現在の柔道に統一され

ました。嘉納先生が流派を統一したことが、その後
柔道が世界中に広まり、オリンピック競技にも早く
から採用された要因だと思います。柔道は200を超
える国と地域に広まっており、サッカーやテニスに
次ぐ規模です。嘉納先生の教えが世界に通じたと
いうことですが、やはり人を育てるという精神が世
界の人たちに通じたからだと思います。
嘉納先生は柔道の目的として「自己の完成と世

の補益」の二つを示されています。先生は、真剣勝
負をすることに意義は見出していますが、相手に勝
てとは一言も言っておりません。真剣勝負での緊張
感が自分の反省につながり、それを次のステージや
修行につなげていきなさい。だからこそ「勝ってお
ごらず、負けてくさらず」なのだと言われ、また「世
の中の為になる人間をつくるために柔道はあるの
だよ」と考えておられたようです。
「精力善用・自他共栄」ということも言っておられ
ます。自分の力を最大限善き方向に使いなさい。こ
れは権力にも共通性があると思いますが、人間は
強くなり、力を持つと、その力を使いたくなるもので、
またその機会もたくさんある。その時に使い方を誤
れば、下にいる人間は不幸です。力を授けるときは、
使い方もセットで教えなければならないということを、
先生は考えておられたのだと思います。「自他共
栄」はビジネスにおいてはウィン・ウィンということだ
と思います。柔道が国際化されたのも嘉納先生の
ご尽力だと思いますが、100年以上も前にこのよう
に世界の人たちと一緒に手を取り合って、相手と自
分が共に栄えていくことを提唱されました。柔道精
神はここにあります。嘉納先生がどういう思いで柔
道をつくったのかを指導者は教えていく必要があり
ます。

①自らを律する力
自律する力が養われるところに、スポーツに取り
組む意味や価値があると考えます。それを強く見せ
てくれるのがゴルフではないでしょうか。ゴルフはセ

ルフジャッジの競技で、自分自身の良心が問われま
す。イギリスのスポーツはエリートを養成する目的
のものが多く、ゴルフもその一つだと思います。エ
リート、リーダーになり、人からリスペクトされる人間
は、表裏があってはならず、自分の良心に従って行
動できることが必要です。ゴルフはルールブックの
前にマナーブックがあります。社会のマナーは良心
にもつながりますが、常に自分を律していくことが求
められます。
②自ら立つ力
テニスの試合では、コーチは大声で指示を出す

ことはなく、選手もコーチの顔を見ることは一切あり
ません。つまり試合になったら、自分自身で判断し、
決断し、そして結果を出すことが求められるのです。
それは、社会に出ても同じだということをスポーツ
は教えているのではないかと思います。スポーツに
は唯一の答えはなく、監督やコーチがいいアドバイ
スを与えても、唯一の答えにはならない。選手に必
要なのは、アドバイスを一回自分の中に入れて消化
させて、アウトプットする力であり、それが自分で立
つ力です。自分で考えて、判断して、決断して何か
をすれば必ず結果がついてきます。コーチは、選手
にいい気づきをさせることが仕事だと思います。選
手が自分なりの答えを探し、考えることがいい気づ
きにつながり、考えることが常習化されます。そして
最終的には自問自答できる選手が出てきます。
③社会の仕組みを学ぶ
ラグビーを見ていて私は学びました。世の中とい

うのは、面倒くさくても、時間がかかっても、お隣近
所の人たちを見渡しながらパスをつないで、みんな
で少しずつ前に出てゴールを目指そうよというのが
ラグビーの精神なのだと思います。一人でいくと、
正しいことだってつぶされてしまう。「オール・
フォー・ワン、ワン・フォー・オール」とても素晴らしい
言葉だと思います。一人を説得し、二人を説得し、
だめだったらもう一人というように輪になって行か
ないとだめで、それが民主主義だということにもな
り、それが世の中だよということを多分学ばせてい
るのではないかと思います。
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スポーツの力 ―夢・挑戦・未来―

1964年東京都生まれ。1989年筑波大学大学院体育学修士課程修了。1993年日本オリンピック委員会の在外研修で1
年間イギリスに留学。1998年武蔵大学人文学部助教授、2005年教授。2008年筑波大学人間総合科学研究科准教授。
2011年筑波大学体育系准教授、2018年教授(現職)。
日本女子柔道が世界のトップに通用することを証明した伝説の柔道家で“女三四郎”と呼ばれた。1988年ソウルオリン
ピック女子柔道銅メダリスト。著書に『女子柔道の歴史と課題』､『日本柔道の論点』､『残念なメダリスト』等がある。

山口 香氏
筑波大学体育系教授
プロフィール

はじめに

嘉納治五郎　柔道を通じた人間教育

平成30年2月20日（火）、山口香氏を講師にお迎えし、
「スポーツの力 ―夢・挑戦・未来― 」と題して「経営者
セミナー2017」の第4講を開催した。以下、その概要を
紹介したい。

このようにスポーツは、人間が生きていくことに
必要な基礎的なことをいろいろ含んで教えている、
いわば社会の縮図のようなものだと思います。ルー
ルの中で競い合って、お互いを高め合うことを学ぶ。
そして嘉納治五郎先生の「世の補益」のとおり、こ
こで学び培って、経験したものを世の中のために次
のステージで活かしていくことが大切です。

スポーツが伝えてくれるものはたくさんあります。
一つは、人間良いときもあれば、悪いときもある、

これが人生だよ、ということを教えてくれているので
はないかと思います。ずっと右肩上がりに良い選手
なんてほとんどいません。良いときもあれば、悪い
時もある。だから面白いし、恐らく人生も同じなので
はないかと思います。
二つ目に、自分一人で成し遂げられることはとて

も少ないということです。オリンピックメダリストの
主役は表に出てきますが、その後ろにはたくさんの
スタッフがいます。指導者をはじめ、技術的な調整
の担当者、アナリストなどです。今はオーケストラ化
といわれておりまして、真ん中に選手がいて、周りに
選手を支える大勢のスタッフがいてチームをつくっ
ています。おそらく企業でも同じだと思いますが、
チームの真ん中から一番外側まで、すべての人が
勝利に向かって同じベクトルで頑張っているチーム
が強いです。大事なのはハーモニーです。
三つ目は、ルールの中でフェアに競い合うことで

す。ルールの中でフェアに競い合うことによって生
み出されるものは「敵」ではなく、ライバルですが
「友」です。そして人間の進化は競い合うことによっ
て生まれるのだと私は思います。フェアに戦いなが
らお互いに切磋琢磨して成長していくということで
す。挑戦がなければ進化はしません。そこがスポー
ツの素晴らしさです。平昌オリンピックでの、スケー
トの小平選手と韓国のイ・サンファ選手。スノーボー
ドの平野選手とアメリカのショーン・ホワイト選手、ロ
スアンゼルスオリンピック柔道の山下選手とラシュ

不可欠な要素なのだと思います。

資源のない日本では人こそが財産であると私自
身は思っています。チャンピオンになる人間は、良い
意味で変わっています。これは褒め言葉です。つま
り強い個性がなければ頂点に立つことはできないと
いうことです。突き抜けることができないのです。批
判を恐れず、受け止める力が大切です。自分が強く
なるためには何が必要なのか。私は、孤高の存在、
孤高の精神が必要だと考えます。私も柔道界では
ずっと生意気だと言われてきました。私の恩師から
は「出る杭は打たれる。でもお前はいくら言っても聞
かないし、その生意気は直らないから、思い切って
出すぎてしまえ」と言われてしまいました。「出過ぎ
た杭は打たれない」これは大事なことだと思います。
時代が変われば、スポーツで求められる人材、必
要な資質や能力も変わります。いまのオリンピック
選手たちに「どういう気持ちで戦いたいですか」と
聞くと10人いたら10人が「楽しんできたいと思いま
す」と答えます。私たちのころは「歯をくいしばれ、
死ぬ気でやってこい」と言われました。これが時代
の変化だと思います。
私が生まれ育った時代は『巨人の星』です。根性

と我慢です。その頃、1960年代は製造業が中心で、
我慢と根性でひたすら頑張ることで日本をつくり上
げてきており、スポーツがそれを体現していました。
体が小さくても、恵まれていなくても我慢と根性が
あればやれるのだというのを見せていました。でも
今は我慢と根性を発揮するのはロボットです。人間
に求められるものは何かといえば、もっとクリエイ
ティブに、ゼロから何かを編み出せるような力だと
思います。スポーツでも我慢強く、従順なだけでなく、
クリエイティブな人間が求められています。
やはり世界で突き抜けられるのは強い個性です。
人と違ったものの見方、考え方、アプローチの仕方
といったものが必要になってくるだろうと思います。
今どきの若者には力があると思っています。私たち

の世代が、社会が若者の力をどう生かしていけるか
です。あまり注文をつけるのではなくて、本当に下支
えするように、彼らの能力を引き出してあげる、そし
て許容していくことが大事なのかなと思っています。

勝敗を分けるのは100分の1秒の世界です。そ
の僅かな差を見つけるために必要なのは何かとい
うとオープンマインドです。要するに、思い込みでこ
れはこうだと思ってみるな、これはこうだと思ってや
るな。こちらから見てみようとか、こう考えてみよう
という柔軟なオープンマインドが必要で大切です。
私はロバート・ケネディ氏の次の言葉が好きです。
「人は現状がなぜ（Why）こうなのかを問う。私
はまだ実現できないことを夢見てなぜできないか
（Why not）を問う」。なぜできないのか、「やってみ
ようよ」というとてもポジティブな言葉です。
また、フェイスブックのＣＯＯシェリル・サンドバー
グ氏の「ロケットに乗せてあげると言われたら、どの
席？なんて聞くことはないわ！とにかく乗ればいいの
よ」先ずはあれこれ考えずに挑戦してみようよ。そ
こから何か変わるかもしれないということを言って
います。こちらもポジティブで好きな言葉です。
今日は「スポーツの力」ということでお話しさせ

ていただきました。スポーツは万能であるとは思っ
ておりません。ドーピングやスポーツの政治利用な
ど、負の側面もあると思います。しかし選手たちの
頑張りを見ていると、やはり私たちを鼓舞したり、励
ましたり、インスパイアする力があると思います。多
くの人たちに応援をいただいて2020年の東京オリ
ンピックを盛り上げていき、未来を担う子どもや若
者がインスパイアされる大会になってほしいと思っ
ております。私としては、多くの日本選手や海外の
選手たちがベストを尽くして戦える環境をつくって
いくことが仕事かなと思っております。
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）

スポーツで人を育てる意味と価値

ワン選手、これらはまさにライバルであり「友」であ
るということを見せてくれています。そこがスポーツ
の素晴らしさだと思います。

オリンピックからは「多様性とチームワーク」が見
えてきます。いま多様性の大切さが語られますが、
オリンピックはその宝庫であり、本当にそれを体現
していると思います。あれだけの国が一堂に会して、
ひとつのルールの中で競い合う。その競争がス
ポーツの進化を生んでいます。いかに多様性が進
化を生むかということです。
バックグラウンドが違っていたり、考え方が違う人
間が、同じ目的や目標に向かって頑張れるのが本
当のチームワークだといわれます。オリンピックのス
ピードスケートのチームもそうですが、多くの外国
人のコーチたちが日本チームに入って支援をしてく
れています。まさに多様性です。今までの日本チー
ムの伝統的なスタイルだとか、いろいろな考え方が
あるわけです。いや、そうじゃないだろうとか、様々
な意見が飛び交いますが、金メダルを獲るという目
標は一緒だよね、ということでまとまればメダルに
近づくということを見せてくれました。
努力は人を裏切らないとよくいわれますが、裏切

ることもあります。スポーツは残酷で、私の周りには
努力しても負けている人がたくさんいます。しかし、
裏切られたからだめということではなくて、夢をもつ
とか、上を目指すことが大事なのではないか。やは
り、夢があるから頑張れて、強くなれるのだと思いま
す。そして、選手たちの頑張る姿を見ていますと、人
間のひたすらに、ひたむきに頑張ることの尊さを感
じます。人間にとって、そういうひたむきに頑張る時
期は必要なのではないかと思います。
スポーツになぜ多くの企業が協賛をしてくれるの
か、なぜ応援をしてくれるのかというと、おそらく企
業が目指しているものや、向かうべきところに、ス
ポーツの精神に似たところがあるのではないかと
思っています。スポーツの精神は企業の成長にも
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（1） 一般機械…前年を若干下回る
一般機械の生産動向をみると、県内の一般機械

（はん用機械＋生産用機械＋業務用機械）の鉱工業
生産指数は、昨年4～6月期が前年比＋7.6％、7～9
月期が同＋18.1％、10～12月期が同＋5.1％と、3
四半期連続で前年を上回っていたが、フラットパネ
ル・ディスプレイ製造装置や医療用機械器具などの
減速を受けて、本年1月は、同▲12.2％と前年を下
回った。1～3月期を通してみても、前年の水準を若
干下回った模様である。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、スマート
フォン向けを中心に、昨年後半は好調に推移したが、
昨秋発売された新型iPhoneの売れ行きが、メー
カー側の想定を下回ったことなどもあって、足元の
生産が一服したようだ。昨年秋口まで好調だった医
療用機械器具もやや弱含んでいる。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
昨年前半まで高い伸びを続けてきた空気圧機器

は、秋口以降、若干伸びが鈍化したものの、引き続

の管理システムなどに組み込まれる電気関連の部
品である。また、組み込まれた機械は海外へ輸出さ
れることも多い。産業向けの電気機械は、景気や設
備投資の持ち直しに加え、企業の情報システムの
高度化や大型化などにより、全体に好調に推移して
きたが、ここにきて一服感もみられる。
情報通信機器は、2017年2月以降、大手電機メー

カーの県内工場での携帯電話等の生産が停止され
たことの影響もあるが、ここ数年で大きく減少した。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も輸出や設備投資が堅調なことから、高水
準を持続するとみられる。先行きの懸念材料として
は、海外経済や、スマートフォンの需要動向があり、
注意が必要である。

（3） 輸送機械…生産は前年並み
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年をやや下回った。前年割れは昨年10～12月期に
続き2四半期連続となった。軽自動車は前年を上
回ったが、無資格検査問題の影響や2016年後半
からの新型車効果が薄れたことで、登録車（普通＋
小型乗用車）は減少した。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指

が難しくなったとの声も聞かれた。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ
られることから、部品メーカーの生産も横ばいから
やや前年を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかながらも上回る
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足から、鉄筋コンクリート造を避け、鉄
骨造を選ぶ動きが続いていたが、足元では、鉄骨を
組むファブリケーターの処理能力に余裕がなくなっ
ていることに加え、現場の建設労働者の不足感が
一服してきたこともあって、鉄筋コンクリート造の着
工はやや持ち直している。これに伴って、1～3月期
の棒鋼の生産についても、前年をわずかながらも上
回ったとみられる。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は着工が一段落している。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れる鉄筋コンクリー
ト造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工法
と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材などを利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
を鉄骨造で立ち上げるケースがみられる。
マンションについても、都内で１億円を超えるよう

な高額物件には、引き続き投資物件としてのニーズ
があるものの、実需中心の郊外型のマンションは
建設費用の上昇を受けて、販売が落ち込んでいる。
マンション販売業者の多くは、発売戸数の絞り込み
で対応しようとしているものの、一部では値引きを
余儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な

き前年を上回る水準で推移している。歯車について
も、自動車向けが減少したことなどから、このところ
やや弱含んでいるものの、省力化機器向けが堅調
なこともあって、前年並みの水準を維持している。
足元で一旦足踏みとなった一般機械だが、フラッ

トパネル・ディスプレイ製造装置は、本格的な4Ｋ放
送の開始を控えて、大画面ＴＶ向けの需要が見込
まれている。足元の受注状況が比較的底堅いことも
あって、先行きの一般機械については、前年の水準
を上回って推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや下回る
1～3月期の電気機械の生産は、前年に比べ減少

となった模様である。電気機械の生産を四半期毎
にみると、2016年1～3月期より2017年7～9月期
まで増加を続けてきたが、10～12月期より減少と
なった。電気機械の生産には一服感がみられる。た
だ、比較的長い期間増勢を続けてきたことから、水
準は高く、踊り場的な動きとみるところもある。
好調を続けてきた、電子部品・デバイスの生産もこ

こにきてやや減少している。中国でのスマートフォン
の売れ行きが鈍ってきていることや、新製品の生産
も期待したほど伸びなかったことなどから、県内で関
連部品の生産を行っているところも、生産をやや手
控える動きもみられる。エアコンや白物家電は中国、
東南アジアなどでの需要は強く、製品の高度化も続
いており、こうした製品向けの電子部品・デバイスの
生産は堅調に推移している模様。また、自動車向け
は種類や点数が増加している。こうした部品では、高
い安全性、信頼性が求められることから、国内生産
の優位性はしばらく続くと考えられている。県内企業
でも需給や価格が不安定なスマートフォン向けから
自動車向けにウエイトを移しているところもみられる。
電気機械は消費者向けの完成品である家電は
少なく、産業向けが多くなっている。現在、県内で生
産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報

数は、昨年7～9月期が前年比▲1.2％、10～12月期
は同▲9.7％と販売動向を反映して2四半期連続で
減少した。1月の鉱工業生産指数は同▲6.5％と前年
を下回ったが、1～3月期全体では前年並みとなった
模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販売台数は、
マイナーチェンジ車の投入効果もあり上向いており、
これを反映し県内生産も増加しているとみられる。
先行きも、マイナーチェンジを含め新型車の発売

が予想され、販売は強含むとみられ、県内生産も前
年をやや上回って推移すると予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。昨年9月の排ガス規制強化に伴
う駆け込み購入の反動減もあり、国内販売は弱含
んでいたが足元では上向いており、国内向けの生産
も持ち直しているとみられる。国内向けは、ネット通
販の拡大による物流需要、首都圏の再開発や東京
オリンピックに向けた需要もあり底堅く推移している。
減少していた海外向けも東南アジア向けなどを中
心に持ち直しているようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きも生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みで推移したとみられることから、自動車
部品の生産も前年並みとなった模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻になり、時給

を上げても工場での派遣社員やパートタイムの採用

姿勢を続けている。
原材料であるスクラップの価格が上昇している。

中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネシアなどへ
の輸出が伸びており、スクラップ価格を押し上げて
いる。電気料金は比較的落ち着いているものの、消
耗品である電極などの副資材価格も大幅に上昇し
ている。製品価格とのスプレッド縮小に伴って、鉄鋼
メーカーの収益は大幅に悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に工事受注残を抱えてお

り、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の施設整備案件なども本格化している。4～6
月期の鉄鋼の生産については、引き続き前年をや
や上回る程度の水準で推移するとみられる。
県内の鉄鋼製品については、米国の鉄鋼輸入関
税に伴う直接的な影響は見込まれていないものの、
これまでアジア諸国などから米国へ輸出されていた
製品が広く出回れば、鉄鋼製品価格の値下がりに
つながることが懸念される。先行きもスクラップ価
格の上昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド
改善の動きは後手に回らざるをえないことから、収
益面では厳しい状況が続く可能性が高い。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管についてはやや弱め
に推移しているものの、工作機械向けが比較的底
堅い動きになっている。鋳物の生産は足元で徐々に

持ち直している。
4～6月期についても、受注状況が改善しているこ

ともあり、引き続き鋳物の生産は前年を上回って推
移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
下回った。ただ、手持ち工事量は多く、都内の大手
業者が繁忙なため、県内業者の受注状況は価格面
を含めて良好であり、相応の収益を確保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路など公共施
設の改修・補修、耐震工事が多く、新規の建設案件
は少ない。なお、2019年秋のラグビーワールドカッ
プ開催に向け、改修工事が進んでいる熊谷ラクビー
場は、本体工事は都内の大手業者が受注している
が、地元業者も周辺整備を含め繁忙となっている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラの改修などが期待されている。価格面では今後
もしばらくは変わらない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年に比べほぼ
横ばいの推移となっている。埼玉県の2017年の非
居住用の建築着工床面積は前年比26.1％増で
あったことなど、工事量は高い水準にある。種類別
では引き続き建て替え、補修を含めて病院、介護関
連などの医療・福祉施設が多い。また、企業の収益
が回復してきたことなどから、工場やビルのリフォー
ム、物流関連や商業、サービス関連の新設工事も出
てきている。都内の大手業者が優良工事を多く抱え、
県内の工事は比較的大きなものでも、県内建設業
者が請け負うようになっており、建設業者の収益環
境は良い。ただ、オリンピック・パラリンピック後の需
要減を懸念するところもあり、新規事業の開拓に動
いているところもある。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、超繁忙期の高値受注からは弱含むとす

る見方が多い。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、駅に近い物件を除き販売が不調となっている。
埼玉県におけるマンションの契約率は、このところ、
好不調の目安といわれる70％を大きく下回って
50％台で推移している。利便性にやや劣る物件は
販売が厳しく、全体に供給、新規着工とも減少して
いる。子育て中の夫婦などで、通勤が楽な都内物件
のニーズが高くなっている影響もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料
との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に、2016年に
大きく増加したことから、空室率の高止まりがみら
れるなど供給過剰の懸念から着工が手控えられて
いたが、1～3月期については前年比で増加となった
模様。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

から、高価格で売れるもの以外の供給は手控えられ
るとみられる。戸建分譲は先行きも安定した状況が
期待されている。一方、貸家は空室率が依然高く現
状程度からやや弱含みの見込み。また、来年10月
の消費増税による駆け込み需要への期待は薄く、
その後の需要減を懸念するところが多かった。

（6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。大雪の影響もあり1月の売上が前年を下回り、2
月も寒い日が続き春物商材の動きが鈍かった。化粧
品などの雑貨が堅調だったが、食料品が前年割れと
なったほか主力の衣料品も減少した模様だ。衣料品
は紳士服・婦人服とも厳しい状況となっているが、入
学・卒業式などで着るオケージョン服は堅調だという。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2017年10～12月期まで10四半
期連続で減少が続いた。昨年の夏（7～9月期）には
前年並み近くまで持ち直していたが、秋には長雨な
どの天候不順の影響もあり再び減少幅が拡大した。
ただ3月に入り気温がようやく上昇し、春物の衣料
品に動きも出てきている。
高額品とインバウンド（訪日外国人）による消費が
堅調な動きとなっている。高額品では高級ブランド
や宝飾品・時計などが順調で、富裕層が顧客である
外商の売上も堅調だという。インバウンド消費は、旅
行者による消費よりもバイヤーによるまとめ買いの
方が目立つようだが、県内百貨店では売上全体に
占める割合も僅かで全体の売上への影響は小さい。
ボリュームゾーンの中間層の消費は勢いを欠い

た状態が続いている。価格志向は依然として根強く、
欲しいもの必要なものだけを買う実需志向も強い。
天候不順で野菜が値上がりしたこともあり、買い上
げ点数を減らす動きがみられたとの指摘もあった。
最近の特徴として、集客と安定収入の確保を狙

いとして、店舗改装し衣料品などの売場を縮小して、
家具・インテリア・ドラッグストア・100円ショップなど
のテナントを誘致する動きがある。
先行きをみると、衣料品は明るい色が売れており

これは回復の兆候との指摘もあったが、県内百貨店
の売上は盛り上がりに欠けており、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、主力の食料品
の売上が前年を上回ったが、衣料品は前年割れと
なったようだ。食料品は前年を上回っているが、天
候不順により野菜の値段が高騰したことも影響して
いる。四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は
昨年4～6月期以降、前年を上回って推移しており、
全体的に上向きの方向にある。
消費者の購買意欲に大きな変化はないようだ。
財布のヒモは固く、価格重視は変わらずシビアな買
い物姿勢が続いている。競合店での食料品や日用
品の値下げの動きもあり、価格面での競争が強まっ
ている。また、食品の取り扱いを増やしているドラッ
グストアなど他業態との競合も激しくなっている。
一方、健康志向の商品や自分のこだわりにあった

ものは売れている。価格が高めでも消費者が価値を
認めたものは売れているようだ。また、最近は「簡
便・即食」商品が人気だという。「簡便」は料理が簡
単に素早く作れる調味料類や、店舗でひと手間か
け手早く調理できる半加工品、フライパン調理のみ
でできる食品など。簡便より簡単な「即食」はレンジ
対応食品、自然解凍冷食などほぼ調理不要で食べ
られる加工食品。単身世帯、高齢者世帯、共働き世
帯が増え、こうした商品への需要が高まっている。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。

今日は「スポーツの力」ということでお話をさせ
ていただきます。私は柔道をやっておりましたが、平
成元年に現役を引退いたしましてからもう30年。
あっという間に時間がたってしまい、すでに指導者
としての時間の方が長くなっておりますので、今は
選手の成長を願う親のような気持ちでスポーツを
見ております。また、ＪＯＣの理事も仰せつかってお
りますので、2020年の東京オリンピックに向けて、
選手の環境面を整える立場にもあります。「アス
リートファースト」がうたわれておりますが、本当に
そうなっているのかという問題ですとか、ドーピング
の問題など、スポーツはさまざまな問題を抱えては
おりますが、されどスポーツ、というところを少しお
話しできればいいなと思っております。

先ず「柔道」からお話しいたします。柔道を創始

したのは嘉納治五郎という方です。オリジナルでつ
くったわけではなく、柔道の前には「柔術」というも
のがありました。剣道は剣術、弓道は弓術というよう
に、ほとんどの格闘技系のものは当初「術」と呼ば
れており、いわゆる戦国時代に発達した武術です。
嘉納先生は子どものころから頭脳明晰でしたが、小
柄で体力には自信がなかったようです。勉強では遅
れはとらないが、体を鍛えて強さでも相手から一目
置かれる人間にならなければ日本のリーダーには
なれないと考え、東京大学への入学と同時に柔術
を習い始めました。我慢を重ねながら3年間が経ち、
そこで先生は、体も強くなったことに加えて、自分の
気持ちをコントロールできるようになったことを実感
したのです。明治の初期、西洋文化がどんどん入っ
てきた時代で、日本古来の武術がすたれはじめて
いましたが、嘉納先生は「この文化は残すべきであ
る。若者が柔術に励むことによって、自分を知り、相
手を知り、コミュニケーションがとれるようになり、自
分をコントロールできるようになる。非常に教育効
果がある。」と主張されました。先生は、相手を倒す
ことを目的とした柔術から、術の習得を手段として、
人間教育を目的とする「柔道」へと進化させ、明治
15年、大学を卒業した22歳の時に、人を育てるこ
とを目的とする「講道館柔道」を創始。そして当時
数多くあった柔術の流派も現在の柔道に統一され

ました。嘉納先生が流派を統一したことが、その後
柔道が世界中に広まり、オリンピック競技にも早く
から採用された要因だと思います。柔道は200を超
える国と地域に広まっており、サッカーやテニスに
次ぐ規模です。嘉納先生の教えが世界に通じたと
いうことですが、やはり人を育てるという精神が世
界の人たちに通じたからだと思います。
嘉納先生は柔道の目的として「自己の完成と世

の補益」の二つを示されています。先生は、真剣勝
負をすることに意義は見出していますが、相手に勝
てとは一言も言っておりません。真剣勝負での緊張
感が自分の反省につながり、それを次のステージや
修行につなげていきなさい。だからこそ「勝ってお
ごらず、負けてくさらず」なのだと言われ、また「世
の中の為になる人間をつくるために柔道はあるの
だよ」と考えておられたようです。
「精力善用・自他共栄」ということも言っておられ
ます。自分の力を最大限善き方向に使いなさい。こ
れは権力にも共通性があると思いますが、人間は
強くなり、力を持つと、その力を使いたくなるもので、
またその機会もたくさんある。その時に使い方を誤
れば、下にいる人間は不幸です。力を授けるときは、
使い方もセットで教えなければならないということを、
先生は考えておられたのだと思います。「自他共
栄」はビジネスにおいてはウィン・ウィンということだ
と思います。柔道が国際化されたのも嘉納先生の
ご尽力だと思いますが、100年以上も前にこのよう
に世界の人たちと一緒に手を取り合って、相手と自
分が共に栄えていくことを提唱されました。柔道精
神はここにあります。嘉納先生がどういう思いで柔
道をつくったのかを指導者は教えていく必要があり
ます。

①自らを律する力
自律する力が養われるところに、スポーツに取り
組む意味や価値があると考えます。それを強く見せ
てくれるのがゴルフではないでしょうか。ゴルフはセ

ルフジャッジの競技で、自分自身の良心が問われま
す。イギリスのスポーツはエリートを養成する目的
のものが多く、ゴルフもその一つだと思います。エ
リート、リーダーになり、人からリスペクトされる人間
は、表裏があってはならず、自分の良心に従って行
動できることが必要です。ゴルフはルールブックの
前にマナーブックがあります。社会のマナーは良心
にもつながりますが、常に自分を律していくことが求
められます。
②自ら立つ力
テニスの試合では、コーチは大声で指示を出す

ことはなく、選手もコーチの顔を見ることは一切あり
ません。つまり試合になったら、自分自身で判断し、
決断し、そして結果を出すことが求められるのです。
それは、社会に出ても同じだということをスポーツ
は教えているのではないかと思います。スポーツに
は唯一の答えはなく、監督やコーチがいいアドバイ
スを与えても、唯一の答えにはならない。選手に必
要なのは、アドバイスを一回自分の中に入れて消化
させて、アウトプットする力であり、それが自分で立
つ力です。自分で考えて、判断して、決断して何か
をすれば必ず結果がついてきます。コーチは、選手
にいい気づきをさせることが仕事だと思います。選
手が自分なりの答えを探し、考えることがいい気づ
きにつながり、考えることが常習化されます。そして
最終的には自問自答できる選手が出てきます。
③社会の仕組みを学ぶ
ラグビーを見ていて私は学びました。世の中とい

うのは、面倒くさくても、時間がかかっても、お隣近
所の人たちを見渡しながらパスをつないで、みんな
で少しずつ前に出てゴールを目指そうよというのが
ラグビーの精神なのだと思います。一人でいくと、
正しいことだってつぶされてしまう。「オール・
フォー・ワン、ワン・フォー・オール」とても素晴らしい
言葉だと思います。一人を説得し、二人を説得し、
だめだったらもう一人というように輪になって行か
ないとだめで、それが民主主義だということにもな
り、それが世の中だよということを多分学ばせてい
るのではないかと思います。

経営者セミナー経営者セミナー経営者セミナー 埼玉りそな産業経済振興財団が主催する
企業経営者の方を対象としたトップセミナー
埼玉りそな産業経済振興財団が主催する
企業経営者の方を対象としたトップセミナー
埼玉りそな産業経済振興財団が主催する
企業経営者の方を対象としたトップセミナー

スポーツの力 ―夢・挑戦・未来―

1964年東京都生まれ。1989年筑波大学大学院体育学修士課程修了。1993年日本オリンピック委員会の在外研修で1
年間イギリスに留学。1998年武蔵大学人文学部助教授、2005年教授。2008年筑波大学人間総合科学研究科准教授。
2011年筑波大学体育系准教授、2018年教授(現職)。
日本女子柔道が世界のトップに通用することを証明した伝説の柔道家で“女三四郎”と呼ばれた。1988年ソウルオリン
ピック女子柔道銅メダリスト。著書に『女子柔道の歴史と課題』､『日本柔道の論点』､『残念なメダリスト』等がある。

山口 香氏
筑波大学体育系教授
プロフィール

はじめに

嘉納治五郎　柔道を通じた人間教育

平成30年2月20日（火）、山口香氏を講師にお迎えし、
「スポーツの力 ―夢・挑戦・未来― 」と題して「経営者
セミナー2017」の第4講を開催した。以下、その概要を
紹介したい。

このようにスポーツは、人間が生きていくことに
必要な基礎的なことをいろいろ含んで教えている、
いわば社会の縮図のようなものだと思います。ルー
ルの中で競い合って、お互いを高め合うことを学ぶ。
そして嘉納治五郎先生の「世の補益」のとおり、こ
こで学び培って、経験したものを世の中のために次
のステージで活かしていくことが大切です。

スポーツが伝えてくれるものはたくさんあります。
一つは、人間良いときもあれば、悪いときもある、

これが人生だよ、ということを教えてくれているので
はないかと思います。ずっと右肩上がりに良い選手
なんてほとんどいません。良いときもあれば、悪い
時もある。だから面白いし、恐らく人生も同じなので
はないかと思います。
二つ目に、自分一人で成し遂げられることはとて

も少ないということです。オリンピックメダリストの
主役は表に出てきますが、その後ろにはたくさんの
スタッフがいます。指導者をはじめ、技術的な調整
の担当者、アナリストなどです。今はオーケストラ化
といわれておりまして、真ん中に選手がいて、周りに
選手を支える大勢のスタッフがいてチームをつくっ
ています。おそらく企業でも同じだと思いますが、
チームの真ん中から一番外側まで、すべての人が
勝利に向かって同じベクトルで頑張っているチーム
が強いです。大事なのはハーモニーです。
三つ目は、ルールの中でフェアに競い合うことで

す。ルールの中でフェアに競い合うことによって生
み出されるものは「敵」ではなく、ライバルですが
「友」です。そして人間の進化は競い合うことによっ
て生まれるのだと私は思います。フェアに戦いなが
らお互いに切磋琢磨して成長していくということで
す。挑戦がなければ進化はしません。そこがスポー
ツの素晴らしさです。平昌オリンピックでの、スケー
トの小平選手と韓国のイ・サンファ選手。スノーボー
ドの平野選手とアメリカのショーン・ホワイト選手、ロ
スアンゼルスオリンピック柔道の山下選手とラシュ

不可欠な要素なのだと思います。

資源のない日本では人こそが財産であると私自
身は思っています。チャンピオンになる人間は、良い
意味で変わっています。これは褒め言葉です。つま
り強い個性がなければ頂点に立つことはできないと
いうことです。突き抜けることができないのです。批
判を恐れず、受け止める力が大切です。自分が強く
なるためには何が必要なのか。私は、孤高の存在、
孤高の精神が必要だと考えます。私も柔道界では
ずっと生意気だと言われてきました。私の恩師から
は「出る杭は打たれる。でもお前はいくら言っても聞
かないし、その生意気は直らないから、思い切って
出すぎてしまえ」と言われてしまいました。「出過ぎ
た杭は打たれない」これは大事なことだと思います。
時代が変われば、スポーツで求められる人材、必
要な資質や能力も変わります。いまのオリンピック
選手たちに「どういう気持ちで戦いたいですか」と
聞くと10人いたら10人が「楽しんできたいと思いま
す」と答えます。私たちのころは「歯をくいしばれ、
死ぬ気でやってこい」と言われました。これが時代
の変化だと思います。
私が生まれ育った時代は『巨人の星』です。根性

と我慢です。その頃、1960年代は製造業が中心で、
我慢と根性でひたすら頑張ることで日本をつくり上
げてきており、スポーツがそれを体現していました。
体が小さくても、恵まれていなくても我慢と根性が
あればやれるのだというのを見せていました。でも
今は我慢と根性を発揮するのはロボットです。人間
に求められるものは何かといえば、もっとクリエイ
ティブに、ゼロから何かを編み出せるような力だと
思います。スポーツでも我慢強く、従順なだけでなく、
クリエイティブな人間が求められています。
やはり世界で突き抜けられるのは強い個性です。
人と違ったものの見方、考え方、アプローチの仕方
といったものが必要になってくるだろうと思います。
今どきの若者には力があると思っています。私たち

の世代が、社会が若者の力をどう生かしていけるか
です。あまり注文をつけるのではなくて、本当に下支
えするように、彼らの能力を引き出してあげる、そし
て許容していくことが大事なのかなと思っています。

勝敗を分けるのは100分の1秒の世界です。そ
の僅かな差を見つけるために必要なのは何かとい
うとオープンマインドです。要するに、思い込みでこ
れはこうだと思ってみるな、これはこうだと思ってや
るな。こちらから見てみようとか、こう考えてみよう
という柔軟なオープンマインドが必要で大切です。
私はロバート・ケネディ氏の次の言葉が好きです。
「人は現状がなぜ（Why）こうなのかを問う。私
はまだ実現できないことを夢見てなぜできないか
（Why not）を問う」。なぜできないのか、「やってみ
ようよ」というとてもポジティブな言葉です。
また、フェイスブックのＣＯＯシェリル・サンドバー
グ氏の「ロケットに乗せてあげると言われたら、どの
席？なんて聞くことはないわ！とにかく乗ればいいの
よ」先ずはあれこれ考えずに挑戦してみようよ。そ
こから何か変わるかもしれないということを言って
います。こちらもポジティブで好きな言葉です。
今日は「スポーツの力」ということでお話しさせ

ていただきました。スポーツは万能であるとは思っ
ておりません。ドーピングやスポーツの政治利用な
ど、負の側面もあると思います。しかし選手たちの
頑張りを見ていると、やはり私たちを鼓舞したり、励
ましたり、インスパイアする力があると思います。多
くの人たちに応援をいただいて2020年の東京オリ
ンピックを盛り上げていき、未来を担う子どもや若
者がインスパイアされる大会になってほしいと思っ
ております。私としては、多くの日本選手や海外の
選手たちがベストを尽くして戦える環境をつくって
いくことが仕事かなと思っております。
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）

スポーツで人を育てる意味と価値

ワン選手、これらはまさにライバルであり「友」であ
るということを見せてくれています。そこがスポーツ
の素晴らしさだと思います。

オリンピックからは「多様性とチームワーク」が見
えてきます。いま多様性の大切さが語られますが、
オリンピックはその宝庫であり、本当にそれを体現
していると思います。あれだけの国が一堂に会して、
ひとつのルールの中で競い合う。その競争がス
ポーツの進化を生んでいます。いかに多様性が進
化を生むかということです。
バックグラウンドが違っていたり、考え方が違う人
間が、同じ目的や目標に向かって頑張れるのが本
当のチームワークだといわれます。オリンピックのス
ピードスケートのチームもそうですが、多くの外国
人のコーチたちが日本チームに入って支援をしてく
れています。まさに多様性です。今までの日本チー
ムの伝統的なスタイルだとか、いろいろな考え方が
あるわけです。いや、そうじゃないだろうとか、様々
な意見が飛び交いますが、金メダルを獲るという目
標は一緒だよね、ということでまとまればメダルに
近づくということを見せてくれました。
努力は人を裏切らないとよくいわれますが、裏切

ることもあります。スポーツは残酷で、私の周りには
努力しても負けている人がたくさんいます。しかし、
裏切られたからだめということではなくて、夢をもつ
とか、上を目指すことが大事なのではないか。やは
り、夢があるから頑張れて、強くなれるのだと思いま
す。そして、選手たちの頑張る姿を見ていますと、人
間のひたすらに、ひたむきに頑張ることの尊さを感
じます。人間にとって、そういうひたむきに頑張る時
期は必要なのではないかと思います。
スポーツになぜ多くの企業が協賛をしてくれるの
か、なぜ応援をしてくれるのかというと、おそらく企
業が目指しているものや、向かうべきところに、ス
ポーツの精神に似たところがあるのではないかと
思っています。スポーツの精神は企業の成長にも
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（1） 一般機械…前年を若干下回る
一般機械の生産動向をみると、県内の一般機械

（はん用機械＋生産用機械＋業務用機械）の鉱工業
生産指数は、昨年4～6月期が前年比＋7.6％、7～9
月期が同＋18.1％、10～12月期が同＋5.1％と、3
四半期連続で前年を上回っていたが、フラットパネ
ル・ディスプレイ製造装置や医療用機械器具などの
減速を受けて、本年1月は、同▲12.2％と前年を下
回った。1～3月期を通してみても、前年の水準を若
干下回った模様である。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、スマート
フォン向けを中心に、昨年後半は好調に推移したが、
昨秋発売された新型iPhoneの売れ行きが、メー
カー側の想定を下回ったことなどもあって、足元の
生産が一服したようだ。昨年秋口まで好調だった医
療用機械器具もやや弱含んでいる。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
昨年前半まで高い伸びを続けてきた空気圧機器

は、秋口以降、若干伸びが鈍化したものの、引き続

の管理システムなどに組み込まれる電気関連の部
品である。また、組み込まれた機械は海外へ輸出さ
れることも多い。産業向けの電気機械は、景気や設
備投資の持ち直しに加え、企業の情報システムの
高度化や大型化などにより、全体に好調に推移して
きたが、ここにきて一服感もみられる。
情報通信機器は、2017年2月以降、大手電機メー

カーの県内工場での携帯電話等の生産が停止され
たことの影響もあるが、ここ数年で大きく減少した。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も輸出や設備投資が堅調なことから、高水
準を持続するとみられる。先行きの懸念材料として
は、海外経済や、スマートフォンの需要動向があり、
注意が必要である。

（3） 輸送機械…生産は前年並み
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年をやや下回った。前年割れは昨年10～12月期に
続き2四半期連続となった。軽自動車は前年を上
回ったが、無資格検査問題の影響や2016年後半
からの新型車効果が薄れたことで、登録車（普通＋
小型乗用車）は減少した。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指

が難しくなったとの声も聞かれた。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ
られることから、部品メーカーの生産も横ばいから
やや前年を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかながらも上回る
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足から、鉄筋コンクリート造を避け、鉄
骨造を選ぶ動きが続いていたが、足元では、鉄骨を
組むファブリケーターの処理能力に余裕がなくなっ
ていることに加え、現場の建設労働者の不足感が
一服してきたこともあって、鉄筋コンクリート造の着
工はやや持ち直している。これに伴って、1～3月期
の棒鋼の生産についても、前年をわずかながらも上
回ったとみられる。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は着工が一段落している。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れる鉄筋コンクリー
ト造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工法
と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材などを利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
を鉄骨造で立ち上げるケースがみられる。
マンションについても、都内で１億円を超えるよう

な高額物件には、引き続き投資物件としてのニーズ
があるものの、実需中心の郊外型のマンションは
建設費用の上昇を受けて、販売が落ち込んでいる。
マンション販売業者の多くは、発売戸数の絞り込み
で対応しようとしているものの、一部では値引きを
余儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な

き前年を上回る水準で推移している。歯車について
も、自動車向けが減少したことなどから、このところ
やや弱含んでいるものの、省力化機器向けが堅調
なこともあって、前年並みの水準を維持している。
足元で一旦足踏みとなった一般機械だが、フラッ

トパネル・ディスプレイ製造装置は、本格的な4Ｋ放
送の開始を控えて、大画面ＴＶ向けの需要が見込
まれている。足元の受注状況が比較的底堅いことも
あって、先行きの一般機械については、前年の水準
を上回って推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや下回る
1～3月期の電気機械の生産は、前年に比べ減少

となった模様である。電気機械の生産を四半期毎
にみると、2016年1～3月期より2017年7～9月期
まで増加を続けてきたが、10～12月期より減少と
なった。電気機械の生産には一服感がみられる。た
だ、比較的長い期間増勢を続けてきたことから、水
準は高く、踊り場的な動きとみるところもある。
好調を続けてきた、電子部品・デバイスの生産もこ

こにきてやや減少している。中国でのスマートフォン
の売れ行きが鈍ってきていることや、新製品の生産
も期待したほど伸びなかったことなどから、県内で関
連部品の生産を行っているところも、生産をやや手
控える動きもみられる。エアコンや白物家電は中国、
東南アジアなどでの需要は強く、製品の高度化も続
いており、こうした製品向けの電子部品・デバイスの
生産は堅調に推移している模様。また、自動車向け
は種類や点数が増加している。こうした部品では、高
い安全性、信頼性が求められることから、国内生産
の優位性はしばらく続くと考えられている。県内企業
でも需給や価格が不安定なスマートフォン向けから
自動車向けにウエイトを移しているところもみられる。
電気機械は消費者向けの完成品である家電は
少なく、産業向けが多くなっている。現在、県内で生
産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報

数は、昨年7～9月期が前年比▲1.2％、10～12月期
は同▲9.7％と販売動向を反映して2四半期連続で
減少した。1月の鉱工業生産指数は同▲6.5％と前年
を下回ったが、1～3月期全体では前年並みとなった
模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販売台数は、
マイナーチェンジ車の投入効果もあり上向いており、
これを反映し県内生産も増加しているとみられる。
先行きも、マイナーチェンジを含め新型車の発売

が予想され、販売は強含むとみられ、県内生産も前
年をやや上回って推移すると予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。昨年9月の排ガス規制強化に伴
う駆け込み購入の反動減もあり、国内販売は弱含
んでいたが足元では上向いており、国内向けの生産
も持ち直しているとみられる。国内向けは、ネット通
販の拡大による物流需要、首都圏の再開発や東京
オリンピックに向けた需要もあり底堅く推移している。
減少していた海外向けも東南アジア向けなどを中
心に持ち直しているようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きも生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みで推移したとみられることから、自動車
部品の生産も前年並みとなった模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻になり、時給

を上げても工場での派遣社員やパートタイムの採用

姿勢を続けている。
原材料であるスクラップの価格が上昇している。

中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネシアなどへ
の輸出が伸びており、スクラップ価格を押し上げて
いる。電気料金は比較的落ち着いているものの、消
耗品である電極などの副資材価格も大幅に上昇し
ている。製品価格とのスプレッド縮小に伴って、鉄鋼
メーカーの収益は大幅に悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に工事受注残を抱えてお

り、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の施設整備案件なども本格化している。4～6
月期の鉄鋼の生産については、引き続き前年をや
や上回る程度の水準で推移するとみられる。
県内の鉄鋼製品については、米国の鉄鋼輸入関
税に伴う直接的な影響は見込まれていないものの、
これまでアジア諸国などから米国へ輸出されていた
製品が広く出回れば、鉄鋼製品価格の値下がりに
つながることが懸念される。先行きもスクラップ価
格の上昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド
改善の動きは後手に回らざるをえないことから、収
益面では厳しい状況が続く可能性が高い。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管についてはやや弱め
に推移しているものの、工作機械向けが比較的底
堅い動きになっている。鋳物の生産は足元で徐々に

持ち直している。
4～6月期についても、受注状況が改善しているこ

ともあり、引き続き鋳物の生産は前年を上回って推
移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
下回った。ただ、手持ち工事量は多く、都内の大手
業者が繁忙なため、県内業者の受注状況は価格面
を含めて良好であり、相応の収益を確保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路など公共施
設の改修・補修、耐震工事が多く、新規の建設案件
は少ない。なお、2019年秋のラグビーワールドカッ
プ開催に向け、改修工事が進んでいる熊谷ラクビー
場は、本体工事は都内の大手業者が受注している
が、地元業者も周辺整備を含め繁忙となっている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラの改修などが期待されている。価格面では今後
もしばらくは変わらない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年に比べほぼ
横ばいの推移となっている。埼玉県の2017年の非
居住用の建築着工床面積は前年比26.1％増で
あったことなど、工事量は高い水準にある。種類別
では引き続き建て替え、補修を含めて病院、介護関
連などの医療・福祉施設が多い。また、企業の収益
が回復してきたことなどから、工場やビルのリフォー
ム、物流関連や商業、サービス関連の新設工事も出
てきている。都内の大手業者が優良工事を多く抱え、
県内の工事は比較的大きなものでも、県内建設業
者が請け負うようになっており、建設業者の収益環
境は良い。ただ、オリンピック・パラリンピック後の需
要減を懸念するところもあり、新規事業の開拓に動
いているところもある。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、超繁忙期の高値受注からは弱含むとす

る見方が多い。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、駅に近い物件を除き販売が不調となっている。
埼玉県におけるマンションの契約率は、このところ、
好不調の目安といわれる70％を大きく下回って
50％台で推移している。利便性にやや劣る物件は
販売が厳しく、全体に供給、新規着工とも減少して
いる。子育て中の夫婦などで、通勤が楽な都内物件
のニーズが高くなっている影響もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料
との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に、2016年に
大きく増加したことから、空室率の高止まりがみら
れるなど供給過剰の懸念から着工が手控えられて
いたが、1～3月期については前年比で増加となった
模様。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

から、高価格で売れるもの以外の供給は手控えられ
るとみられる。戸建分譲は先行きも安定した状況が
期待されている。一方、貸家は空室率が依然高く現
状程度からやや弱含みの見込み。また、来年10月
の消費増税による駆け込み需要への期待は薄く、
その後の需要減を懸念するところが多かった。

（6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。大雪の影響もあり1月の売上が前年を下回り、2
月も寒い日が続き春物商材の動きが鈍かった。化粧
品などの雑貨が堅調だったが、食料品が前年割れと
なったほか主力の衣料品も減少した模様だ。衣料品
は紳士服・婦人服とも厳しい状況となっているが、入
学・卒業式などで着るオケージョン服は堅調だという。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2017年10～12月期まで10四半
期連続で減少が続いた。昨年の夏（7～9月期）には
前年並み近くまで持ち直していたが、秋には長雨な
どの天候不順の影響もあり再び減少幅が拡大した。
ただ3月に入り気温がようやく上昇し、春物の衣料
品に動きも出てきている。
高額品とインバウンド（訪日外国人）による消費が
堅調な動きとなっている。高額品では高級ブランド
や宝飾品・時計などが順調で、富裕層が顧客である
外商の売上も堅調だという。インバウンド消費は、旅
行者による消費よりもバイヤーによるまとめ買いの
方が目立つようだが、県内百貨店では売上全体に
占める割合も僅かで全体の売上への影響は小さい。
ボリュームゾーンの中間層の消費は勢いを欠い

た状態が続いている。価格志向は依然として根強く、
欲しいもの必要なものだけを買う実需志向も強い。
天候不順で野菜が値上がりしたこともあり、買い上
げ点数を減らす動きがみられたとの指摘もあった。
最近の特徴として、集客と安定収入の確保を狙

いとして、店舗改装し衣料品などの売場を縮小して、
家具・インテリア・ドラッグストア・100円ショップなど
のテナントを誘致する動きがある。
先行きをみると、衣料品は明るい色が売れており

これは回復の兆候との指摘もあったが、県内百貨店
の売上は盛り上がりに欠けており、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、主力の食料品
の売上が前年を上回ったが、衣料品は前年割れと
なったようだ。食料品は前年を上回っているが、天
候不順により野菜の値段が高騰したことも影響して
いる。四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は
昨年4～6月期以降、前年を上回って推移しており、
全体的に上向きの方向にある。
消費者の購買意欲に大きな変化はないようだ。
財布のヒモは固く、価格重視は変わらずシビアな買
い物姿勢が続いている。競合店での食料品や日用
品の値下げの動きもあり、価格面での競争が強まっ
ている。また、食品の取り扱いを増やしているドラッ
グストアなど他業態との競合も激しくなっている。
一方、健康志向の商品や自分のこだわりにあった

ものは売れている。価格が高めでも消費者が価値を
認めたものは売れているようだ。また、最近は「簡
便・即食」商品が人気だという。「簡便」は料理が簡
単に素早く作れる調味料類や、店舗でひと手間か
け手早く調理できる半加工品、フライパン調理のみ
でできる食品など。簡便より簡単な「即食」はレンジ
対応食品、自然解凍冷食などほぼ調理不要で食べ
られる加工食品。単身世帯、高齢者世帯、共働き世
帯が増え、こうした商品への需要が高まっている。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。

今日は「スポーツの力」ということでお話をさせ
ていただきます。私は柔道をやっておりましたが、平
成元年に現役を引退いたしましてからもう30年。
あっという間に時間がたってしまい、すでに指導者
としての時間の方が長くなっておりますので、今は
選手の成長を願う親のような気持ちでスポーツを
見ております。また、ＪＯＣの理事も仰せつかってお
りますので、2020年の東京オリンピックに向けて、
選手の環境面を整える立場にもあります。「アス
リートファースト」がうたわれておりますが、本当に
そうなっているのかという問題ですとか、ドーピング
の問題など、スポーツはさまざまな問題を抱えては
おりますが、されどスポーツ、というところを少しお
話しできればいいなと思っております。

先ず「柔道」からお話しいたします。柔道を創始

したのは嘉納治五郎という方です。オリジナルでつ
くったわけではなく、柔道の前には「柔術」というも
のがありました。剣道は剣術、弓道は弓術というよう
に、ほとんどの格闘技系のものは当初「術」と呼ば
れており、いわゆる戦国時代に発達した武術です。
嘉納先生は子どものころから頭脳明晰でしたが、小
柄で体力には自信がなかったようです。勉強では遅
れはとらないが、体を鍛えて強さでも相手から一目
置かれる人間にならなければ日本のリーダーには
なれないと考え、東京大学への入学と同時に柔術
を習い始めました。我慢を重ねながら3年間が経ち、
そこで先生は、体も強くなったことに加えて、自分の
気持ちをコントロールできるようになったことを実感
したのです。明治の初期、西洋文化がどんどん入っ
てきた時代で、日本古来の武術がすたれはじめて
いましたが、嘉納先生は「この文化は残すべきであ
る。若者が柔術に励むことによって、自分を知り、相
手を知り、コミュニケーションがとれるようになり、自
分をコントロールできるようになる。非常に教育効
果がある。」と主張されました。先生は、相手を倒す
ことを目的とした柔術から、術の習得を手段として、
人間教育を目的とする「柔道」へと進化させ、明治
15年、大学を卒業した22歳の時に、人を育てるこ
とを目的とする「講道館柔道」を創始。そして当時
数多くあった柔術の流派も現在の柔道に統一され

ました。嘉納先生が流派を統一したことが、その後
柔道が世界中に広まり、オリンピック競技にも早く
から採用された要因だと思います。柔道は200を超
える国と地域に広まっており、サッカーやテニスに
次ぐ規模です。嘉納先生の教えが世界に通じたと
いうことですが、やはり人を育てるという精神が世
界の人たちに通じたからだと思います。
嘉納先生は柔道の目的として「自己の完成と世

の補益」の二つを示されています。先生は、真剣勝
負をすることに意義は見出していますが、相手に勝
てとは一言も言っておりません。真剣勝負での緊張
感が自分の反省につながり、それを次のステージや
修行につなげていきなさい。だからこそ「勝ってお
ごらず、負けてくさらず」なのだと言われ、また「世
の中の為になる人間をつくるために柔道はあるの
だよ」と考えておられたようです。
「精力善用・自他共栄」ということも言っておられ
ます。自分の力を最大限善き方向に使いなさい。こ
れは権力にも共通性があると思いますが、人間は
強くなり、力を持つと、その力を使いたくなるもので、
またその機会もたくさんある。その時に使い方を誤
れば、下にいる人間は不幸です。力を授けるときは、
使い方もセットで教えなければならないということを、
先生は考えておられたのだと思います。「自他共
栄」はビジネスにおいてはウィン・ウィンということだ
と思います。柔道が国際化されたのも嘉納先生の
ご尽力だと思いますが、100年以上も前にこのよう
に世界の人たちと一緒に手を取り合って、相手と自
分が共に栄えていくことを提唱されました。柔道精
神はここにあります。嘉納先生がどういう思いで柔
道をつくったのかを指導者は教えていく必要があり
ます。

①自らを律する力
自律する力が養われるところに、スポーツに取り
組む意味や価値があると考えます。それを強く見せ
てくれるのがゴルフではないでしょうか。ゴルフはセ

ルフジャッジの競技で、自分自身の良心が問われま
す。イギリスのスポーツはエリートを養成する目的
のものが多く、ゴルフもその一つだと思います。エ
リート、リーダーになり、人からリスペクトされる人間
は、表裏があってはならず、自分の良心に従って行
動できることが必要です。ゴルフはルールブックの
前にマナーブックがあります。社会のマナーは良心
にもつながりますが、常に自分を律していくことが求
められます。
②自ら立つ力
テニスの試合では、コーチは大声で指示を出す

ことはなく、選手もコーチの顔を見ることは一切あり
ません。つまり試合になったら、自分自身で判断し、
決断し、そして結果を出すことが求められるのです。
それは、社会に出ても同じだということをスポーツ
は教えているのではないかと思います。スポーツに
は唯一の答えはなく、監督やコーチがいいアドバイ
スを与えても、唯一の答えにはならない。選手に必
要なのは、アドバイスを一回自分の中に入れて消化
させて、アウトプットする力であり、それが自分で立
つ力です。自分で考えて、判断して、決断して何か
をすれば必ず結果がついてきます。コーチは、選手
にいい気づきをさせることが仕事だと思います。選
手が自分なりの答えを探し、考えることがいい気づ
きにつながり、考えることが常習化されます。そして
最終的には自問自答できる選手が出てきます。
③社会の仕組みを学ぶ
ラグビーを見ていて私は学びました。世の中とい

うのは、面倒くさくても、時間がかかっても、お隣近
所の人たちを見渡しながらパスをつないで、みんな
で少しずつ前に出てゴールを目指そうよというのが
ラグビーの精神なのだと思います。一人でいくと、
正しいことだってつぶされてしまう。「オール・
フォー・ワン、ワン・フォー・オール」とても素晴らしい
言葉だと思います。一人を説得し、二人を説得し、
だめだったらもう一人というように輪になって行か
ないとだめで、それが民主主義だということにもな
り、それが世の中だよということを多分学ばせてい
るのではないかと思います。

このようにスポーツは、人間が生きていくことに
必要な基礎的なことをいろいろ含んで教えている、
いわば社会の縮図のようなものだと思います。ルー
ルの中で競い合って、お互いを高め合うことを学ぶ。
そして嘉納治五郎先生の「世の補益」のとおり、こ
こで学び培って、経験したものを世の中のために次
のステージで活かしていくことが大切です。

スポーツが伝えてくれるものはたくさんあります。
一つは、人間良いときもあれば、悪いときもある、

これが人生だよ、ということを教えてくれているので
はないかと思います。ずっと右肩上がりに良い選手
なんてほとんどいません。良いときもあれば、悪い
時もある。だから面白いし、恐らく人生も同じなので
はないかと思います。
二つ目に、自分一人で成し遂げられることはとて

も少ないということです。オリンピックメダリストの
主役は表に出てきますが、その後ろにはたくさんの
スタッフがいます。指導者をはじめ、技術的な調整
の担当者、アナリストなどです。今はオーケストラ化
といわれておりまして、真ん中に選手がいて、周りに
選手を支える大勢のスタッフがいてチームをつくっ
ています。おそらく企業でも同じだと思いますが、
チームの真ん中から一番外側まで、すべての人が
勝利に向かって同じベクトルで頑張っているチーム
が強いです。大事なのはハーモニーです。
三つ目は、ルールの中でフェアに競い合うことで

す。ルールの中でフェアに競い合うことによって生
み出されるものは「敵」ではなく、ライバルですが
「友」です。そして人間の進化は競い合うことによっ
て生まれるのだと私は思います。フェアに戦いなが
らお互いに切磋琢磨して成長していくということで
す。挑戦がなければ進化はしません。そこがスポー
ツの素晴らしさです。平昌オリンピックでの、スケー
トの小平選手と韓国のイ・サンファ選手。スノーボー
ドの平野選手とアメリカのショーン・ホワイト選手、ロ
スアンゼルスオリンピック柔道の山下選手とラシュ

不可欠な要素なのだと思います。

資源のない日本では人こそが財産であると私自
身は思っています。チャンピオンになる人間は、良い
意味で変わっています。これは褒め言葉です。つま
り強い個性がなければ頂点に立つことはできないと
いうことです。突き抜けることができないのです。批
判を恐れず、受け止める力が大切です。自分が強く
なるためには何が必要なのか。私は、孤高の存在、
孤高の精神が必要だと考えます。私も柔道界では
ずっと生意気だと言われてきました。私の恩師から
は「出る杭は打たれる。でもお前はいくら言っても聞
かないし、その生意気は直らないから、思い切って
出すぎてしまえ」と言われてしまいました。「出過ぎ
た杭は打たれない」これは大事なことだと思います。
時代が変われば、スポーツで求められる人材、必
要な資質や能力も変わります。いまのオリンピック
選手たちに「どういう気持ちで戦いたいですか」と
聞くと10人いたら10人が「楽しんできたいと思いま
す」と答えます。私たちのころは「歯をくいしばれ、
死ぬ気でやってこい」と言われました。これが時代
の変化だと思います。
私が生まれ育った時代は『巨人の星』です。根性

と我慢です。その頃、1960年代は製造業が中心で、
我慢と根性でひたすら頑張ることで日本をつくり上
げてきており、スポーツがそれを体現していました。
体が小さくても、恵まれていなくても我慢と根性が
あればやれるのだというのを見せていました。でも
今は我慢と根性を発揮するのはロボットです。人間
に求められるものは何かといえば、もっとクリエイ
ティブに、ゼロから何かを編み出せるような力だと
思います。スポーツでも我慢強く、従順なだけでなく、
クリエイティブな人間が求められています。
やはり世界で突き抜けられるのは強い個性です。
人と違ったものの見方、考え方、アプローチの仕方
といったものが必要になってくるだろうと思います。
今どきの若者には力があると思っています。私たち

の世代が、社会が若者の力をどう生かしていけるか
です。あまり注文をつけるのではなくて、本当に下支
えするように、彼らの能力を引き出してあげる、そし
て許容していくことが大事なのかなと思っています。

勝敗を分けるのは100分の1秒の世界です。そ
の僅かな差を見つけるために必要なのは何かとい
うとオープンマインドです。要するに、思い込みでこ
れはこうだと思ってみるな、これはこうだと思ってや
るな。こちらから見てみようとか、こう考えてみよう
という柔軟なオープンマインドが必要で大切です。
私はロバート・ケネディ氏の次の言葉が好きです。
「人は現状がなぜ（Why）こうなのかを問う。私
はまだ実現できないことを夢見てなぜできないか
（Why not）を問う」。なぜできないのか、「やってみ
ようよ」というとてもポジティブな言葉です。
また、フェイスブックのＣＯＯシェリル・サンドバー
グ氏の「ロケットに乗せてあげると言われたら、どの
席？なんて聞くことはないわ！とにかく乗ればいいの
よ」先ずはあれこれ考えずに挑戦してみようよ。そ
こから何か変わるかもしれないということを言って
います。こちらもポジティブで好きな言葉です。
今日は「スポーツの力」ということでお話しさせ

ていただきました。スポーツは万能であるとは思っ
ておりません。ドーピングやスポーツの政治利用な
ど、負の側面もあると思います。しかし選手たちの
頑張りを見ていると、やはり私たちを鼓舞したり、励
ましたり、インスパイアする力があると思います。多
くの人たちに応援をいただいて2020年の東京オリ
ンピックを盛り上げていき、未来を担う子どもや若
者がインスパイアされる大会になってほしいと思っ
ております。私としては、多くの日本選手や海外の
選手たちがベストを尽くして戦える環境をつくって
いくことが仕事かなと思っております。
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）

人こそ財産。どんな人間を育てるのか？

勝敗をわける僅かな差！
僅かな差を見つけるためのOpen mind！

スポーツが伝えてくれるものは・・・

ワン選手、これらはまさにライバルであり「友」であ
るということを見せてくれています。そこがスポーツ
の素晴らしさだと思います。

オリンピックからは「多様性とチームワーク」が見
えてきます。いま多様性の大切さが語られますが、
オリンピックはその宝庫であり、本当にそれを体現
していると思います。あれだけの国が一堂に会して、
ひとつのルールの中で競い合う。その競争がス
ポーツの進化を生んでいます。いかに多様性が進
化を生むかということです。
バックグラウンドが違っていたり、考え方が違う人
間が、同じ目的や目標に向かって頑張れるのが本
当のチームワークだといわれます。オリンピックのス
ピードスケートのチームもそうですが、多くの外国
人のコーチたちが日本チームに入って支援をしてく
れています。まさに多様性です。今までの日本チー
ムの伝統的なスタイルだとか、いろいろな考え方が
あるわけです。いや、そうじゃないだろうとか、様々
な意見が飛び交いますが、金メダルを獲るという目
標は一緒だよね、ということでまとまればメダルに
近づくということを見せてくれました。
努力は人を裏切らないとよくいわれますが、裏切

ることもあります。スポーツは残酷で、私の周りには
努力しても負けている人がたくさんいます。しかし、
裏切られたからだめということではなくて、夢をもつ
とか、上を目指すことが大事なのではないか。やは
り、夢があるから頑張れて、強くなれるのだと思いま
す。そして、選手たちの頑張る姿を見ていますと、人
間のひたすらに、ひたむきに頑張ることの尊さを感
じます。人間にとって、そういうひたむきに頑張る時
期は必要なのではないかと思います。
スポーツになぜ多くの企業が協賛をしてくれるの
か、なぜ応援をしてくれるのかというと、おそらく企
業が目指しているものや、向かうべきところに、ス
ポーツの精神に似たところがあるのではないかと
思っています。スポーツの精神は企業の成長にも

オリンピックから見えてくるものは・・・
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（1） 一般機械…前年を若干下回る
一般機械の生産動向をみると、県内の一般機械

（はん用機械＋生産用機械＋業務用機械）の鉱工業
生産指数は、昨年4～6月期が前年比＋7.6％、7～9
月期が同＋18.1％、10～12月期が同＋5.1％と、3
四半期連続で前年を上回っていたが、フラットパネ
ル・ディスプレイ製造装置や医療用機械器具などの
減速を受けて、本年1月は、同▲12.2％と前年を下
回った。1～3月期を通してみても、前年の水準を若
干下回った模様である。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、スマート
フォン向けを中心に、昨年後半は好調に推移したが、
昨秋発売された新型iPhoneの売れ行きが、メー
カー側の想定を下回ったことなどもあって、足元の
生産が一服したようだ。昨年秋口まで好調だった医
療用機械器具もやや弱含んでいる。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
昨年前半まで高い伸びを続けてきた空気圧機器

は、秋口以降、若干伸びが鈍化したものの、引き続

の管理システムなどに組み込まれる電気関連の部
品である。また、組み込まれた機械は海外へ輸出さ
れることも多い。産業向けの電気機械は、景気や設
備投資の持ち直しに加え、企業の情報システムの
高度化や大型化などにより、全体に好調に推移して
きたが、ここにきて一服感もみられる。
情報通信機器は、2017年2月以降、大手電機メー

カーの県内工場での携帯電話等の生産が停止され
たことの影響もあるが、ここ数年で大きく減少した。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も輸出や設備投資が堅調なことから、高水
準を持続するとみられる。先行きの懸念材料として
は、海外経済や、スマートフォンの需要動向があり、
注意が必要である。

（3） 輸送機械…生産は前年並み
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年をやや下回った。前年割れは昨年10～12月期に
続き2四半期連続となった。軽自動車は前年を上
回ったが、無資格検査問題の影響や2016年後半
からの新型車効果が薄れたことで、登録車（普通＋
小型乗用車）は減少した。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指

が難しくなったとの声も聞かれた。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ
られることから、部品メーカーの生産も横ばいから
やや前年を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかながらも上回る
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足から、鉄筋コンクリート造を避け、鉄
骨造を選ぶ動きが続いていたが、足元では、鉄骨を
組むファブリケーターの処理能力に余裕がなくなっ
ていることに加え、現場の建設労働者の不足感が
一服してきたこともあって、鉄筋コンクリート造の着
工はやや持ち直している。これに伴って、1～3月期
の棒鋼の生産についても、前年をわずかながらも上
回ったとみられる。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は着工が一段落している。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れる鉄筋コンクリー
ト造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工法
と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材などを利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
を鉄骨造で立ち上げるケースがみられる。
マンションについても、都内で１億円を超えるよう

な高額物件には、引き続き投資物件としてのニーズ
があるものの、実需中心の郊外型のマンションは
建設費用の上昇を受けて、販売が落ち込んでいる。
マンション販売業者の多くは、発売戸数の絞り込み
で対応しようとしているものの、一部では値引きを
余儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な

き前年を上回る水準で推移している。歯車について
も、自動車向けが減少したことなどから、このところ
やや弱含んでいるものの、省力化機器向けが堅調
なこともあって、前年並みの水準を維持している。
足元で一旦足踏みとなった一般機械だが、フラッ

トパネル・ディスプレイ製造装置は、本格的な4Ｋ放
送の開始を控えて、大画面ＴＶ向けの需要が見込
まれている。足元の受注状況が比較的底堅いことも
あって、先行きの一般機械については、前年の水準
を上回って推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや下回る
1～3月期の電気機械の生産は、前年に比べ減少

となった模様である。電気機械の生産を四半期毎
にみると、2016年1～3月期より2017年7～9月期
まで増加を続けてきたが、10～12月期より減少と
なった。電気機械の生産には一服感がみられる。た
だ、比較的長い期間増勢を続けてきたことから、水
準は高く、踊り場的な動きとみるところもある。
好調を続けてきた、電子部品・デバイスの生産もこ

こにきてやや減少している。中国でのスマートフォン
の売れ行きが鈍ってきていることや、新製品の生産
も期待したほど伸びなかったことなどから、県内で関
連部品の生産を行っているところも、生産をやや手
控える動きもみられる。エアコンや白物家電は中国、
東南アジアなどでの需要は強く、製品の高度化も続
いており、こうした製品向けの電子部品・デバイスの
生産は堅調に推移している模様。また、自動車向け
は種類や点数が増加している。こうした部品では、高
い安全性、信頼性が求められることから、国内生産
の優位性はしばらく続くと考えられている。県内企業
でも需給や価格が不安定なスマートフォン向けから
自動車向けにウエイトを移しているところもみられる。
電気機械は消費者向けの完成品である家電は
少なく、産業向けが多くなっている。現在、県内で生
産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報

数は、昨年7～9月期が前年比▲1.2％、10～12月期
は同▲9.7％と販売動向を反映して2四半期連続で
減少した。1月の鉱工業生産指数は同▲6.5％と前年
を下回ったが、1～3月期全体では前年並みとなった
模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販売台数は、
マイナーチェンジ車の投入効果もあり上向いており、
これを反映し県内生産も増加しているとみられる。
先行きも、マイナーチェンジを含め新型車の発売

が予想され、販売は強含むとみられ、県内生産も前
年をやや上回って推移すると予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。昨年9月の排ガス規制強化に伴
う駆け込み購入の反動減もあり、国内販売は弱含
んでいたが足元では上向いており、国内向けの生産
も持ち直しているとみられる。国内向けは、ネット通
販の拡大による物流需要、首都圏の再開発や東京
オリンピックに向けた需要もあり底堅く推移している。
減少していた海外向けも東南アジア向けなどを中
心に持ち直しているようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きも生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みで推移したとみられることから、自動車
部品の生産も前年並みとなった模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻になり、時給

を上げても工場での派遣社員やパートタイムの採用

姿勢を続けている。
原材料であるスクラップの価格が上昇している。

中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネシアなどへ
の輸出が伸びており、スクラップ価格を押し上げて
いる。電気料金は比較的落ち着いているものの、消
耗品である電極などの副資材価格も大幅に上昇し
ている。製品価格とのスプレッド縮小に伴って、鉄鋼
メーカーの収益は大幅に悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に工事受注残を抱えてお

り、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の施設整備案件なども本格化している。4～6
月期の鉄鋼の生産については、引き続き前年をや
や上回る程度の水準で推移するとみられる。
県内の鉄鋼製品については、米国の鉄鋼輸入関
税に伴う直接的な影響は見込まれていないものの、
これまでアジア諸国などから米国へ輸出されていた
製品が広く出回れば、鉄鋼製品価格の値下がりに
つながることが懸念される。先行きもスクラップ価
格の上昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド
改善の動きは後手に回らざるをえないことから、収
益面では厳しい状況が続く可能性が高い。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管についてはやや弱め
に推移しているものの、工作機械向けが比較的底
堅い動きになっている。鋳物の生産は足元で徐々に

持ち直している。
4～6月期についても、受注状況が改善しているこ

ともあり、引き続き鋳物の生産は前年を上回って推
移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
下回った。ただ、手持ち工事量は多く、都内の大手
業者が繁忙なため、県内業者の受注状況は価格面
を含めて良好であり、相応の収益を確保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路など公共施
設の改修・補修、耐震工事が多く、新規の建設案件
は少ない。なお、2019年秋のラグビーワールドカッ
プ開催に向け、改修工事が進んでいる熊谷ラクビー
場は、本体工事は都内の大手業者が受注している
が、地元業者も周辺整備を含め繁忙となっている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラの改修などが期待されている。価格面では今後
もしばらくは変わらない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年に比べほぼ
横ばいの推移となっている。埼玉県の2017年の非
居住用の建築着工床面積は前年比26.1％増で
あったことなど、工事量は高い水準にある。種類別
では引き続き建て替え、補修を含めて病院、介護関
連などの医療・福祉施設が多い。また、企業の収益
が回復してきたことなどから、工場やビルのリフォー
ム、物流関連や商業、サービス関連の新設工事も出
てきている。都内の大手業者が優良工事を多く抱え、
県内の工事は比較的大きなものでも、県内建設業
者が請け負うようになっており、建設業者の収益環
境は良い。ただ、オリンピック・パラリンピック後の需
要減を懸念するところもあり、新規事業の開拓に動
いているところもある。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、超繁忙期の高値受注からは弱含むとす

る見方が多い。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、駅に近い物件を除き販売が不調となっている。
埼玉県におけるマンションの契約率は、このところ、
好不調の目安といわれる70％を大きく下回って
50％台で推移している。利便性にやや劣る物件は
販売が厳しく、全体に供給、新規着工とも減少して
いる。子育て中の夫婦などで、通勤が楽な都内物件
のニーズが高くなっている影響もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料
との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に、2016年に
大きく増加したことから、空室率の高止まりがみら
れるなど供給過剰の懸念から着工が手控えられて
いたが、1～3月期については前年比で増加となった
模様。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

から、高価格で売れるもの以外の供給は手控えられ
るとみられる。戸建分譲は先行きも安定した状況が
期待されている。一方、貸家は空室率が依然高く現
状程度からやや弱含みの見込み。また、来年10月
の消費増税による駆け込み需要への期待は薄く、
その後の需要減を懸念するところが多かった。

（6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。大雪の影響もあり1月の売上が前年を下回り、2
月も寒い日が続き春物商材の動きが鈍かった。化粧
品などの雑貨が堅調だったが、食料品が前年割れと
なったほか主力の衣料品も減少した模様だ。衣料品
は紳士服・婦人服とも厳しい状況となっているが、入
学・卒業式などで着るオケージョン服は堅調だという。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2017年10～12月期まで10四半
期連続で減少が続いた。昨年の夏（7～9月期）には
前年並み近くまで持ち直していたが、秋には長雨な
どの天候不順の影響もあり再び減少幅が拡大した。
ただ3月に入り気温がようやく上昇し、春物の衣料
品に動きも出てきている。
高額品とインバウンド（訪日外国人）による消費が
堅調な動きとなっている。高額品では高級ブランド
や宝飾品・時計などが順調で、富裕層が顧客である
外商の売上も堅調だという。インバウンド消費は、旅
行者による消費よりもバイヤーによるまとめ買いの
方が目立つようだが、県内百貨店では売上全体に
占める割合も僅かで全体の売上への影響は小さい。
ボリュームゾーンの中間層の消費は勢いを欠い

た状態が続いている。価格志向は依然として根強く、
欲しいもの必要なものだけを買う実需志向も強い。
天候不順で野菜が値上がりしたこともあり、買い上
げ点数を減らす動きがみられたとの指摘もあった。
最近の特徴として、集客と安定収入の確保を狙

いとして、店舗改装し衣料品などの売場を縮小して、
家具・インテリア・ドラッグストア・100円ショップなど
のテナントを誘致する動きがある。
先行きをみると、衣料品は明るい色が売れており

これは回復の兆候との指摘もあったが、県内百貨店
の売上は盛り上がりに欠けており、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、主力の食料品
の売上が前年を上回ったが、衣料品は前年割れと
なったようだ。食料品は前年を上回っているが、天
候不順により野菜の値段が高騰したことも影響して
いる。四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は
昨年4～6月期以降、前年を上回って推移しており、
全体的に上向きの方向にある。
消費者の購買意欲に大きな変化はないようだ。
財布のヒモは固く、価格重視は変わらずシビアな買
い物姿勢が続いている。競合店での食料品や日用
品の値下げの動きもあり、価格面での競争が強まっ
ている。また、食品の取り扱いを増やしているドラッ
グストアなど他業態との競合も激しくなっている。
一方、健康志向の商品や自分のこだわりにあった

ものは売れている。価格が高めでも消費者が価値を
認めたものは売れているようだ。また、最近は「簡
便・即食」商品が人気だという。「簡便」は料理が簡
単に素早く作れる調味料類や、店舗でひと手間か
け手早く調理できる半加工品、フライパン調理のみ
でできる食品など。簡便より簡単な「即食」はレンジ
対応食品、自然解凍冷食などほぼ調理不要で食べ
られる加工食品。単身世帯、高齢者世帯、共働き世
帯が増え、こうした商品への需要が高まっている。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。

今日は「スポーツの力」ということでお話をさせ
ていただきます。私は柔道をやっておりましたが、平
成元年に現役を引退いたしましてからもう30年。
あっという間に時間がたってしまい、すでに指導者
としての時間の方が長くなっておりますので、今は
選手の成長を願う親のような気持ちでスポーツを
見ております。また、ＪＯＣの理事も仰せつかってお
りますので、2020年の東京オリンピックに向けて、
選手の環境面を整える立場にもあります。「アス
リートファースト」がうたわれておりますが、本当に
そうなっているのかという問題ですとか、ドーピング
の問題など、スポーツはさまざまな問題を抱えては
おりますが、されどスポーツ、というところを少しお
話しできればいいなと思っております。

先ず「柔道」からお話しいたします。柔道を創始

したのは嘉納治五郎という方です。オリジナルでつ
くったわけではなく、柔道の前には「柔術」というも
のがありました。剣道は剣術、弓道は弓術というよう
に、ほとんどの格闘技系のものは当初「術」と呼ば
れており、いわゆる戦国時代に発達した武術です。
嘉納先生は子どものころから頭脳明晰でしたが、小
柄で体力には自信がなかったようです。勉強では遅
れはとらないが、体を鍛えて強さでも相手から一目
置かれる人間にならなければ日本のリーダーには
なれないと考え、東京大学への入学と同時に柔術
を習い始めました。我慢を重ねながら3年間が経ち、
そこで先生は、体も強くなったことに加えて、自分の
気持ちをコントロールできるようになったことを実感
したのです。明治の初期、西洋文化がどんどん入っ
てきた時代で、日本古来の武術がすたれはじめて
いましたが、嘉納先生は「この文化は残すべきであ
る。若者が柔術に励むことによって、自分を知り、相
手を知り、コミュニケーションがとれるようになり、自
分をコントロールできるようになる。非常に教育効
果がある。」と主張されました。先生は、相手を倒す
ことを目的とした柔術から、術の習得を手段として、
人間教育を目的とする「柔道」へと進化させ、明治
15年、大学を卒業した22歳の時に、人を育てるこ
とを目的とする「講道館柔道」を創始。そして当時
数多くあった柔術の流派も現在の柔道に統一され

ました。嘉納先生が流派を統一したことが、その後
柔道が世界中に広まり、オリンピック競技にも早く
から採用された要因だと思います。柔道は200を超
える国と地域に広まっており、サッカーやテニスに
次ぐ規模です。嘉納先生の教えが世界に通じたと
いうことですが、やはり人を育てるという精神が世
界の人たちに通じたからだと思います。
嘉納先生は柔道の目的として「自己の完成と世

の補益」の二つを示されています。先生は、真剣勝
負をすることに意義は見出していますが、相手に勝
てとは一言も言っておりません。真剣勝負での緊張
感が自分の反省につながり、それを次のステージや
修行につなげていきなさい。だからこそ「勝ってお
ごらず、負けてくさらず」なのだと言われ、また「世
の中の為になる人間をつくるために柔道はあるの
だよ」と考えておられたようです。
「精力善用・自他共栄」ということも言っておられ
ます。自分の力を最大限善き方向に使いなさい。こ
れは権力にも共通性があると思いますが、人間は
強くなり、力を持つと、その力を使いたくなるもので、
またその機会もたくさんある。その時に使い方を誤
れば、下にいる人間は不幸です。力を授けるときは、
使い方もセットで教えなければならないということを、
先生は考えておられたのだと思います。「自他共
栄」はビジネスにおいてはウィン・ウィンということだ
と思います。柔道が国際化されたのも嘉納先生の
ご尽力だと思いますが、100年以上も前にこのよう
に世界の人たちと一緒に手を取り合って、相手と自
分が共に栄えていくことを提唱されました。柔道精
神はここにあります。嘉納先生がどういう思いで柔
道をつくったのかを指導者は教えていく必要があり
ます。

①自らを律する力
自律する力が養われるところに、スポーツに取り
組む意味や価値があると考えます。それを強く見せ
てくれるのがゴルフではないでしょうか。ゴルフはセ

ルフジャッジの競技で、自分自身の良心が問われま
す。イギリスのスポーツはエリートを養成する目的
のものが多く、ゴルフもその一つだと思います。エ
リート、リーダーになり、人からリスペクトされる人間
は、表裏があってはならず、自分の良心に従って行
動できることが必要です。ゴルフはルールブックの
前にマナーブックがあります。社会のマナーは良心
にもつながりますが、常に自分を律していくことが求
められます。
②自ら立つ力
テニスの試合では、コーチは大声で指示を出す

ことはなく、選手もコーチの顔を見ることは一切あり
ません。つまり試合になったら、自分自身で判断し、
決断し、そして結果を出すことが求められるのです。
それは、社会に出ても同じだということをスポーツ
は教えているのではないかと思います。スポーツに
は唯一の答えはなく、監督やコーチがいいアドバイ
スを与えても、唯一の答えにはならない。選手に必
要なのは、アドバイスを一回自分の中に入れて消化
させて、アウトプットする力であり、それが自分で立
つ力です。自分で考えて、判断して、決断して何か
をすれば必ず結果がついてきます。コーチは、選手
にいい気づきをさせることが仕事だと思います。選
手が自分なりの答えを探し、考えることがいい気づ
きにつながり、考えることが常習化されます。そして
最終的には自問自答できる選手が出てきます。
③社会の仕組みを学ぶ
ラグビーを見ていて私は学びました。世の中とい

うのは、面倒くさくても、時間がかかっても、お隣近
所の人たちを見渡しながらパスをつないで、みんな
で少しずつ前に出てゴールを目指そうよというのが
ラグビーの精神なのだと思います。一人でいくと、
正しいことだってつぶされてしまう。「オール・
フォー・ワン、ワン・フォー・オール」とても素晴らしい
言葉だと思います。一人を説得し、二人を説得し、
だめだったらもう一人というように輪になって行か
ないとだめで、それが民主主義だということにもな
り、それが世の中だよということを多分学ばせてい
るのではないかと思います。

このようにスポーツは、人間が生きていくことに
必要な基礎的なことをいろいろ含んで教えている、
いわば社会の縮図のようなものだと思います。ルー
ルの中で競い合って、お互いを高め合うことを学ぶ。
そして嘉納治五郎先生の「世の補益」のとおり、こ
こで学び培って、経験したものを世の中のために次
のステージで活かしていくことが大切です。

スポーツが伝えてくれるものはたくさんあります。
一つは、人間良いときもあれば、悪いときもある、

これが人生だよ、ということを教えてくれているので
はないかと思います。ずっと右肩上がりに良い選手
なんてほとんどいません。良いときもあれば、悪い
時もある。だから面白いし、恐らく人生も同じなので
はないかと思います。
二つ目に、自分一人で成し遂げられることはとて

も少ないということです。オリンピックメダリストの
主役は表に出てきますが、その後ろにはたくさんの
スタッフがいます。指導者をはじめ、技術的な調整
の担当者、アナリストなどです。今はオーケストラ化
といわれておりまして、真ん中に選手がいて、周りに
選手を支える大勢のスタッフがいてチームをつくっ
ています。おそらく企業でも同じだと思いますが、
チームの真ん中から一番外側まで、すべての人が
勝利に向かって同じベクトルで頑張っているチーム
が強いです。大事なのはハーモニーです。
三つ目は、ルールの中でフェアに競い合うことで

す。ルールの中でフェアに競い合うことによって生
み出されるものは「敵」ではなく、ライバルですが
「友」です。そして人間の進化は競い合うことによっ
て生まれるのだと私は思います。フェアに戦いなが
らお互いに切磋琢磨して成長していくということで
す。挑戦がなければ進化はしません。そこがスポー
ツの素晴らしさです。平昌オリンピックでの、スケー
トの小平選手と韓国のイ・サンファ選手。スノーボー
ドの平野選手とアメリカのショーン・ホワイト選手、ロ
スアンゼルスオリンピック柔道の山下選手とラシュ

不可欠な要素なのだと思います。

資源のない日本では人こそが財産であると私自
身は思っています。チャンピオンになる人間は、良い
意味で変わっています。これは褒め言葉です。つま
り強い個性がなければ頂点に立つことはできないと
いうことです。突き抜けることができないのです。批
判を恐れず、受け止める力が大切です。自分が強く
なるためには何が必要なのか。私は、孤高の存在、
孤高の精神が必要だと考えます。私も柔道界では
ずっと生意気だと言われてきました。私の恩師から
は「出る杭は打たれる。でもお前はいくら言っても聞
かないし、その生意気は直らないから、思い切って
出すぎてしまえ」と言われてしまいました。「出過ぎ
た杭は打たれない」これは大事なことだと思います。
時代が変われば、スポーツで求められる人材、必
要な資質や能力も変わります。いまのオリンピック
選手たちに「どういう気持ちで戦いたいですか」と
聞くと10人いたら10人が「楽しんできたいと思いま
す」と答えます。私たちのころは「歯をくいしばれ、
死ぬ気でやってこい」と言われました。これが時代
の変化だと思います。
私が生まれ育った時代は『巨人の星』です。根性

と我慢です。その頃、1960年代は製造業が中心で、
我慢と根性でひたすら頑張ることで日本をつくり上
げてきており、スポーツがそれを体現していました。
体が小さくても、恵まれていなくても我慢と根性が
あればやれるのだというのを見せていました。でも
今は我慢と根性を発揮するのはロボットです。人間
に求められるものは何かといえば、もっとクリエイ
ティブに、ゼロから何かを編み出せるような力だと
思います。スポーツでも我慢強く、従順なだけでなく、
クリエイティブな人間が求められています。
やはり世界で突き抜けられるのは強い個性です。
人と違ったものの見方、考え方、アプローチの仕方
といったものが必要になってくるだろうと思います。
今どきの若者には力があると思っています。私たち

の世代が、社会が若者の力をどう生かしていけるか
です。あまり注文をつけるのではなくて、本当に下支
えするように、彼らの能力を引き出してあげる、そし
て許容していくことが大事なのかなと思っています。

勝敗を分けるのは100分の1秒の世界です。そ
の僅かな差を見つけるために必要なのは何かとい
うとオープンマインドです。要するに、思い込みでこ
れはこうだと思ってみるな、これはこうだと思ってや
るな。こちらから見てみようとか、こう考えてみよう
という柔軟なオープンマインドが必要で大切です。
私はロバート・ケネディ氏の次の言葉が好きです。
「人は現状がなぜ（Why）こうなのかを問う。私
はまだ実現できないことを夢見てなぜできないか
（Why not）を問う」。なぜできないのか、「やってみ
ようよ」というとてもポジティブな言葉です。
また、フェイスブックのＣＯＯシェリル・サンドバー
グ氏の「ロケットに乗せてあげると言われたら、どの
席？なんて聞くことはないわ！とにかく乗ればいいの
よ」先ずはあれこれ考えずに挑戦してみようよ。そ
こから何か変わるかもしれないということを言って
います。こちらもポジティブで好きな言葉です。
今日は「スポーツの力」ということでお話しさせ

ていただきました。スポーツは万能であるとは思っ
ておりません。ドーピングやスポーツの政治利用な
ど、負の側面もあると思います。しかし選手たちの
頑張りを見ていると、やはり私たちを鼓舞したり、励
ましたり、インスパイアする力があると思います。多
くの人たちに応援をいただいて2020年の東京オリ
ンピックを盛り上げていき、未来を担う子どもや若
者がインスパイアされる大会になってほしいと思っ
ております。私としては、多くの日本選手や海外の
選手たちがベストを尽くして戦える環境をつくって
いくことが仕事かなと思っております。
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）

人こそ財産。どんな人間を育てるのか？

勝敗をわける僅かな差！
僅かな差を見つけるためのOpen mind！

スポーツが伝えてくれるものは・・・

ワン選手、これらはまさにライバルであり「友」であ
るということを見せてくれています。そこがスポーツ
の素晴らしさだと思います。

オリンピックからは「多様性とチームワーク」が見
えてきます。いま多様性の大切さが語られますが、
オリンピックはその宝庫であり、本当にそれを体現
していると思います。あれだけの国が一堂に会して、
ひとつのルールの中で競い合う。その競争がス
ポーツの進化を生んでいます。いかに多様性が進
化を生むかということです。
バックグラウンドが違っていたり、考え方が違う人
間が、同じ目的や目標に向かって頑張れるのが本
当のチームワークだといわれます。オリンピックのス
ピードスケートのチームもそうですが、多くの外国
人のコーチたちが日本チームに入って支援をしてく
れています。まさに多様性です。今までの日本チー
ムの伝統的なスタイルだとか、いろいろな考え方が
あるわけです。いや、そうじゃないだろうとか、様々
な意見が飛び交いますが、金メダルを獲るという目
標は一緒だよね、ということでまとまればメダルに
近づくということを見せてくれました。
努力は人を裏切らないとよくいわれますが、裏切

ることもあります。スポーツは残酷で、私の周りには
努力しても負けている人がたくさんいます。しかし、
裏切られたからだめということではなくて、夢をもつ
とか、上を目指すことが大事なのではないか。やは
り、夢があるから頑張れて、強くなれるのだと思いま
す。そして、選手たちの頑張る姿を見ていますと、人
間のひたすらに、ひたむきに頑張ることの尊さを感
じます。人間にとって、そういうひたむきに頑張る時
期は必要なのではないかと思います。
スポーツになぜ多くの企業が協賛をしてくれるの
か、なぜ応援をしてくれるのかというと、おそらく企
業が目指しているものや、向かうべきところに、ス
ポーツの精神に似たところがあるのではないかと
思っています。スポーツの精神は企業の成長にも

オリンピックから見えてくるものは・・・
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埼玉県における産業動向と見通し
生産は緩やかに持ち直し、先行きも持ち直しの動きが続くとみられる

（1） 一般機械…前年を若干下回る
一般機械の生産動向をみると、県内の一般機械

（はん用機械＋生産用機械＋業務用機械）の鉱工業
生産指数は、昨年4～6月期が前年比＋7.6％、7～9
月期が同＋18.1％、10～12月期が同＋5.1％と、3
四半期連続で前年を上回っていたが、フラットパネ
ル・ディスプレイ製造装置や医療用機械器具などの
減速を受けて、本年1月は、同▲12.2％と前年を下
回った。1～3月期を通してみても、前年の水準を若
干下回った模様である。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、スマート
フォン向けを中心に、昨年後半は好調に推移したが、
昨秋発売された新型iPhoneの売れ行きが、メー
カー側の想定を下回ったことなどもあって、足元の
生産が一服したようだ。昨年秋口まで好調だった医
療用機械器具もやや弱含んでいる。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
昨年前半まで高い伸びを続けてきた空気圧機器

は、秋口以降、若干伸びが鈍化したものの、引き続

概況 主要産業の動向

の管理システムなどに組み込まれる電気関連の部
品である。また、組み込まれた機械は海外へ輸出さ
れることも多い。産業向けの電気機械は、景気や設
備投資の持ち直しに加え、企業の情報システムの
高度化や大型化などにより、全体に好調に推移して
きたが、ここにきて一服感もみられる。
情報通信機器は、2017年2月以降、大手電機メー

カーの県内工場での携帯電話等の生産が停止され
たことの影響もあるが、ここ数年で大きく減少した。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も輸出や設備投資が堅調なことから、高水
準を持続するとみられる。先行きの懸念材料として
は、海外経済や、スマートフォンの需要動向があり、
注意が必要である。

（3） 輸送機械…生産は前年並み
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年をやや下回った。前年割れは昨年10～12月期に
続き2四半期連続となった。軽自動車は前年を上
回ったが、無資格検査問題の影響や2016年後半
からの新型車効果が薄れたことで、登録車（普通＋
小型乗用車）は減少した。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指

が難しくなったとの声も聞かれた。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ
られることから、部品メーカーの生産も横ばいから
やや前年を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかながらも上回る
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足から、鉄筋コンクリート造を避け、鉄
骨造を選ぶ動きが続いていたが、足元では、鉄骨を
組むファブリケーターの処理能力に余裕がなくなっ
ていることに加え、現場の建設労働者の不足感が
一服してきたこともあって、鉄筋コンクリート造の着
工はやや持ち直している。これに伴って、1～3月期
の棒鋼の生産についても、前年をわずかながらも上
回ったとみられる。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は着工が一段落している。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れる鉄筋コンクリー
ト造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工法
と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材などを利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
を鉄骨造で立ち上げるケースがみられる。
マンションについても、都内で１億円を超えるよう

な高額物件には、引き続き投資物件としてのニーズ
があるものの、実需中心の郊外型のマンションは
建設費用の上昇を受けて、販売が落ち込んでいる。
マンション販売業者の多くは、発売戸数の絞り込み
で対応しようとしているものの、一部では値引きを
余儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な

き前年を上回る水準で推移している。歯車について
も、自動車向けが減少したことなどから、このところ
やや弱含んでいるものの、省力化機器向けが堅調
なこともあって、前年並みの水準を維持している。
足元で一旦足踏みとなった一般機械だが、フラッ

トパネル・ディスプレイ製造装置は、本格的な4Ｋ放
送の開始を控えて、大画面ＴＶ向けの需要が見込
まれている。足元の受注状況が比較的底堅いことも
あって、先行きの一般機械については、前年の水準
を上回って推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや下回る
1～3月期の電気機械の生産は、前年に比べ減少

となった模様である。電気機械の生産を四半期毎
にみると、2016年1～3月期より2017年7～9月期
まで増加を続けてきたが、10～12月期より減少と
なった。電気機械の生産には一服感がみられる。た
だ、比較的長い期間増勢を続けてきたことから、水
準は高く、踊り場的な動きとみるところもある。
好調を続けてきた、電子部品・デバイスの生産もこ

こにきてやや減少している。中国でのスマートフォン
の売れ行きが鈍ってきていることや、新製品の生産
も期待したほど伸びなかったことなどから、県内で関
連部品の生産を行っているところも、生産をやや手
控える動きもみられる。エアコンや白物家電は中国、
東南アジアなどでの需要は強く、製品の高度化も続
いており、こうした製品向けの電子部品・デバイスの
生産は堅調に推移している模様。また、自動車向け
は種類や点数が増加している。こうした部品では、高
い安全性、信頼性が求められることから、国内生産
の優位性はしばらく続くと考えられている。県内企業
でも需給や価格が不安定なスマートフォン向けから
自動車向けにウエイトを移しているところもみられる。
電気機械は消費者向けの完成品である家電は
少なく、産業向けが多くなっている。現在、県内で生
産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報

数は、昨年7～9月期が前年比▲1.2％、10～12月期
は同▲9.7％と販売動向を反映して2四半期連続で
減少した。1月の鉱工業生産指数は同▲6.5％と前年
を下回ったが、1～3月期全体では前年並みとなった
模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販売台数は、
マイナーチェンジ車の投入効果もあり上向いており、
これを反映し県内生産も増加しているとみられる。
先行きも、マイナーチェンジを含め新型車の発売

が予想され、販売は強含むとみられ、県内生産も前
年をやや上回って推移すると予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。昨年9月の排ガス規制強化に伴
う駆け込み購入の反動減もあり、国内販売は弱含
んでいたが足元では上向いており、国内向けの生産
も持ち直しているとみられる。国内向けは、ネット通
販の拡大による物流需要、首都圏の再開発や東京
オリンピックに向けた需要もあり底堅く推移している。
減少していた海外向けも東南アジア向けなどを中
心に持ち直しているようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きも生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みで推移したとみられることから、自動車
部品の生産も前年並みとなった模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻になり、時給

を上げても工場での派遣社員やパートタイムの採用

姿勢を続けている。
原材料であるスクラップの価格が上昇している。

中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネシアなどへ
の輸出が伸びており、スクラップ価格を押し上げて
いる。電気料金は比較的落ち着いているものの、消
耗品である電極などの副資材価格も大幅に上昇し
ている。製品価格とのスプレッド縮小に伴って、鉄鋼
メーカーの収益は大幅に悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に工事受注残を抱えてお

り、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の施設整備案件なども本格化している。4～6
月期の鉄鋼の生産については、引き続き前年をや
や上回る程度の水準で推移するとみられる。
県内の鉄鋼製品については、米国の鉄鋼輸入関
税に伴う直接的な影響は見込まれていないものの、
これまでアジア諸国などから米国へ輸出されていた
製品が広く出回れば、鉄鋼製品価格の値下がりに
つながることが懸念される。先行きもスクラップ価
格の上昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド
改善の動きは後手に回らざるをえないことから、収
益面では厳しい状況が続く可能性が高い。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管についてはやや弱め
に推移しているものの、工作機械向けが比較的底
堅い動きになっている。鋳物の生産は足元で徐々に

持ち直している。
4～6月期についても、受注状況が改善しているこ

ともあり、引き続き鋳物の生産は前年を上回って推
移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
下回った。ただ、手持ち工事量は多く、都内の大手
業者が繁忙なため、県内業者の受注状況は価格面
を含めて良好であり、相応の収益を確保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路など公共施
設の改修・補修、耐震工事が多く、新規の建設案件
は少ない。なお、2019年秋のラグビーワールドカッ
プ開催に向け、改修工事が進んでいる熊谷ラクビー
場は、本体工事は都内の大手業者が受注している
が、地元業者も周辺整備を含め繁忙となっている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラの改修などが期待されている。価格面では今後
もしばらくは変わらない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年に比べほぼ
横ばいの推移となっている。埼玉県の2017年の非
居住用の建築着工床面積は前年比26.1％増で
あったことなど、工事量は高い水準にある。種類別
では引き続き建て替え、補修を含めて病院、介護関
連などの医療・福祉施設が多い。また、企業の収益
が回復してきたことなどから、工場やビルのリフォー
ム、物流関連や商業、サービス関連の新設工事も出
てきている。都内の大手業者が優良工事を多く抱え、
県内の工事は比較的大きなものでも、県内建設業
者が請け負うようになっており、建設業者の収益環
境は良い。ただ、オリンピック・パラリンピック後の需
要減を懸念するところもあり、新規事業の開拓に動
いているところもある。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、超繁忙期の高値受注からは弱含むとす

る見方が多い。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、駅に近い物件を除き販売が不調となっている。
埼玉県におけるマンションの契約率は、このところ、
好不調の目安といわれる70％を大きく下回って
50％台で推移している。利便性にやや劣る物件は
販売が厳しく、全体に供給、新規着工とも減少して
いる。子育て中の夫婦などで、通勤が楽な都内物件
のニーズが高くなっている影響もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料
との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に、2016年に
大きく増加したことから、空室率の高止まりがみら
れるなど供給過剰の懸念から着工が手控えられて
いたが、1～3月期については前年比で増加となった
模様。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

から、高価格で売れるもの以外の供給は手控えられ
るとみられる。戸建分譲は先行きも安定した状況が
期待されている。一方、貸家は空室率が依然高く現
状程度からやや弱含みの見込み。また、来年10月
の消費増税による駆け込み需要への期待は薄く、
その後の需要減を懸念するところが多かった。

（6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。大雪の影響もあり1月の売上が前年を下回り、2
月も寒い日が続き春物商材の動きが鈍かった。化粧
品などの雑貨が堅調だったが、食料品が前年割れと
なったほか主力の衣料品も減少した模様だ。衣料品
は紳士服・婦人服とも厳しい状況となっているが、入
学・卒業式などで着るオケージョン服は堅調だという。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2017年10～12月期まで10四半
期連続で減少が続いた。昨年の夏（7～9月期）には
前年並み近くまで持ち直していたが、秋には長雨な
どの天候不順の影響もあり再び減少幅が拡大した。
ただ3月に入り気温がようやく上昇し、春物の衣料
品に動きも出てきている。
高額品とインバウンド（訪日外国人）による消費が
堅調な動きとなっている。高額品では高級ブランド
や宝飾品・時計などが順調で、富裕層が顧客である
外商の売上も堅調だという。インバウンド消費は、旅
行者による消費よりもバイヤーによるまとめ買いの
方が目立つようだが、県内百貨店では売上全体に
占める割合も僅かで全体の売上への影響は小さい。
ボリュームゾーンの中間層の消費は勢いを欠い

た状態が続いている。価格志向は依然として根強く、
欲しいもの必要なものだけを買う実需志向も強い。
天候不順で野菜が値上がりしたこともあり、買い上
げ点数を減らす動きがみられたとの指摘もあった。
最近の特徴として、集客と安定収入の確保を狙

いとして、店舗改装し衣料品などの売場を縮小して、
家具・インテリア・ドラッグストア・100円ショップなど
のテナントを誘致する動きがある。
先行きをみると、衣料品は明るい色が売れており

これは回復の兆候との指摘もあったが、県内百貨店
の売上は盛り上がりに欠けており、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、主力の食料品
の売上が前年を上回ったが、衣料品は前年割れと
なったようだ。食料品は前年を上回っているが、天
候不順により野菜の値段が高騰したことも影響して
いる。四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は
昨年4～6月期以降、前年を上回って推移しており、
全体的に上向きの方向にある。
消費者の購買意欲に大きな変化はないようだ。
財布のヒモは固く、価格重視は変わらずシビアな買
い物姿勢が続いている。競合店での食料品や日用
品の値下げの動きもあり、価格面での競争が強まっ
ている。また、食品の取り扱いを増やしているドラッ
グストアなど他業態との競合も激しくなっている。
一方、健康志向の商品や自分のこだわりにあった

ものは売れている。価格が高めでも消費者が価値を
認めたものは売れているようだ。また、最近は「簡
便・即食」商品が人気だという。「簡便」は料理が簡
単に素早く作れる調味料類や、店舗でひと手間か
け手早く調理できる半加工品、フライパン調理のみ
でできる食品など。簡便より簡単な「即食」はレンジ
対応食品、自然解凍冷食などほぼ調理不要で食べ
られる加工食品。単身世帯、高齢者世帯、共働き世
帯が増え、こうした商品への需要が高まっている。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。

●鉱工業生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●一般機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
（注）一般機械＝はん用機械＋生産用機械＋業務用機械
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わが国の景気は、緩やかに回復している。設備投
資や生産が緩やかに増加し、個人消費や輸出も持
ち直している。先行きについても、雇用・所得環境の
改善が続くなか、各種政策の効果もあって、緩やか
な回復が続くことが期待される。
埼玉県の景気は、持ち直している。生産は緩やか

に持ち直し、先行きについても、持ち直しの動きが
続くと見込まれる。
聞き取り調査の結果、1～3月期の天気図は、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
4～6月期の天気図は、一般機械が薄日となるが、

その他の業種に変化はない。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を若干下回った模様で
ある。先行きの生産については、前年の水準を上
回って推移するとみられる。
○電気機械の生産は、前年をやや下回った模様で
ある。比較的長い期間増勢を続けてきたことから、
ここにきて一服感がみられるが、水準は引き続き
高い。先行きは現状程度で、高い水準での推移
が見込まれる。
○輸送機械の生産は、前年並みになったとみられる。
先行きも、前年並みから前年をやや上回って推移
すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかながらも上回ったと
みられる。先行きについても、引き続き前年をや
や上回る程度の水準で推移するとみられる。
○建設は、全体としては前年並みで推移したとみら
れる。手持ちの工事量は引き続き多い。先行きは
住宅でやや弱含むことも予想される。
○百貨店の売上は前年割れとなったが、スーパー
の売上は前年を上回ったとみられる。先行きも、こ
の傾向は変わらないと予想される。
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埼玉県における産業動向と見通し
生産は緩やかに持ち直し、先行きも持ち直しの動きが続くとみられる

（1） 一般機械…前年を若干下回る
一般機械の生産動向をみると、県内の一般機械

（はん用機械＋生産用機械＋業務用機械）の鉱工業
生産指数は、昨年4～6月期が前年比＋7.6％、7～9
月期が同＋18.1％、10～12月期が同＋5.1％と、3
四半期連続で前年を上回っていたが、フラットパネ
ル・ディスプレイ製造装置や医療用機械器具などの
減速を受けて、本年1月は、同▲12.2％と前年を下
回った。1～3月期を通してみても、前年の水準を若
干下回った模様である。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、スマート
フォン向けを中心に、昨年後半は好調に推移したが、
昨秋発売された新型iPhoneの売れ行きが、メー
カー側の想定を下回ったことなどもあって、足元の
生産が一服したようだ。昨年秋口まで好調だった医
療用機械器具もやや弱含んでいる。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
昨年前半まで高い伸びを続けてきた空気圧機器

は、秋口以降、若干伸びが鈍化したものの、引き続

概況 主要産業の動向

の管理システムなどに組み込まれる電気関連の部
品である。また、組み込まれた機械は海外へ輸出さ
れることも多い。産業向けの電気機械は、景気や設
備投資の持ち直しに加え、企業の情報システムの
高度化や大型化などにより、全体に好調に推移して
きたが、ここにきて一服感もみられる。
情報通信機器は、2017年2月以降、大手電機メー

カーの県内工場での携帯電話等の生産が停止され
たことの影響もあるが、ここ数年で大きく減少した。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も輸出や設備投資が堅調なことから、高水
準を持続するとみられる。先行きの懸念材料として
は、海外経済や、スマートフォンの需要動向があり、
注意が必要である。

（3） 輸送機械…生産は前年並み
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年をやや下回った。前年割れは昨年10～12月期に
続き2四半期連続となった。軽自動車は前年を上
回ったが、無資格検査問題の影響や2016年後半
からの新型車効果が薄れたことで、登録車（普通＋
小型乗用車）は減少した。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指

が難しくなったとの声も聞かれた。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ
られることから、部品メーカーの生産も横ばいから
やや前年を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかながらも上回る
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足から、鉄筋コンクリート造を避け、鉄
骨造を選ぶ動きが続いていたが、足元では、鉄骨を
組むファブリケーターの処理能力に余裕がなくなっ
ていることに加え、現場の建設労働者の不足感が
一服してきたこともあって、鉄筋コンクリート造の着
工はやや持ち直している。これに伴って、1～3月期
の棒鋼の生産についても、前年をわずかながらも上
回ったとみられる。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は着工が一段落している。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れる鉄筋コンクリー
ト造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工法
と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材などを利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
を鉄骨造で立ち上げるケースがみられる。
マンションについても、都内で１億円を超えるよう

な高額物件には、引き続き投資物件としてのニーズ
があるものの、実需中心の郊外型のマンションは
建設費用の上昇を受けて、販売が落ち込んでいる。
マンション販売業者の多くは、発売戸数の絞り込み
で対応しようとしているものの、一部では値引きを
余儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な

き前年を上回る水準で推移している。歯車について
も、自動車向けが減少したことなどから、このところ
やや弱含んでいるものの、省力化機器向けが堅調
なこともあって、前年並みの水準を維持している。
足元で一旦足踏みとなった一般機械だが、フラッ

トパネル・ディスプレイ製造装置は、本格的な4Ｋ放
送の開始を控えて、大画面ＴＶ向けの需要が見込
まれている。足元の受注状況が比較的底堅いことも
あって、先行きの一般機械については、前年の水準
を上回って推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや下回る
1～3月期の電気機械の生産は、前年に比べ減少

となった模様である。電気機械の生産を四半期毎
にみると、2016年1～3月期より2017年7～9月期
まで増加を続けてきたが、10～12月期より減少と
なった。電気機械の生産には一服感がみられる。た
だ、比較的長い期間増勢を続けてきたことから、水
準は高く、踊り場的な動きとみるところもある。
好調を続けてきた、電子部品・デバイスの生産もこ

こにきてやや減少している。中国でのスマートフォン
の売れ行きが鈍ってきていることや、新製品の生産
も期待したほど伸びなかったことなどから、県内で関
連部品の生産を行っているところも、生産をやや手
控える動きもみられる。エアコンや白物家電は中国、
東南アジアなどでの需要は強く、製品の高度化も続
いており、こうした製品向けの電子部品・デバイスの
生産は堅調に推移している模様。また、自動車向け
は種類や点数が増加している。こうした部品では、高
い安全性、信頼性が求められることから、国内生産
の優位性はしばらく続くと考えられている。県内企業
でも需給や価格が不安定なスマートフォン向けから
自動車向けにウエイトを移しているところもみられる。
電気機械は消費者向けの完成品である家電は
少なく、産業向けが多くなっている。現在、県内で生
産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報

数は、昨年7～9月期が前年比▲1.2％、10～12月期
は同▲9.7％と販売動向を反映して2四半期連続で
減少した。1月の鉱工業生産指数は同▲6.5％と前年
を下回ったが、1～3月期全体では前年並みとなった
模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販売台数は、
マイナーチェンジ車の投入効果もあり上向いており、
これを反映し県内生産も増加しているとみられる。
先行きも、マイナーチェンジを含め新型車の発売

が予想され、販売は強含むとみられ、県内生産も前
年をやや上回って推移すると予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。昨年9月の排ガス規制強化に伴
う駆け込み購入の反動減もあり、国内販売は弱含
んでいたが足元では上向いており、国内向けの生産
も持ち直しているとみられる。国内向けは、ネット通
販の拡大による物流需要、首都圏の再開発や東京
オリンピックに向けた需要もあり底堅く推移している。
減少していた海外向けも東南アジア向けなどを中
心に持ち直しているようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きも生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みで推移したとみられることから、自動車
部品の生産も前年並みとなった模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻になり、時給

を上げても工場での派遣社員やパートタイムの採用

姿勢を続けている。
原材料であるスクラップの価格が上昇している。

中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネシアなどへ
の輸出が伸びており、スクラップ価格を押し上げて
いる。電気料金は比較的落ち着いているものの、消
耗品である電極などの副資材価格も大幅に上昇し
ている。製品価格とのスプレッド縮小に伴って、鉄鋼
メーカーの収益は大幅に悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に工事受注残を抱えてお

り、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の施設整備案件なども本格化している。4～6
月期の鉄鋼の生産については、引き続き前年をや
や上回る程度の水準で推移するとみられる。
県内の鉄鋼製品については、米国の鉄鋼輸入関
税に伴う直接的な影響は見込まれていないものの、
これまでアジア諸国などから米国へ輸出されていた
製品が広く出回れば、鉄鋼製品価格の値下がりに
つながることが懸念される。先行きもスクラップ価
格の上昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド
改善の動きは後手に回らざるをえないことから、収
益面では厳しい状況が続く可能性が高い。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管についてはやや弱め
に推移しているものの、工作機械向けが比較的底
堅い動きになっている。鋳物の生産は足元で徐々に

持ち直している。
4～6月期についても、受注状況が改善しているこ

ともあり、引き続き鋳物の生産は前年を上回って推
移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
下回った。ただ、手持ち工事量は多く、都内の大手
業者が繁忙なため、県内業者の受注状況は価格面
を含めて良好であり、相応の収益を確保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路など公共施
設の改修・補修、耐震工事が多く、新規の建設案件
は少ない。なお、2019年秋のラグビーワールドカッ
プ開催に向け、改修工事が進んでいる熊谷ラクビー
場は、本体工事は都内の大手業者が受注している
が、地元業者も周辺整備を含め繁忙となっている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラの改修などが期待されている。価格面では今後
もしばらくは変わらない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年に比べほぼ
横ばいの推移となっている。埼玉県の2017年の非
居住用の建築着工床面積は前年比26.1％増で
あったことなど、工事量は高い水準にある。種類別
では引き続き建て替え、補修を含めて病院、介護関
連などの医療・福祉施設が多い。また、企業の収益
が回復してきたことなどから、工場やビルのリフォー
ム、物流関連や商業、サービス関連の新設工事も出
てきている。都内の大手業者が優良工事を多く抱え、
県内の工事は比較的大きなものでも、県内建設業
者が請け負うようになっており、建設業者の収益環
境は良い。ただ、オリンピック・パラリンピック後の需
要減を懸念するところもあり、新規事業の開拓に動
いているところもある。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、超繁忙期の高値受注からは弱含むとす

る見方が多い。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、駅に近い物件を除き販売が不調となっている。
埼玉県におけるマンションの契約率は、このところ、
好不調の目安といわれる70％を大きく下回って
50％台で推移している。利便性にやや劣る物件は
販売が厳しく、全体に供給、新規着工とも減少して
いる。子育て中の夫婦などで、通勤が楽な都内物件
のニーズが高くなっている影響もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料
との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に、2016年に
大きく増加したことから、空室率の高止まりがみら
れるなど供給過剰の懸念から着工が手控えられて
いたが、1～3月期については前年比で増加となった
模様。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

から、高価格で売れるもの以外の供給は手控えられ
るとみられる。戸建分譲は先行きも安定した状況が
期待されている。一方、貸家は空室率が依然高く現
状程度からやや弱含みの見込み。また、来年10月
の消費増税による駆け込み需要への期待は薄く、
その後の需要減を懸念するところが多かった。

（6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。大雪の影響もあり1月の売上が前年を下回り、2
月も寒い日が続き春物商材の動きが鈍かった。化粧
品などの雑貨が堅調だったが、食料品が前年割れと
なったほか主力の衣料品も減少した模様だ。衣料品
は紳士服・婦人服とも厳しい状況となっているが、入
学・卒業式などで着るオケージョン服は堅調だという。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2017年10～12月期まで10四半
期連続で減少が続いた。昨年の夏（7～9月期）には
前年並み近くまで持ち直していたが、秋には長雨な
どの天候不順の影響もあり再び減少幅が拡大した。
ただ3月に入り気温がようやく上昇し、春物の衣料
品に動きも出てきている。
高額品とインバウンド（訪日外国人）による消費が
堅調な動きとなっている。高額品では高級ブランド
や宝飾品・時計などが順調で、富裕層が顧客である
外商の売上も堅調だという。インバウンド消費は、旅
行者による消費よりもバイヤーによるまとめ買いの
方が目立つようだが、県内百貨店では売上全体に
占める割合も僅かで全体の売上への影響は小さい。
ボリュームゾーンの中間層の消費は勢いを欠い

た状態が続いている。価格志向は依然として根強く、
欲しいもの必要なものだけを買う実需志向も強い。
天候不順で野菜が値上がりしたこともあり、買い上
げ点数を減らす動きがみられたとの指摘もあった。
最近の特徴として、集客と安定収入の確保を狙

いとして、店舗改装し衣料品などの売場を縮小して、
家具・インテリア・ドラッグストア・100円ショップなど
のテナントを誘致する動きがある。
先行きをみると、衣料品は明るい色が売れており

これは回復の兆候との指摘もあったが、県内百貨店
の売上は盛り上がりに欠けており、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、主力の食料品
の売上が前年を上回ったが、衣料品は前年割れと
なったようだ。食料品は前年を上回っているが、天
候不順により野菜の値段が高騰したことも影響して
いる。四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は
昨年4～6月期以降、前年を上回って推移しており、
全体的に上向きの方向にある。
消費者の購買意欲に大きな変化はないようだ。
財布のヒモは固く、価格重視は変わらずシビアな買
い物姿勢が続いている。競合店での食料品や日用
品の値下げの動きもあり、価格面での競争が強まっ
ている。また、食品の取り扱いを増やしているドラッ
グストアなど他業態との競合も激しくなっている。
一方、健康志向の商品や自分のこだわりにあった

ものは売れている。価格が高めでも消費者が価値を
認めたものは売れているようだ。また、最近は「簡
便・即食」商品が人気だという。「簡便」は料理が簡
単に素早く作れる調味料類や、店舗でひと手間か
け手早く調理できる半加工品、フライパン調理のみ
でできる食品など。簡便より簡単な「即食」はレンジ
対応食品、自然解凍冷食などほぼ調理不要で食べ
られる加工食品。単身世帯、高齢者世帯、共働き世
帯が増え、こうした商品への需要が高まっている。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。

●鉱工業生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●一般機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
（注）一般機械＝はん用機械＋生産用機械＋業務用機械
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産業天気図

天気図の見方

現状
（1月～3月）

今後
（4月～6月）
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輸送機械

鉄　　鋼

一般機械

建　　設

電気機械

百 貨 店・
スーパー

わが国の景気は、緩やかに回復している。設備投
資や生産が緩やかに増加し、個人消費や輸出も持
ち直している。先行きについても、雇用・所得環境の
改善が続くなか、各種政策の効果もあって、緩やか
な回復が続くことが期待される。
埼玉県の景気は、持ち直している。生産は緩やか

に持ち直し、先行きについても、持ち直しの動きが
続くと見込まれる。
聞き取り調査の結果、1～3月期の天気図は、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
4～6月期の天気図は、一般機械が薄日となるが、

その他の業種に変化はない。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を若干下回った模様で
ある。先行きの生産については、前年の水準を上
回って推移するとみられる。
○電気機械の生産は、前年をやや下回った模様で
ある。比較的長い期間増勢を続けてきたことから、
ここにきて一服感がみられるが、水準は引き続き
高い。先行きは現状程度で、高い水準での推移
が見込まれる。
○輸送機械の生産は、前年並みになったとみられる。
先行きも、前年並みから前年をやや上回って推移
すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかながらも上回ったと
みられる。先行きについても、引き続き前年をや
や上回る程度の水準で推移するとみられる。
○建設は、全体としては前年並みで推移したとみら
れる。手持ちの工事量は引き続き多い。先行きは
住宅でやや弱含むことも予想される。
○百貨店の売上は前年割れとなったが、スーパー
の売上は前年を上回ったとみられる。先行きも、こ
の傾向は変わらないと予想される。
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（1） 一般機械…前年を若干下回る
一般機械の生産動向をみると、県内の一般機械

（はん用機械＋生産用機械＋業務用機械）の鉱工業
生産指数は、昨年4～6月期が前年比＋7.6％、7～9
月期が同＋18.1％、10～12月期が同＋5.1％と、3
四半期連続で前年を上回っていたが、フラットパネ
ル・ディスプレイ製造装置や医療用機械器具などの
減速を受けて、本年1月は、同▲12.2％と前年を下
回った。1～3月期を通してみても、前年の水準を若
干下回った模様である。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、スマート
フォン向けを中心に、昨年後半は好調に推移したが、
昨秋発売された新型iPhoneの売れ行きが、メー
カー側の想定を下回ったことなどもあって、足元の
生産が一服したようだ。昨年秋口まで好調だった医
療用機械器具もやや弱含んでいる。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
昨年前半まで高い伸びを続けてきた空気圧機器

は、秋口以降、若干伸びが鈍化したものの、引き続

の管理システムなどに組み込まれる電気関連の部
品である。また、組み込まれた機械は海外へ輸出さ
れることも多い。産業向けの電気機械は、景気や設
備投資の持ち直しに加え、企業の情報システムの
高度化や大型化などにより、全体に好調に推移して
きたが、ここにきて一服感もみられる。
情報通信機器は、2017年2月以降、大手電機メー

カーの県内工場での携帯電話等の生産が停止され
たことの影響もあるが、ここ数年で大きく減少した。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も輸出や設備投資が堅調なことから、高水
準を持続するとみられる。先行きの懸念材料として
は、海外経済や、スマートフォンの需要動向があり、
注意が必要である。

（3） 輸送機械…生産は前年並み
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年をやや下回った。前年割れは昨年10～12月期に
続き2四半期連続となった。軽自動車は前年を上
回ったが、無資格検査問題の影響や2016年後半
からの新型車効果が薄れたことで、登録車（普通＋
小型乗用車）は減少した。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指

が難しくなったとの声も聞かれた。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ
られることから、部品メーカーの生産も横ばいから
やや前年を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかながらも上回る
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足から、鉄筋コンクリート造を避け、鉄
骨造を選ぶ動きが続いていたが、足元では、鉄骨を
組むファブリケーターの処理能力に余裕がなくなっ
ていることに加え、現場の建設労働者の不足感が
一服してきたこともあって、鉄筋コンクリート造の着
工はやや持ち直している。これに伴って、1～3月期
の棒鋼の生産についても、前年をわずかながらも上
回ったとみられる。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は着工が一段落している。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れる鉄筋コンクリー
ト造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工法
と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材などを利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
を鉄骨造で立ち上げるケースがみられる。
マンションについても、都内で１億円を超えるよう

な高額物件には、引き続き投資物件としてのニーズ
があるものの、実需中心の郊外型のマンションは
建設費用の上昇を受けて、販売が落ち込んでいる。
マンション販売業者の多くは、発売戸数の絞り込み
で対応しようとしているものの、一部では値引きを
余儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な

き前年を上回る水準で推移している。歯車について
も、自動車向けが減少したことなどから、このところ
やや弱含んでいるものの、省力化機器向けが堅調
なこともあって、前年並みの水準を維持している。
足元で一旦足踏みとなった一般機械だが、フラッ

トパネル・ディスプレイ製造装置は、本格的な4Ｋ放
送の開始を控えて、大画面ＴＶ向けの需要が見込
まれている。足元の受注状況が比較的底堅いことも
あって、先行きの一般機械については、前年の水準
を上回って推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや下回る
1～3月期の電気機械の生産は、前年に比べ減少

となった模様である。電気機械の生産を四半期毎
にみると、2016年1～3月期より2017年7～9月期
まで増加を続けてきたが、10～12月期より減少と
なった。電気機械の生産には一服感がみられる。た
だ、比較的長い期間増勢を続けてきたことから、水
準は高く、踊り場的な動きとみるところもある。
好調を続けてきた、電子部品・デバイスの生産もこ

こにきてやや減少している。中国でのスマートフォン
の売れ行きが鈍ってきていることや、新製品の生産
も期待したほど伸びなかったことなどから、県内で関
連部品の生産を行っているところも、生産をやや手
控える動きもみられる。エアコンや白物家電は中国、
東南アジアなどでの需要は強く、製品の高度化も続
いており、こうした製品向けの電子部品・デバイスの
生産は堅調に推移している模様。また、自動車向け
は種類や点数が増加している。こうした部品では、高
い安全性、信頼性が求められることから、国内生産
の優位性はしばらく続くと考えられている。県内企業
でも需給や価格が不安定なスマートフォン向けから
自動車向けにウエイトを移しているところもみられる。
電気機械は消費者向けの完成品である家電は
少なく、産業向けが多くなっている。現在、県内で生
産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報

数は、昨年7～9月期が前年比▲1.2％、10～12月期
は同▲9.7％と販売動向を反映して2四半期連続で
減少した。1月の鉱工業生産指数は同▲6.5％と前年
を下回ったが、1～3月期全体では前年並みとなった
模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販売台数は、
マイナーチェンジ車の投入効果もあり上向いており、
これを反映し県内生産も増加しているとみられる。
先行きも、マイナーチェンジを含め新型車の発売

が予想され、販売は強含むとみられ、県内生産も前
年をやや上回って推移すると予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。昨年9月の排ガス規制強化に伴
う駆け込み購入の反動減もあり、国内販売は弱含
んでいたが足元では上向いており、国内向けの生産
も持ち直しているとみられる。国内向けは、ネット通
販の拡大による物流需要、首都圏の再開発や東京
オリンピックに向けた需要もあり底堅く推移している。
減少していた海外向けも東南アジア向けなどを中
心に持ち直しているようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きも生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みで推移したとみられることから、自動車
部品の生産も前年並みとなった模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻になり、時給

を上げても工場での派遣社員やパートタイムの採用

姿勢を続けている。
原材料であるスクラップの価格が上昇している。

中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネシアなどへ
の輸出が伸びており、スクラップ価格を押し上げて
いる。電気料金は比較的落ち着いているものの、消
耗品である電極などの副資材価格も大幅に上昇し
ている。製品価格とのスプレッド縮小に伴って、鉄鋼
メーカーの収益は大幅に悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に工事受注残を抱えてお

り、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の施設整備案件なども本格化している。4～6
月期の鉄鋼の生産については、引き続き前年をや
や上回る程度の水準で推移するとみられる。
県内の鉄鋼製品については、米国の鉄鋼輸入関
税に伴う直接的な影響は見込まれていないものの、
これまでアジア諸国などから米国へ輸出されていた
製品が広く出回れば、鉄鋼製品価格の値下がりに
つながることが懸念される。先行きもスクラップ価
格の上昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド
改善の動きは後手に回らざるをえないことから、収
益面では厳しい状況が続く可能性が高い。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管についてはやや弱め
に推移しているものの、工作機械向けが比較的底
堅い動きになっている。鋳物の生産は足元で徐々に

持ち直している。
4～6月期についても、受注状況が改善しているこ

ともあり、引き続き鋳物の生産は前年を上回って推
移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
下回った。ただ、手持ち工事量は多く、都内の大手
業者が繁忙なため、県内業者の受注状況は価格面
を含めて良好であり、相応の収益を確保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路など公共施
設の改修・補修、耐震工事が多く、新規の建設案件
は少ない。なお、2019年秋のラグビーワールドカッ
プ開催に向け、改修工事が進んでいる熊谷ラクビー
場は、本体工事は都内の大手業者が受注している
が、地元業者も周辺整備を含め繁忙となっている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラの改修などが期待されている。価格面では今後
もしばらくは変わらない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年に比べほぼ
横ばいの推移となっている。埼玉県の2017年の非
居住用の建築着工床面積は前年比26.1％増で
あったことなど、工事量は高い水準にある。種類別
では引き続き建て替え、補修を含めて病院、介護関
連などの医療・福祉施設が多い。また、企業の収益
が回復してきたことなどから、工場やビルのリフォー
ム、物流関連や商業、サービス関連の新設工事も出
てきている。都内の大手業者が優良工事を多く抱え、
県内の工事は比較的大きなものでも、県内建設業
者が請け負うようになっており、建設業者の収益環
境は良い。ただ、オリンピック・パラリンピック後の需
要減を懸念するところもあり、新規事業の開拓に動
いているところもある。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、超繁忙期の高値受注からは弱含むとす

る見方が多い。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、駅に近い物件を除き販売が不調となっている。
埼玉県におけるマンションの契約率は、このところ、
好不調の目安といわれる70％を大きく下回って
50％台で推移している。利便性にやや劣る物件は
販売が厳しく、全体に供給、新規着工とも減少して
いる。子育て中の夫婦などで、通勤が楽な都内物件
のニーズが高くなっている影響もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料
との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に、2016年に
大きく増加したことから、空室率の高止まりがみら
れるなど供給過剰の懸念から着工が手控えられて
いたが、1～3月期については前年比で増加となった
模様。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

から、高価格で売れるもの以外の供給は手控えられ
るとみられる。戸建分譲は先行きも安定した状況が
期待されている。一方、貸家は空室率が依然高く現
状程度からやや弱含みの見込み。また、来年10月
の消費増税による駆け込み需要への期待は薄く、
その後の需要減を懸念するところが多かった。

（6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。大雪の影響もあり1月の売上が前年を下回り、2
月も寒い日が続き春物商材の動きが鈍かった。化粧
品などの雑貨が堅調だったが、食料品が前年割れと
なったほか主力の衣料品も減少した模様だ。衣料品
は紳士服・婦人服とも厳しい状況となっているが、入
学・卒業式などで着るオケージョン服は堅調だという。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2017年10～12月期まで10四半
期連続で減少が続いた。昨年の夏（7～9月期）には
前年並み近くまで持ち直していたが、秋には長雨な
どの天候不順の影響もあり再び減少幅が拡大した。
ただ3月に入り気温がようやく上昇し、春物の衣料
品に動きも出てきている。
高額品とインバウンド（訪日外国人）による消費が
堅調な動きとなっている。高額品では高級ブランド
や宝飾品・時計などが順調で、富裕層が顧客である
外商の売上も堅調だという。インバウンド消費は、旅
行者による消費よりもバイヤーによるまとめ買いの
方が目立つようだが、県内百貨店では売上全体に
占める割合も僅かで全体の売上への影響は小さい。
ボリュームゾーンの中間層の消費は勢いを欠い

た状態が続いている。価格志向は依然として根強く、
欲しいもの必要なものだけを買う実需志向も強い。
天候不順で野菜が値上がりしたこともあり、買い上
げ点数を減らす動きがみられたとの指摘もあった。
最近の特徴として、集客と安定収入の確保を狙

いとして、店舗改装し衣料品などの売場を縮小して、
家具・インテリア・ドラッグストア・100円ショップなど
のテナントを誘致する動きがある。
先行きをみると、衣料品は明るい色が売れており

これは回復の兆候との指摘もあったが、県内百貨店
の売上は盛り上がりに欠けており、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、主力の食料品
の売上が前年を上回ったが、衣料品は前年割れと
なったようだ。食料品は前年を上回っているが、天
候不順により野菜の値段が高騰したことも影響して
いる。四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は
昨年4～6月期以降、前年を上回って推移しており、
全体的に上向きの方向にある。
消費者の購買意欲に大きな変化はないようだ。
財布のヒモは固く、価格重視は変わらずシビアな買
い物姿勢が続いている。競合店での食料品や日用
品の値下げの動きもあり、価格面での競争が強まっ
ている。また、食品の取り扱いを増やしているドラッ
グストアなど他業態との競合も激しくなっている。
一方、健康志向の商品や自分のこだわりにあった

ものは売れている。価格が高めでも消費者が価値を
認めたものは売れているようだ。また、最近は「簡
便・即食」商品が人気だという。「簡便」は料理が簡
単に素早く作れる調味料類や、店舗でひと手間か
け手早く調理できる半加工品、フライパン調理のみ
でできる食品など。簡便より簡単な「即食」はレンジ
対応食品、自然解凍冷食などほぼ調理不要で食べ
られる加工食品。単身世帯、高齢者世帯、共働き世
帯が増え、こうした商品への需要が高まっている。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。

●鉄鋼の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●輸送機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●電気機械全体の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
(注)電気機械全体＝電子部品・デバイス＋電気機械＋情報通信機械
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（1） 一般機械…前年を若干下回る
一般機械の生産動向をみると、県内の一般機械

（はん用機械＋生産用機械＋業務用機械）の鉱工業
生産指数は、昨年4～6月期が前年比＋7.6％、7～9
月期が同＋18.1％、10～12月期が同＋5.1％と、3
四半期連続で前年を上回っていたが、フラットパネ
ル・ディスプレイ製造装置や医療用機械器具などの
減速を受けて、本年1月は、同▲12.2％と前年を下
回った。1～3月期を通してみても、前年の水準を若
干下回った模様である。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、スマート
フォン向けを中心に、昨年後半は好調に推移したが、
昨秋発売された新型iPhoneの売れ行きが、メー
カー側の想定を下回ったことなどもあって、足元の
生産が一服したようだ。昨年秋口まで好調だった医
療用機械器具もやや弱含んでいる。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
昨年前半まで高い伸びを続けてきた空気圧機器

は、秋口以降、若干伸びが鈍化したものの、引き続

の管理システムなどに組み込まれる電気関連の部
品である。また、組み込まれた機械は海外へ輸出さ
れることも多い。産業向けの電気機械は、景気や設
備投資の持ち直しに加え、企業の情報システムの
高度化や大型化などにより、全体に好調に推移して
きたが、ここにきて一服感もみられる。
情報通信機器は、2017年2月以降、大手電機メー

カーの県内工場での携帯電話等の生産が停止され
たことの影響もあるが、ここ数年で大きく減少した。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も輸出や設備投資が堅調なことから、高水
準を持続するとみられる。先行きの懸念材料として
は、海外経済や、スマートフォンの需要動向があり、
注意が必要である。

（3） 輸送機械…生産は前年並み
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年をやや下回った。前年割れは昨年10～12月期に
続き2四半期連続となった。軽自動車は前年を上
回ったが、無資格検査問題の影響や2016年後半
からの新型車効果が薄れたことで、登録車（普通＋
小型乗用車）は減少した。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指

が難しくなったとの声も聞かれた。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ
られることから、部品メーカーの生産も横ばいから
やや前年を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかながらも上回る
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足から、鉄筋コンクリート造を避け、鉄
骨造を選ぶ動きが続いていたが、足元では、鉄骨を
組むファブリケーターの処理能力に余裕がなくなっ
ていることに加え、現場の建設労働者の不足感が
一服してきたこともあって、鉄筋コンクリート造の着
工はやや持ち直している。これに伴って、1～3月期
の棒鋼の生産についても、前年をわずかながらも上
回ったとみられる。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は着工が一段落している。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れる鉄筋コンクリー
ト造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工法
と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材などを利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
を鉄骨造で立ち上げるケースがみられる。
マンションについても、都内で１億円を超えるよう

な高額物件には、引き続き投資物件としてのニーズ
があるものの、実需中心の郊外型のマンションは
建設費用の上昇を受けて、販売が落ち込んでいる。
マンション販売業者の多くは、発売戸数の絞り込み
で対応しようとしているものの、一部では値引きを
余儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な

き前年を上回る水準で推移している。歯車について
も、自動車向けが減少したことなどから、このところ
やや弱含んでいるものの、省力化機器向けが堅調
なこともあって、前年並みの水準を維持している。
足元で一旦足踏みとなった一般機械だが、フラッ

トパネル・ディスプレイ製造装置は、本格的な4Ｋ放
送の開始を控えて、大画面ＴＶ向けの需要が見込
まれている。足元の受注状況が比較的底堅いことも
あって、先行きの一般機械については、前年の水準
を上回って推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや下回る
1～3月期の電気機械の生産は、前年に比べ減少

となった模様である。電気機械の生産を四半期毎
にみると、2016年1～3月期より2017年7～9月期
まで増加を続けてきたが、10～12月期より減少と
なった。電気機械の生産には一服感がみられる。た
だ、比較的長い期間増勢を続けてきたことから、水
準は高く、踊り場的な動きとみるところもある。
好調を続けてきた、電子部品・デバイスの生産もこ

こにきてやや減少している。中国でのスマートフォン
の売れ行きが鈍ってきていることや、新製品の生産
も期待したほど伸びなかったことなどから、県内で関
連部品の生産を行っているところも、生産をやや手
控える動きもみられる。エアコンや白物家電は中国、
東南アジアなどでの需要は強く、製品の高度化も続
いており、こうした製品向けの電子部品・デバイスの
生産は堅調に推移している模様。また、自動車向け
は種類や点数が増加している。こうした部品では、高
い安全性、信頼性が求められることから、国内生産
の優位性はしばらく続くと考えられている。県内企業
でも需給や価格が不安定なスマートフォン向けから
自動車向けにウエイトを移しているところもみられる。
電気機械は消費者向けの完成品である家電は
少なく、産業向けが多くなっている。現在、県内で生
産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報

数は、昨年7～9月期が前年比▲1.2％、10～12月期
は同▲9.7％と販売動向を反映して2四半期連続で
減少した。1月の鉱工業生産指数は同▲6.5％と前年
を下回ったが、1～3月期全体では前年並みとなった
模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販売台数は、
マイナーチェンジ車の投入効果もあり上向いており、
これを反映し県内生産も増加しているとみられる。
先行きも、マイナーチェンジを含め新型車の発売

が予想され、販売は強含むとみられ、県内生産も前
年をやや上回って推移すると予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。昨年9月の排ガス規制強化に伴
う駆け込み購入の反動減もあり、国内販売は弱含
んでいたが足元では上向いており、国内向けの生産
も持ち直しているとみられる。国内向けは、ネット通
販の拡大による物流需要、首都圏の再開発や東京
オリンピックに向けた需要もあり底堅く推移している。
減少していた海外向けも東南アジア向けなどを中
心に持ち直しているようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きも生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みで推移したとみられることから、自動車
部品の生産も前年並みとなった模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻になり、時給

を上げても工場での派遣社員やパートタイムの採用

姿勢を続けている。
原材料であるスクラップの価格が上昇している。

中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネシアなどへ
の輸出が伸びており、スクラップ価格を押し上げて
いる。電気料金は比較的落ち着いているものの、消
耗品である電極などの副資材価格も大幅に上昇し
ている。製品価格とのスプレッド縮小に伴って、鉄鋼
メーカーの収益は大幅に悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に工事受注残を抱えてお

り、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の施設整備案件なども本格化している。4～6
月期の鉄鋼の生産については、引き続き前年をや
や上回る程度の水準で推移するとみられる。
県内の鉄鋼製品については、米国の鉄鋼輸入関
税に伴う直接的な影響は見込まれていないものの、
これまでアジア諸国などから米国へ輸出されていた
製品が広く出回れば、鉄鋼製品価格の値下がりに
つながることが懸念される。先行きもスクラップ価
格の上昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド
改善の動きは後手に回らざるをえないことから、収
益面では厳しい状況が続く可能性が高い。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管についてはやや弱め
に推移しているものの、工作機械向けが比較的底
堅い動きになっている。鋳物の生産は足元で徐々に

持ち直している。
4～6月期についても、受注状況が改善しているこ

ともあり、引き続き鋳物の生産は前年を上回って推
移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
下回った。ただ、手持ち工事量は多く、都内の大手
業者が繁忙なため、県内業者の受注状況は価格面
を含めて良好であり、相応の収益を確保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路など公共施
設の改修・補修、耐震工事が多く、新規の建設案件
は少ない。なお、2019年秋のラグビーワールドカッ
プ開催に向け、改修工事が進んでいる熊谷ラクビー
場は、本体工事は都内の大手業者が受注している
が、地元業者も周辺整備を含め繁忙となっている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラの改修などが期待されている。価格面では今後
もしばらくは変わらない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年に比べほぼ
横ばいの推移となっている。埼玉県の2017年の非
居住用の建築着工床面積は前年比26.1％増で
あったことなど、工事量は高い水準にある。種類別
では引き続き建て替え、補修を含めて病院、介護関
連などの医療・福祉施設が多い。また、企業の収益
が回復してきたことなどから、工場やビルのリフォー
ム、物流関連や商業、サービス関連の新設工事も出
てきている。都内の大手業者が優良工事を多く抱え、
県内の工事は比較的大きなものでも、県内建設業
者が請け負うようになっており、建設業者の収益環
境は良い。ただ、オリンピック・パラリンピック後の需
要減を懸念するところもあり、新規事業の開拓に動
いているところもある。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、超繁忙期の高値受注からは弱含むとす

る見方が多い。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、駅に近い物件を除き販売が不調となっている。
埼玉県におけるマンションの契約率は、このところ、
好不調の目安といわれる70％を大きく下回って
50％台で推移している。利便性にやや劣る物件は
販売が厳しく、全体に供給、新規着工とも減少して
いる。子育て中の夫婦などで、通勤が楽な都内物件
のニーズが高くなっている影響もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料
との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に、2016年に
大きく増加したことから、空室率の高止まりがみら
れるなど供給過剰の懸念から着工が手控えられて
いたが、1～3月期については前年比で増加となった
模様。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

から、高価格で売れるもの以外の供給は手控えられ
るとみられる。戸建分譲は先行きも安定した状況が
期待されている。一方、貸家は空室率が依然高く現
状程度からやや弱含みの見込み。また、来年10月
の消費増税による駆け込み需要への期待は薄く、
その後の需要減を懸念するところが多かった。

（6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。大雪の影響もあり1月の売上が前年を下回り、2
月も寒い日が続き春物商材の動きが鈍かった。化粧
品などの雑貨が堅調だったが、食料品が前年割れと
なったほか主力の衣料品も減少した模様だ。衣料品
は紳士服・婦人服とも厳しい状況となっているが、入
学・卒業式などで着るオケージョン服は堅調だという。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2017年10～12月期まで10四半
期連続で減少が続いた。昨年の夏（7～9月期）には
前年並み近くまで持ち直していたが、秋には長雨な
どの天候不順の影響もあり再び減少幅が拡大した。
ただ3月に入り気温がようやく上昇し、春物の衣料
品に動きも出てきている。
高額品とインバウンド（訪日外国人）による消費が
堅調な動きとなっている。高額品では高級ブランド
や宝飾品・時計などが順調で、富裕層が顧客である
外商の売上も堅調だという。インバウンド消費は、旅
行者による消費よりもバイヤーによるまとめ買いの
方が目立つようだが、県内百貨店では売上全体に
占める割合も僅かで全体の売上への影響は小さい。
ボリュームゾーンの中間層の消費は勢いを欠い

た状態が続いている。価格志向は依然として根強く、
欲しいもの必要なものだけを買う実需志向も強い。
天候不順で野菜が値上がりしたこともあり、買い上
げ点数を減らす動きがみられたとの指摘もあった。
最近の特徴として、集客と安定収入の確保を狙

いとして、店舗改装し衣料品などの売場を縮小して、
家具・インテリア・ドラッグストア・100円ショップなど
のテナントを誘致する動きがある。
先行きをみると、衣料品は明るい色が売れており

これは回復の兆候との指摘もあったが、県内百貨店
の売上は盛り上がりに欠けており、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、主力の食料品
の売上が前年を上回ったが、衣料品は前年割れと
なったようだ。食料品は前年を上回っているが、天
候不順により野菜の値段が高騰したことも影響して
いる。四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は
昨年4～6月期以降、前年を上回って推移しており、
全体的に上向きの方向にある。
消費者の購買意欲に大きな変化はないようだ。
財布のヒモは固く、価格重視は変わらずシビアな買
い物姿勢が続いている。競合店での食料品や日用
品の値下げの動きもあり、価格面での競争が強まっ
ている。また、食品の取り扱いを増やしているドラッ
グストアなど他業態との競合も激しくなっている。
一方、健康志向の商品や自分のこだわりにあった

ものは売れている。価格が高めでも消費者が価値を
認めたものは売れているようだ。また、最近は「簡
便・即食」商品が人気だという。「簡便」は料理が簡
単に素早く作れる調味料類や、店舗でひと手間か
け手早く調理できる半加工品、フライパン調理のみ
でできる食品など。簡便より簡単な「即食」はレンジ
対応食品、自然解凍冷食などほぼ調理不要で食べ
られる加工食品。単身世帯、高齢者世帯、共働き世
帯が増え、こうした商品への需要が高まっている。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。

●鉄鋼の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●輸送機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●電気機械全体の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
(注)電気機械全体＝電子部品・デバイス＋電気機械＋情報通信機械
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（1） 一般機械…前年を若干下回る
一般機械の生産動向をみると、県内の一般機械

（はん用機械＋生産用機械＋業務用機械）の鉱工業
生産指数は、昨年4～6月期が前年比＋7.6％、7～9
月期が同＋18.1％、10～12月期が同＋5.1％と、3
四半期連続で前年を上回っていたが、フラットパネ
ル・ディスプレイ製造装置や医療用機械器具などの
減速を受けて、本年1月は、同▲12.2％と前年を下
回った。1～3月期を通してみても、前年の水準を若
干下回った模様である。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、スマート
フォン向けを中心に、昨年後半は好調に推移したが、
昨秋発売された新型iPhoneの売れ行きが、メー
カー側の想定を下回ったことなどもあって、足元の
生産が一服したようだ。昨年秋口まで好調だった医
療用機械器具もやや弱含んでいる。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
昨年前半まで高い伸びを続けてきた空気圧機器

は、秋口以降、若干伸びが鈍化したものの、引き続

の管理システムなどに組み込まれる電気関連の部
品である。また、組み込まれた機械は海外へ輸出さ
れることも多い。産業向けの電気機械は、景気や設
備投資の持ち直しに加え、企業の情報システムの
高度化や大型化などにより、全体に好調に推移して
きたが、ここにきて一服感もみられる。
情報通信機器は、2017年2月以降、大手電機メー

カーの県内工場での携帯電話等の生産が停止され
たことの影響もあるが、ここ数年で大きく減少した。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も輸出や設備投資が堅調なことから、高水
準を持続するとみられる。先行きの懸念材料として
は、海外経済や、スマートフォンの需要動向があり、
注意が必要である。

（3） 輸送機械…生産は前年並み
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年をやや下回った。前年割れは昨年10～12月期に
続き2四半期連続となった。軽自動車は前年を上
回ったが、無資格検査問題の影響や2016年後半
からの新型車効果が薄れたことで、登録車（普通＋
小型乗用車）は減少した。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指

が難しくなったとの声も聞かれた。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ
られることから、部品メーカーの生産も横ばいから
やや前年を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかながらも上回る
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足から、鉄筋コンクリート造を避け、鉄
骨造を選ぶ動きが続いていたが、足元では、鉄骨を
組むファブリケーターの処理能力に余裕がなくなっ
ていることに加え、現場の建設労働者の不足感が
一服してきたこともあって、鉄筋コンクリート造の着
工はやや持ち直している。これに伴って、1～3月期
の棒鋼の生産についても、前年をわずかながらも上
回ったとみられる。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は着工が一段落している。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れる鉄筋コンクリー
ト造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工法
と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材などを利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
を鉄骨造で立ち上げるケースがみられる。
マンションについても、都内で１億円を超えるよう

な高額物件には、引き続き投資物件としてのニーズ
があるものの、実需中心の郊外型のマンションは
建設費用の上昇を受けて、販売が落ち込んでいる。
マンション販売業者の多くは、発売戸数の絞り込み
で対応しようとしているものの、一部では値引きを
余儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な

き前年を上回る水準で推移している。歯車について
も、自動車向けが減少したことなどから、このところ
やや弱含んでいるものの、省力化機器向けが堅調
なこともあって、前年並みの水準を維持している。
足元で一旦足踏みとなった一般機械だが、フラッ

トパネル・ディスプレイ製造装置は、本格的な4Ｋ放
送の開始を控えて、大画面ＴＶ向けの需要が見込
まれている。足元の受注状況が比較的底堅いことも
あって、先行きの一般機械については、前年の水準
を上回って推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや下回る
1～3月期の電気機械の生産は、前年に比べ減少

となった模様である。電気機械の生産を四半期毎
にみると、2016年1～3月期より2017年7～9月期
まで増加を続けてきたが、10～12月期より減少と
なった。電気機械の生産には一服感がみられる。た
だ、比較的長い期間増勢を続けてきたことから、水
準は高く、踊り場的な動きとみるところもある。
好調を続けてきた、電子部品・デバイスの生産もこ

こにきてやや減少している。中国でのスマートフォン
の売れ行きが鈍ってきていることや、新製品の生産
も期待したほど伸びなかったことなどから、県内で関
連部品の生産を行っているところも、生産をやや手
控える動きもみられる。エアコンや白物家電は中国、
東南アジアなどでの需要は強く、製品の高度化も続
いており、こうした製品向けの電子部品・デバイスの
生産は堅調に推移している模様。また、自動車向け
は種類や点数が増加している。こうした部品では、高
い安全性、信頼性が求められることから、国内生産
の優位性はしばらく続くと考えられている。県内企業
でも需給や価格が不安定なスマートフォン向けから
自動車向けにウエイトを移しているところもみられる。
電気機械は消費者向けの完成品である家電は
少なく、産業向けが多くなっている。現在、県内で生
産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報

数は、昨年7～9月期が前年比▲1.2％、10～12月期
は同▲9.7％と販売動向を反映して2四半期連続で
減少した。1月の鉱工業生産指数は同▲6.5％と前年
を下回ったが、1～3月期全体では前年並みとなった
模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販売台数は、
マイナーチェンジ車の投入効果もあり上向いており、
これを反映し県内生産も増加しているとみられる。
先行きも、マイナーチェンジを含め新型車の発売

が予想され、販売は強含むとみられ、県内生産も前
年をやや上回って推移すると予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。昨年9月の排ガス規制強化に伴
う駆け込み購入の反動減もあり、国内販売は弱含
んでいたが足元では上向いており、国内向けの生産
も持ち直しているとみられる。国内向けは、ネット通
販の拡大による物流需要、首都圏の再開発や東京
オリンピックに向けた需要もあり底堅く推移している。
減少していた海外向けも東南アジア向けなどを中
心に持ち直しているようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きも生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みで推移したとみられることから、自動車
部品の生産も前年並みとなった模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻になり、時給

を上げても工場での派遣社員やパートタイムの採用

姿勢を続けている。
原材料であるスクラップの価格が上昇している。

中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネシアなどへ
の輸出が伸びており、スクラップ価格を押し上げて
いる。電気料金は比較的落ち着いているものの、消
耗品である電極などの副資材価格も大幅に上昇し
ている。製品価格とのスプレッド縮小に伴って、鉄鋼
メーカーの収益は大幅に悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に工事受注残を抱えてお

り、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の施設整備案件なども本格化している。4～6
月期の鉄鋼の生産については、引き続き前年をや
や上回る程度の水準で推移するとみられる。
県内の鉄鋼製品については、米国の鉄鋼輸入関
税に伴う直接的な影響は見込まれていないものの、
これまでアジア諸国などから米国へ輸出されていた
製品が広く出回れば、鉄鋼製品価格の値下がりに
つながることが懸念される。先行きもスクラップ価
格の上昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド
改善の動きは後手に回らざるをえないことから、収
益面では厳しい状況が続く可能性が高い。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管についてはやや弱め
に推移しているものの、工作機械向けが比較的底
堅い動きになっている。鋳物の生産は足元で徐々に

持ち直している。
4～6月期についても、受注状況が改善しているこ

ともあり、引き続き鋳物の生産は前年を上回って推
移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
下回った。ただ、手持ち工事量は多く、都内の大手
業者が繁忙なため、県内業者の受注状況は価格面
を含めて良好であり、相応の収益を確保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路など公共施
設の改修・補修、耐震工事が多く、新規の建設案件
は少ない。なお、2019年秋のラグビーワールドカッ
プ開催に向け、改修工事が進んでいる熊谷ラクビー
場は、本体工事は都内の大手業者が受注している
が、地元業者も周辺整備を含め繁忙となっている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラの改修などが期待されている。価格面では今後
もしばらくは変わらない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年に比べほぼ
横ばいの推移となっている。埼玉県の2017年の非
居住用の建築着工床面積は前年比26.1％増で
あったことなど、工事量は高い水準にある。種類別
では引き続き建て替え、補修を含めて病院、介護関
連などの医療・福祉施設が多い。また、企業の収益
が回復してきたことなどから、工場やビルのリフォー
ム、物流関連や商業、サービス関連の新設工事も出
てきている。都内の大手業者が優良工事を多く抱え、
県内の工事は比較的大きなものでも、県内建設業
者が請け負うようになっており、建設業者の収益環
境は良い。ただ、オリンピック・パラリンピック後の需
要減を懸念するところもあり、新規事業の開拓に動
いているところもある。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、超繁忙期の高値受注からは弱含むとす

る見方が多い。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、駅に近い物件を除き販売が不調となっている。
埼玉県におけるマンションの契約率は、このところ、
好不調の目安といわれる70％を大きく下回って
50％台で推移している。利便性にやや劣る物件は
販売が厳しく、全体に供給、新規着工とも減少して
いる。子育て中の夫婦などで、通勤が楽な都内物件
のニーズが高くなっている影響もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料
との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に、2016年に
大きく増加したことから、空室率の高止まりがみら
れるなど供給過剰の懸念から着工が手控えられて
いたが、1～3月期については前年比で増加となった
模様。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

から、高価格で売れるもの以外の供給は手控えられ
るとみられる。戸建分譲は先行きも安定した状況が
期待されている。一方、貸家は空室率が依然高く現
状程度からやや弱含みの見込み。また、来年10月
の消費増税による駆け込み需要への期待は薄く、
その後の需要減を懸念するところが多かった。

（6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。大雪の影響もあり1月の売上が前年を下回り、2
月も寒い日が続き春物商材の動きが鈍かった。化粧
品などの雑貨が堅調だったが、食料品が前年割れと
なったほか主力の衣料品も減少した模様だ。衣料品
は紳士服・婦人服とも厳しい状況となっているが、入
学・卒業式などで着るオケージョン服は堅調だという。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2017年10～12月期まで10四半
期連続で減少が続いた。昨年の夏（7～9月期）には
前年並み近くまで持ち直していたが、秋には長雨な
どの天候不順の影響もあり再び減少幅が拡大した。
ただ3月に入り気温がようやく上昇し、春物の衣料
品に動きも出てきている。
高額品とインバウンド（訪日外国人）による消費が
堅調な動きとなっている。高額品では高級ブランド
や宝飾品・時計などが順調で、富裕層が顧客である
外商の売上も堅調だという。インバウンド消費は、旅
行者による消費よりもバイヤーによるまとめ買いの
方が目立つようだが、県内百貨店では売上全体に
占める割合も僅かで全体の売上への影響は小さい。
ボリュームゾーンの中間層の消費は勢いを欠い

た状態が続いている。価格志向は依然として根強く、
欲しいもの必要なものだけを買う実需志向も強い。
天候不順で野菜が値上がりしたこともあり、買い上
げ点数を減らす動きがみられたとの指摘もあった。
最近の特徴として、集客と安定収入の確保を狙

いとして、店舗改装し衣料品などの売場を縮小して、
家具・インテリア・ドラッグストア・100円ショップなど
のテナントを誘致する動きがある。
先行きをみると、衣料品は明るい色が売れており

これは回復の兆候との指摘もあったが、県内百貨店
の売上は盛り上がりに欠けており、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、主力の食料品
の売上が前年を上回ったが、衣料品は前年割れと
なったようだ。食料品は前年を上回っているが、天
候不順により野菜の値段が高騰したことも影響して
いる。四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は
昨年4～6月期以降、前年を上回って推移しており、
全体的に上向きの方向にある。
消費者の購買意欲に大きな変化はないようだ。
財布のヒモは固く、価格重視は変わらずシビアな買
い物姿勢が続いている。競合店での食料品や日用
品の値下げの動きもあり、価格面での競争が強まっ
ている。また、食品の取り扱いを増やしているドラッ
グストアなど他業態との競合も激しくなっている。
一方、健康志向の商品や自分のこだわりにあった

ものは売れている。価格が高めでも消費者が価値を
認めたものは売れているようだ。また、最近は「簡
便・即食」商品が人気だという。「簡便」は料理が簡
単に素早く作れる調味料類や、店舗でひと手間か
け手早く調理できる半加工品、フライパン調理のみ
でできる食品など。簡便より簡単な「即食」はレンジ
対応食品、自然解凍冷食などほぼ調理不要で食べ
られる加工食品。単身世帯、高齢者世帯、共働き世
帯が増え、こうした商品への需要が高まっている。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。

●百貨店・スーパー販売額（前年比）の推移（埼玉県、既存店）

資料:経済産業省「商業動態統計」
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●公共工事請負金額（前年比）の推移（埼玉県）

資料：東日本建設業保証㈱
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（1） 一般機械…前年を若干下回る
一般機械の生産動向をみると、県内の一般機械

（はん用機械＋生産用機械＋業務用機械）の鉱工業
生産指数は、昨年4～6月期が前年比＋7.6％、7～9
月期が同＋18.1％、10～12月期が同＋5.1％と、3
四半期連続で前年を上回っていたが、フラットパネ
ル・ディスプレイ製造装置や医療用機械器具などの
減速を受けて、本年1月は、同▲12.2％と前年を下
回った。1～3月期を通してみても、前年の水準を若
干下回った模様である。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、スマート
フォン向けを中心に、昨年後半は好調に推移したが、
昨秋発売された新型iPhoneの売れ行きが、メー
カー側の想定を下回ったことなどもあって、足元の
生産が一服したようだ。昨年秋口まで好調だった医
療用機械器具もやや弱含んでいる。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
昨年前半まで高い伸びを続けてきた空気圧機器

は、秋口以降、若干伸びが鈍化したものの、引き続

の管理システムなどに組み込まれる電気関連の部
品である。また、組み込まれた機械は海外へ輸出さ
れることも多い。産業向けの電気機械は、景気や設
備投資の持ち直しに加え、企業の情報システムの
高度化や大型化などにより、全体に好調に推移して
きたが、ここにきて一服感もみられる。
情報通信機器は、2017年2月以降、大手電機メー

カーの県内工場での携帯電話等の生産が停止され
たことの影響もあるが、ここ数年で大きく減少した。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も輸出や設備投資が堅調なことから、高水
準を持続するとみられる。先行きの懸念材料として
は、海外経済や、スマートフォンの需要動向があり、
注意が必要である。

（3） 輸送機械…生産は前年並み
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年をやや下回った。前年割れは昨年10～12月期に
続き2四半期連続となった。軽自動車は前年を上
回ったが、無資格検査問題の影響や2016年後半
からの新型車効果が薄れたことで、登録車（普通＋
小型乗用車）は減少した。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指

が難しくなったとの声も聞かれた。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ
られることから、部品メーカーの生産も横ばいから
やや前年を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかながらも上回る
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足から、鉄筋コンクリート造を避け、鉄
骨造を選ぶ動きが続いていたが、足元では、鉄骨を
組むファブリケーターの処理能力に余裕がなくなっ
ていることに加え、現場の建設労働者の不足感が
一服してきたこともあって、鉄筋コンクリート造の着
工はやや持ち直している。これに伴って、1～3月期
の棒鋼の生産についても、前年をわずかながらも上
回ったとみられる。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は着工が一段落している。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れる鉄筋コンクリー
ト造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工法
と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材などを利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
を鉄骨造で立ち上げるケースがみられる。
マンションについても、都内で１億円を超えるよう

な高額物件には、引き続き投資物件としてのニーズ
があるものの、実需中心の郊外型のマンションは
建設費用の上昇を受けて、販売が落ち込んでいる。
マンション販売業者の多くは、発売戸数の絞り込み
で対応しようとしているものの、一部では値引きを
余儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な

き前年を上回る水準で推移している。歯車について
も、自動車向けが減少したことなどから、このところ
やや弱含んでいるものの、省力化機器向けが堅調
なこともあって、前年並みの水準を維持している。
足元で一旦足踏みとなった一般機械だが、フラッ

トパネル・ディスプレイ製造装置は、本格的な4Ｋ放
送の開始を控えて、大画面ＴＶ向けの需要が見込
まれている。足元の受注状況が比較的底堅いことも
あって、先行きの一般機械については、前年の水準
を上回って推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや下回る
1～3月期の電気機械の生産は、前年に比べ減少

となった模様である。電気機械の生産を四半期毎
にみると、2016年1～3月期より2017年7～9月期
まで増加を続けてきたが、10～12月期より減少と
なった。電気機械の生産には一服感がみられる。た
だ、比較的長い期間増勢を続けてきたことから、水
準は高く、踊り場的な動きとみるところもある。
好調を続けてきた、電子部品・デバイスの生産もこ

こにきてやや減少している。中国でのスマートフォン
の売れ行きが鈍ってきていることや、新製品の生産
も期待したほど伸びなかったことなどから、県内で関
連部品の生産を行っているところも、生産をやや手
控える動きもみられる。エアコンや白物家電は中国、
東南アジアなどでの需要は強く、製品の高度化も続
いており、こうした製品向けの電子部品・デバイスの
生産は堅調に推移している模様。また、自動車向け
は種類や点数が増加している。こうした部品では、高
い安全性、信頼性が求められることから、国内生産
の優位性はしばらく続くと考えられている。県内企業
でも需給や価格が不安定なスマートフォン向けから
自動車向けにウエイトを移しているところもみられる。
電気機械は消費者向けの完成品である家電は
少なく、産業向けが多くなっている。現在、県内で生
産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報

数は、昨年7～9月期が前年比▲1.2％、10～12月期
は同▲9.7％と販売動向を反映して2四半期連続で
減少した。1月の鉱工業生産指数は同▲6.5％と前年
を下回ったが、1～3月期全体では前年並みとなった
模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販売台数は、
マイナーチェンジ車の投入効果もあり上向いており、
これを反映し県内生産も増加しているとみられる。
先行きも、マイナーチェンジを含め新型車の発売

が予想され、販売は強含むとみられ、県内生産も前
年をやや上回って推移すると予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。昨年9月の排ガス規制強化に伴
う駆け込み購入の反動減もあり、国内販売は弱含
んでいたが足元では上向いており、国内向けの生産
も持ち直しているとみられる。国内向けは、ネット通
販の拡大による物流需要、首都圏の再開発や東京
オリンピックに向けた需要もあり底堅く推移している。
減少していた海外向けも東南アジア向けなどを中
心に持ち直しているようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きも生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みで推移したとみられることから、自動車
部品の生産も前年並みとなった模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻になり、時給

を上げても工場での派遣社員やパートタイムの採用

姿勢を続けている。
原材料であるスクラップの価格が上昇している。

中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネシアなどへ
の輸出が伸びており、スクラップ価格を押し上げて
いる。電気料金は比較的落ち着いているものの、消
耗品である電極などの副資材価格も大幅に上昇し
ている。製品価格とのスプレッド縮小に伴って、鉄鋼
メーカーの収益は大幅に悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に工事受注残を抱えてお

り、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の施設整備案件なども本格化している。4～6
月期の鉄鋼の生産については、引き続き前年をや
や上回る程度の水準で推移するとみられる。
県内の鉄鋼製品については、米国の鉄鋼輸入関
税に伴う直接的な影響は見込まれていないものの、
これまでアジア諸国などから米国へ輸出されていた
製品が広く出回れば、鉄鋼製品価格の値下がりに
つながることが懸念される。先行きもスクラップ価
格の上昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド
改善の動きは後手に回らざるをえないことから、収
益面では厳しい状況が続く可能性が高い。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管についてはやや弱め
に推移しているものの、工作機械向けが比較的底
堅い動きになっている。鋳物の生産は足元で徐々に

持ち直している。
4～6月期についても、受注状況が改善しているこ

ともあり、引き続き鋳物の生産は前年を上回って推
移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
下回った。ただ、手持ち工事量は多く、都内の大手
業者が繁忙なため、県内業者の受注状況は価格面
を含めて良好であり、相応の収益を確保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路など公共施
設の改修・補修、耐震工事が多く、新規の建設案件
は少ない。なお、2019年秋のラグビーワールドカッ
プ開催に向け、改修工事が進んでいる熊谷ラクビー
場は、本体工事は都内の大手業者が受注している
が、地元業者も周辺整備を含め繁忙となっている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラの改修などが期待されている。価格面では今後
もしばらくは変わらない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年に比べほぼ
横ばいの推移となっている。埼玉県の2017年の非
居住用の建築着工床面積は前年比26.1％増で
あったことなど、工事量は高い水準にある。種類別
では引き続き建て替え、補修を含めて病院、介護関
連などの医療・福祉施設が多い。また、企業の収益
が回復してきたことなどから、工場やビルのリフォー
ム、物流関連や商業、サービス関連の新設工事も出
てきている。都内の大手業者が優良工事を多く抱え、
県内の工事は比較的大きなものでも、県内建設業
者が請け負うようになっており、建設業者の収益環
境は良い。ただ、オリンピック・パラリンピック後の需
要減を懸念するところもあり、新規事業の開拓に動
いているところもある。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、超繁忙期の高値受注からは弱含むとす

る見方が多い。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、駅に近い物件を除き販売が不調となっている。
埼玉県におけるマンションの契約率は、このところ、
好不調の目安といわれる70％を大きく下回って
50％台で推移している。利便性にやや劣る物件は
販売が厳しく、全体に供給、新規着工とも減少して
いる。子育て中の夫婦などで、通勤が楽な都内物件
のニーズが高くなっている影響もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料
との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に、2016年に
大きく増加したことから、空室率の高止まりがみら
れるなど供給過剰の懸念から着工が手控えられて
いたが、1～3月期については前年比で増加となった
模様。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

から、高価格で売れるもの以外の供給は手控えられ
るとみられる。戸建分譲は先行きも安定した状況が
期待されている。一方、貸家は空室率が依然高く現
状程度からやや弱含みの見込み。また、来年10月
の消費増税による駆け込み需要への期待は薄く、
その後の需要減を懸念するところが多かった。

（6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。大雪の影響もあり1月の売上が前年を下回り、2
月も寒い日が続き春物商材の動きが鈍かった。化粧
品などの雑貨が堅調だったが、食料品が前年割れと
なったほか主力の衣料品も減少した模様だ。衣料品
は紳士服・婦人服とも厳しい状況となっているが、入
学・卒業式などで着るオケージョン服は堅調だという。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2017年10～12月期まで10四半
期連続で減少が続いた。昨年の夏（7～9月期）には
前年並み近くまで持ち直していたが、秋には長雨な
どの天候不順の影響もあり再び減少幅が拡大した。
ただ3月に入り気温がようやく上昇し、春物の衣料
品に動きも出てきている。
高額品とインバウンド（訪日外国人）による消費が
堅調な動きとなっている。高額品では高級ブランド
や宝飾品・時計などが順調で、富裕層が顧客である
外商の売上も堅調だという。インバウンド消費は、旅
行者による消費よりもバイヤーによるまとめ買いの
方が目立つようだが、県内百貨店では売上全体に
占める割合も僅かで全体の売上への影響は小さい。
ボリュームゾーンの中間層の消費は勢いを欠い

た状態が続いている。価格志向は依然として根強く、
欲しいもの必要なものだけを買う実需志向も強い。
天候不順で野菜が値上がりしたこともあり、買い上
げ点数を減らす動きがみられたとの指摘もあった。
最近の特徴として、集客と安定収入の確保を狙

いとして、店舗改装し衣料品などの売場を縮小して、
家具・インテリア・ドラッグストア・100円ショップなど
のテナントを誘致する動きがある。
先行きをみると、衣料品は明るい色が売れており

これは回復の兆候との指摘もあったが、県内百貨店
の売上は盛り上がりに欠けており、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、主力の食料品
の売上が前年を上回ったが、衣料品は前年割れと
なったようだ。食料品は前年を上回っているが、天
候不順により野菜の値段が高騰したことも影響して
いる。四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は
昨年4～6月期以降、前年を上回って推移しており、
全体的に上向きの方向にある。
消費者の購買意欲に大きな変化はないようだ。
財布のヒモは固く、価格重視は変わらずシビアな買
い物姿勢が続いている。競合店での食料品や日用
品の値下げの動きもあり、価格面での競争が強まっ
ている。また、食品の取り扱いを増やしているドラッ
グストアなど他業態との競合も激しくなっている。
一方、健康志向の商品や自分のこだわりにあった

ものは売れている。価格が高めでも消費者が価値を
認めたものは売れているようだ。また、最近は「簡
便・即食」商品が人気だという。「簡便」は料理が簡
単に素早く作れる調味料類や、店舗でひと手間か
け手早く調理できる半加工品、フライパン調理のみ
でできる食品など。簡便より簡単な「即食」はレンジ
対応食品、自然解凍冷食などほぼ調理不要で食べ
られる加工食品。単身世帯、高齢者世帯、共働き世
帯が増え、こうした商品への需要が高まっている。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。

●百貨店・スーパー販売額（前年比）の推移（埼玉県、既存店）

資料:経済産業省「商業動態統計」
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●公共工事請負金額（前年比）の推移（埼玉県）

資料：東日本建設業保証㈱
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（1） 一般機械…前年を若干下回る
一般機械の生産動向をみると、県内の一般機械

（はん用機械＋生産用機械＋業務用機械）の鉱工業
生産指数は、昨年4～6月期が前年比＋7.6％、7～9
月期が同＋18.1％、10～12月期が同＋5.1％と、3
四半期連続で前年を上回っていたが、フラットパネ
ル・ディスプレイ製造装置や医療用機械器具などの
減速を受けて、本年1月は、同▲12.2％と前年を下
回った。1～3月期を通してみても、前年の水準を若
干下回った模様である。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、スマート
フォン向けを中心に、昨年後半は好調に推移したが、
昨秋発売された新型iPhoneの売れ行きが、メー
カー側の想定を下回ったことなどもあって、足元の
生産が一服したようだ。昨年秋口まで好調だった医
療用機械器具もやや弱含んでいる。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
昨年前半まで高い伸びを続けてきた空気圧機器

は、秋口以降、若干伸びが鈍化したものの、引き続

の管理システムなどに組み込まれる電気関連の部
品である。また、組み込まれた機械は海外へ輸出さ
れることも多い。産業向けの電気機械は、景気や設
備投資の持ち直しに加え、企業の情報システムの
高度化や大型化などにより、全体に好調に推移して
きたが、ここにきて一服感もみられる。
情報通信機器は、2017年2月以降、大手電機メー

カーの県内工場での携帯電話等の生産が停止され
たことの影響もあるが、ここ数年で大きく減少した。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も輸出や設備投資が堅調なことから、高水
準を持続するとみられる。先行きの懸念材料として
は、海外経済や、スマートフォンの需要動向があり、
注意が必要である。

（3） 輸送機械…生産は前年並み
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年をやや下回った。前年割れは昨年10～12月期に
続き2四半期連続となった。軽自動車は前年を上
回ったが、無資格検査問題の影響や2016年後半
からの新型車効果が薄れたことで、登録車（普通＋
小型乗用車）は減少した。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指

が難しくなったとの声も聞かれた。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ
られることから、部品メーカーの生産も横ばいから
やや前年を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかながらも上回る
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足から、鉄筋コンクリート造を避け、鉄
骨造を選ぶ動きが続いていたが、足元では、鉄骨を
組むファブリケーターの処理能力に余裕がなくなっ
ていることに加え、現場の建設労働者の不足感が
一服してきたこともあって、鉄筋コンクリート造の着
工はやや持ち直している。これに伴って、1～3月期
の棒鋼の生産についても、前年をわずかながらも上
回ったとみられる。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は着工が一段落している。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れる鉄筋コンクリー
ト造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工法
と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材などを利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
を鉄骨造で立ち上げるケースがみられる。
マンションについても、都内で１億円を超えるよう

な高額物件には、引き続き投資物件としてのニーズ
があるものの、実需中心の郊外型のマンションは
建設費用の上昇を受けて、販売が落ち込んでいる。
マンション販売業者の多くは、発売戸数の絞り込み
で対応しようとしているものの、一部では値引きを
余儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な

き前年を上回る水準で推移している。歯車について
も、自動車向けが減少したことなどから、このところ
やや弱含んでいるものの、省力化機器向けが堅調
なこともあって、前年並みの水準を維持している。
足元で一旦足踏みとなった一般機械だが、フラッ

トパネル・ディスプレイ製造装置は、本格的な4Ｋ放
送の開始を控えて、大画面ＴＶ向けの需要が見込
まれている。足元の受注状況が比較的底堅いことも
あって、先行きの一般機械については、前年の水準
を上回って推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや下回る
1～3月期の電気機械の生産は、前年に比べ減少

となった模様である。電気機械の生産を四半期毎
にみると、2016年1～3月期より2017年7～9月期
まで増加を続けてきたが、10～12月期より減少と
なった。電気機械の生産には一服感がみられる。た
だ、比較的長い期間増勢を続けてきたことから、水
準は高く、踊り場的な動きとみるところもある。
好調を続けてきた、電子部品・デバイスの生産もこ

こにきてやや減少している。中国でのスマートフォン
の売れ行きが鈍ってきていることや、新製品の生産
も期待したほど伸びなかったことなどから、県内で関
連部品の生産を行っているところも、生産をやや手
控える動きもみられる。エアコンや白物家電は中国、
東南アジアなどでの需要は強く、製品の高度化も続
いており、こうした製品向けの電子部品・デバイスの
生産は堅調に推移している模様。また、自動車向け
は種類や点数が増加している。こうした部品では、高
い安全性、信頼性が求められることから、国内生産
の優位性はしばらく続くと考えられている。県内企業
でも需給や価格が不安定なスマートフォン向けから
自動車向けにウエイトを移しているところもみられる。
電気機械は消費者向けの完成品である家電は
少なく、産業向けが多くなっている。現在、県内で生
産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報

数は、昨年7～9月期が前年比▲1.2％、10～12月期
は同▲9.7％と販売動向を反映して2四半期連続で
減少した。1月の鉱工業生産指数は同▲6.5％と前年
を下回ったが、1～3月期全体では前年並みとなった
模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販売台数は、
マイナーチェンジ車の投入効果もあり上向いており、
これを反映し県内生産も増加しているとみられる。
先行きも、マイナーチェンジを含め新型車の発売

が予想され、販売は強含むとみられ、県内生産も前
年をやや上回って推移すると予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。昨年9月の排ガス規制強化に伴
う駆け込み購入の反動減もあり、国内販売は弱含
んでいたが足元では上向いており、国内向けの生産
も持ち直しているとみられる。国内向けは、ネット通
販の拡大による物流需要、首都圏の再開発や東京
オリンピックに向けた需要もあり底堅く推移している。
減少していた海外向けも東南アジア向けなどを中
心に持ち直しているようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きも生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みで推移したとみられることから、自動車
部品の生産も前年並みとなった模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻になり、時給

を上げても工場での派遣社員やパートタイムの採用

姿勢を続けている。
原材料であるスクラップの価格が上昇している。

中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネシアなどへ
の輸出が伸びており、スクラップ価格を押し上げて
いる。電気料金は比較的落ち着いているものの、消
耗品である電極などの副資材価格も大幅に上昇し
ている。製品価格とのスプレッド縮小に伴って、鉄鋼
メーカーの収益は大幅に悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に工事受注残を抱えてお

り、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の施設整備案件なども本格化している。4～6
月期の鉄鋼の生産については、引き続き前年をや
や上回る程度の水準で推移するとみられる。
県内の鉄鋼製品については、米国の鉄鋼輸入関
税に伴う直接的な影響は見込まれていないものの、
これまでアジア諸国などから米国へ輸出されていた
製品が広く出回れば、鉄鋼製品価格の値下がりに
つながることが懸念される。先行きもスクラップ価
格の上昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド
改善の動きは後手に回らざるをえないことから、収
益面では厳しい状況が続く可能性が高い。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管についてはやや弱め
に推移しているものの、工作機械向けが比較的底
堅い動きになっている。鋳物の生産は足元で徐々に

持ち直している。
4～6月期についても、受注状況が改善しているこ

ともあり、引き続き鋳物の生産は前年を上回って推
移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
下回った。ただ、手持ち工事量は多く、都内の大手
業者が繁忙なため、県内業者の受注状況は価格面
を含めて良好であり、相応の収益を確保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路など公共施
設の改修・補修、耐震工事が多く、新規の建設案件
は少ない。なお、2019年秋のラグビーワールドカッ
プ開催に向け、改修工事が進んでいる熊谷ラクビー
場は、本体工事は都内の大手業者が受注している
が、地元業者も周辺整備を含め繁忙となっている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラの改修などが期待されている。価格面では今後
もしばらくは変わらない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年に比べほぼ
横ばいの推移となっている。埼玉県の2017年の非
居住用の建築着工床面積は前年比26.1％増で
あったことなど、工事量は高い水準にある。種類別
では引き続き建て替え、補修を含めて病院、介護関
連などの医療・福祉施設が多い。また、企業の収益
が回復してきたことなどから、工場やビルのリフォー
ム、物流関連や商業、サービス関連の新設工事も出
てきている。都内の大手業者が優良工事を多く抱え、
県内の工事は比較的大きなものでも、県内建設業
者が請け負うようになっており、建設業者の収益環
境は良い。ただ、オリンピック・パラリンピック後の需
要減を懸念するところもあり、新規事業の開拓に動
いているところもある。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、超繁忙期の高値受注からは弱含むとす

る見方が多い。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、駅に近い物件を除き販売が不調となっている。
埼玉県におけるマンションの契約率は、このところ、
好不調の目安といわれる70％を大きく下回って
50％台で推移している。利便性にやや劣る物件は
販売が厳しく、全体に供給、新規着工とも減少して
いる。子育て中の夫婦などで、通勤が楽な都内物件
のニーズが高くなっている影響もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料
との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に、2016年に
大きく増加したことから、空室率の高止まりがみら
れるなど供給過剰の懸念から着工が手控えられて
いたが、1～3月期については前年比で増加となった
模様。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

から、高価格で売れるもの以外の供給は手控えられ
るとみられる。戸建分譲は先行きも安定した状況が
期待されている。一方、貸家は空室率が依然高く現
状程度からやや弱含みの見込み。また、来年10月
の消費増税による駆け込み需要への期待は薄く、
その後の需要減を懸念するところが多かった。

（6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。大雪の影響もあり1月の売上が前年を下回り、2
月も寒い日が続き春物商材の動きが鈍かった。化粧
品などの雑貨が堅調だったが、食料品が前年割れと
なったほか主力の衣料品も減少した模様だ。衣料品
は紳士服・婦人服とも厳しい状況となっているが、入
学・卒業式などで着るオケージョン服は堅調だという。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2017年10～12月期まで10四半
期連続で減少が続いた。昨年の夏（7～9月期）には
前年並み近くまで持ち直していたが、秋には長雨な
どの天候不順の影響もあり再び減少幅が拡大した。
ただ3月に入り気温がようやく上昇し、春物の衣料
品に動きも出てきている。
高額品とインバウンド（訪日外国人）による消費が
堅調な動きとなっている。高額品では高級ブランド
や宝飾品・時計などが順調で、富裕層が顧客である
外商の売上も堅調だという。インバウンド消費は、旅
行者による消費よりもバイヤーによるまとめ買いの
方が目立つようだが、県内百貨店では売上全体に
占める割合も僅かで全体の売上への影響は小さい。
ボリュームゾーンの中間層の消費は勢いを欠い

た状態が続いている。価格志向は依然として根強く、
欲しいもの必要なものだけを買う実需志向も強い。
天候不順で野菜が値上がりしたこともあり、買い上
げ点数を減らす動きがみられたとの指摘もあった。
最近の特徴として、集客と安定収入の確保を狙

いとして、店舗改装し衣料品などの売場を縮小して、
家具・インテリア・ドラッグストア・100円ショップなど
のテナントを誘致する動きがある。
先行きをみると、衣料品は明るい色が売れており

これは回復の兆候との指摘もあったが、県内百貨店
の売上は盛り上がりに欠けており、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、主力の食料品
の売上が前年を上回ったが、衣料品は前年割れと
なったようだ。食料品は前年を上回っているが、天
候不順により野菜の値段が高騰したことも影響して
いる。四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は
昨年4～6月期以降、前年を上回って推移しており、
全体的に上向きの方向にある。
消費者の購買意欲に大きな変化はないようだ。
財布のヒモは固く、価格重視は変わらずシビアな買
い物姿勢が続いている。競合店での食料品や日用
品の値下げの動きもあり、価格面での競争が強まっ
ている。また、食品の取り扱いを増やしているドラッ
グストアなど他業態との競合も激しくなっている。
一方、健康志向の商品や自分のこだわりにあった

ものは売れている。価格が高めでも消費者が価値を
認めたものは売れているようだ。また、最近は「簡
便・即食」商品が人気だという。「簡便」は料理が簡
単に素早く作れる調味料類や、店舗でひと手間か
け手早く調理できる半加工品、フライパン調理のみ
でできる食品など。簡便より簡単な「即食」はレンジ
対応食品、自然解凍冷食などほぼ調理不要で食べ
られる加工食品。単身世帯、高齢者世帯、共働き世
帯が増え、こうした商品への需要が高まっている。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。

埼玉県内企業の2017年冬の ボーナス支給状況

2017年冬のボーナス支給状況について、県内企業へ
のアンケート調査を実施した。結果は以下の通りである。

ボーナス支給実績の有無
2017年冬のボーナスの支給実績をたずねたところ、

「正社員・パートともに支給」とした企業は55.3％、「正
社員のみ支給」とした企業は38.1％、「支給しない」と
した企業は6.5％となった。前年実績と比較すると、
「正社員・パートともに支給」とした企業が0.7ポイント
増加し、「支給しない」とした企業が1.4ポイント減少し
た。「支給しない」ところは減っており、9割以上の企業
でボーナスを支給している。人手の不足感が強まるな
か、パート、アルバイトを含めてボーナスを支給する企
業が増えている。
業種別にみると、「正社員・パートともに支給」と答

えた企業は製造業では70.9％、非製造業では46.3％
である。「正社員のみ支給」は製造業で24.1％、非製
造業で46.3％。また、「支給しない」は製造業で5.1％、
非製造業で7.4％であった。
製造業では「正社員・パートともに支給」とする割合

が高く、非製造業では「正社員のみ支給」とする割合
が製造業に比べて高かった。

ボーナス一人当たり支給額
2017年冬のボーナス支給総額を支給対象人員で
割った、一人当たり支給額は428,909円となり、前年
実績の424,399円に比べ1.1％の増加となった（ボー
ナス支給実額を記入いただいた企業166社を集計）。
景気の緩やかな回復が続くなか、企業の売上、利益

も堅調なことに加え、人手不足への対応もあるとみら
れ、2年連続の増加となった。
業種別にみると、製造業では542,297円と前年

の521 ,558円から4.0％の増加、非製造業では
379,076円で前年の381,064円から0.5％の減少と
なった。非製造業では、支給対象人員の増加が大き
かったため、支給総額は増加したものの、一人当たり
支給額が前年に比べマイナスとなった。

冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移を

みると、2009年にリーマンショックの影響から2ケタ減
と大幅な落ち込みとなった。2010年はボーナス支給
額を回復する動きがみられたが、2011年、2012年と
再び減少となった。
2013年は景気の持ち直しによる企業収益の改善

から、2010年以来3年ぶりに前年を上回り、2014年も
2年連続で増加となった。2015年は前年の消費増税

アルバイトを含めた支給対象の拡大もあり、支給対象
人員が増加したことから、支給総額は比較的大きな増
加となった。2016年は企業業績の改善、人手不足へ
の対応もあり支給総額の増加が続き、2017年も同様
に5年連続の増加となった。
　
2018年夏のボーナス支給予定
2018年夏のボーナス支給予定については、2017年
夏のボーナスに比べて、「増加」21.3％、「変わらない」
66.8％、「減少」7.9％、「支給しない」4.0％となった。
「変わらない」とするところが7割近くと多いが、「増加」
が「減少」を上回り、「支給しない」は少なかった。今夏
のボーナスも、冬のボーナスに続き増加が見込まれる。
業種別にみると、いずれも「増加」が「減少」を上

回っており、製造業に比べ非製造業で「増加」とすると
ころが多かった。 （吉嶺暢嗣）

の影響が長引き、業況回復が遅れたことに加え支給
対象が広がったことから、一人当たり支給額が下押し
され3年振りのマイナスとなった。2016年は企業業績
の回復に加え、人手不足感の強まりからプラスとなり、
2017年も2016年に続き2年連続の増加となった。

ボーナス支給総額と支給対象人員
アンケート回答企業の2017年冬のボーナス支給総
額は116億8百万円で、当該企業の前年実績112億
33百万円から3.3％の増加となった。また、支給対象
人員は前年比2.3％の増加となった。企業業績の改善
や、支給範囲の拡大から、支給総額、支給対象人員と
もに増加となった。
業種別にみると、支給総額は製造業が前年比5.2％

の増加、非製造業が同2.2％の増加とそれぞれ増加と
なった。支給対象人員は製造業で同1.2％の増加、非
製造業で同2.7％の増加となった。支給総額は、製造
業での増加が非製造業に比べ大きかった。支給対象
人員は、非製造業での増加が製造業に比べ大きかった。

冬のボーナス支給総額（前年比）の推移
冬のボーナス支給総額（前年比）の推移をみると、
2009年に大きな落ち込みとなった後、2010年は大き
く落ち込んだ前年からボーナスを回復するところが多
く、比較的大きな増加となった。しかし、その後の景気
減速により経営環境は厳しくなり、2011年、2012年と
2年連続の減少となった。
2013年は一人当たり支給額同様、2010年以来3
年ぶりに前年を上回った。2014年、2015年はパート・

●2017年冬のボーナス支給実績の有無

合計 製造業 非製造業

正社員・パート
ともに支給
正社員のみ支給

支給しない

55.3 
(54.6)
38.1 
(37.5)
6.5 
(7.9)

70.9 
(70.0)
24.1 
(23.8)
5.1 
(6.3)

46.3 
(45.6)
46.3 
(45.6)
7.4 
(8.8)

(%)

（　　）内は2016年実績

●2017年冬のボーナス一人当たり支給額

企業数
前年比

全産業

製造業

非製造業

166

63

103

428,909

542,297

379,076

一人当たり支給額
2017年 2016年

424,399

521,558

381,064

1.1

4.0

▲ 0.5

（社、円、％）

●2018年夏のボーナス支給予定    

全産業

製造業

非製造業

21.3

13.2

26.2

増加

66.8

77.6

60.3

変わらない

7.9

6.6

8.7

減少

4.0

2.6

4.8

支給しない

（％）

前年比

全産業

製造業

非製造業

27,064

8,263

18,801

支給対象人員支給総額
2017年 2016年

26,468

8,164

18,304

2.3

1.2

2.7

前年比

11,608

4,481

7,127

2017年 2016年

11,233

4,258

6,975

3.3

5.2

2.2

●2017年冬のボーナス支給総額と支給対象人員
（百万円、人、％）

●冬のボーナス支給総額（前年比）の推移

2018年1月中旬実施。対象企業数966社、
回答企業数216社、回答率22.4％。

●冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
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（1） 一般機械…前年を若干下回る
一般機械の生産動向をみると、県内の一般機械

（はん用機械＋生産用機械＋業務用機械）の鉱工業
生産指数は、昨年4～6月期が前年比＋7.6％、7～9
月期が同＋18.1％、10～12月期が同＋5.1％と、3
四半期連続で前年を上回っていたが、フラットパネ
ル・ディスプレイ製造装置や医療用機械器具などの
減速を受けて、本年1月は、同▲12.2％と前年を下
回った。1～3月期を通してみても、前年の水準を若
干下回った模様である。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、スマート
フォン向けを中心に、昨年後半は好調に推移したが、
昨秋発売された新型iPhoneの売れ行きが、メー
カー側の想定を下回ったことなどもあって、足元の
生産が一服したようだ。昨年秋口まで好調だった医
療用機械器具もやや弱含んでいる。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
昨年前半まで高い伸びを続けてきた空気圧機器

は、秋口以降、若干伸びが鈍化したものの、引き続

の管理システムなどに組み込まれる電気関連の部
品である。また、組み込まれた機械は海外へ輸出さ
れることも多い。産業向けの電気機械は、景気や設
備投資の持ち直しに加え、企業の情報システムの
高度化や大型化などにより、全体に好調に推移して
きたが、ここにきて一服感もみられる。
情報通信機器は、2017年2月以降、大手電機メー

カーの県内工場での携帯電話等の生産が停止され
たことの影響もあるが、ここ数年で大きく減少した。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も輸出や設備投資が堅調なことから、高水
準を持続するとみられる。先行きの懸念材料として
は、海外経済や、スマートフォンの需要動向があり、
注意が必要である。

（3） 輸送機械…生産は前年並み
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年をやや下回った。前年割れは昨年10～12月期に
続き2四半期連続となった。軽自動車は前年を上
回ったが、無資格検査問題の影響や2016年後半
からの新型車効果が薄れたことで、登録車（普通＋
小型乗用車）は減少した。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指

が難しくなったとの声も聞かれた。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ
られることから、部品メーカーの生産も横ばいから
やや前年を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかながらも上回る
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足から、鉄筋コンクリート造を避け、鉄
骨造を選ぶ動きが続いていたが、足元では、鉄骨を
組むファブリケーターの処理能力に余裕がなくなっ
ていることに加え、現場の建設労働者の不足感が
一服してきたこともあって、鉄筋コンクリート造の着
工はやや持ち直している。これに伴って、1～3月期
の棒鋼の生産についても、前年をわずかながらも上
回ったとみられる。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は着工が一段落している。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れる鉄筋コンクリー
ト造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工法
と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材などを利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
を鉄骨造で立ち上げるケースがみられる。
マンションについても、都内で１億円を超えるよう

な高額物件には、引き続き投資物件としてのニーズ
があるものの、実需中心の郊外型のマンションは
建設費用の上昇を受けて、販売が落ち込んでいる。
マンション販売業者の多くは、発売戸数の絞り込み
で対応しようとしているものの、一部では値引きを
余儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な

き前年を上回る水準で推移している。歯車について
も、自動車向けが減少したことなどから、このところ
やや弱含んでいるものの、省力化機器向けが堅調
なこともあって、前年並みの水準を維持している。
足元で一旦足踏みとなった一般機械だが、フラッ

トパネル・ディスプレイ製造装置は、本格的な4Ｋ放
送の開始を控えて、大画面ＴＶ向けの需要が見込
まれている。足元の受注状況が比較的底堅いことも
あって、先行きの一般機械については、前年の水準
を上回って推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや下回る
1～3月期の電気機械の生産は、前年に比べ減少

となった模様である。電気機械の生産を四半期毎
にみると、2016年1～3月期より2017年7～9月期
まで増加を続けてきたが、10～12月期より減少と
なった。電気機械の生産には一服感がみられる。た
だ、比較的長い期間増勢を続けてきたことから、水
準は高く、踊り場的な動きとみるところもある。
好調を続けてきた、電子部品・デバイスの生産もこ

こにきてやや減少している。中国でのスマートフォン
の売れ行きが鈍ってきていることや、新製品の生産
も期待したほど伸びなかったことなどから、県内で関
連部品の生産を行っているところも、生産をやや手
控える動きもみられる。エアコンや白物家電は中国、
東南アジアなどでの需要は強く、製品の高度化も続
いており、こうした製品向けの電子部品・デバイスの
生産は堅調に推移している模様。また、自動車向け
は種類や点数が増加している。こうした部品では、高
い安全性、信頼性が求められることから、国内生産
の優位性はしばらく続くと考えられている。県内企業
でも需給や価格が不安定なスマートフォン向けから
自動車向けにウエイトを移しているところもみられる。
電気機械は消費者向けの完成品である家電は
少なく、産業向けが多くなっている。現在、県内で生
産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報

数は、昨年7～9月期が前年比▲1.2％、10～12月期
は同▲9.7％と販売動向を反映して2四半期連続で
減少した。1月の鉱工業生産指数は同▲6.5％と前年
を下回ったが、1～3月期全体では前年並みとなった
模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販売台数は、
マイナーチェンジ車の投入効果もあり上向いており、
これを反映し県内生産も増加しているとみられる。
先行きも、マイナーチェンジを含め新型車の発売

が予想され、販売は強含むとみられ、県内生産も前
年をやや上回って推移すると予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。昨年9月の排ガス規制強化に伴
う駆け込み購入の反動減もあり、国内販売は弱含
んでいたが足元では上向いており、国内向けの生産
も持ち直しているとみられる。国内向けは、ネット通
販の拡大による物流需要、首都圏の再開発や東京
オリンピックに向けた需要もあり底堅く推移している。
減少していた海外向けも東南アジア向けなどを中
心に持ち直しているようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きも生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みで推移したとみられることから、自動車
部品の生産も前年並みとなった模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻になり、時給

を上げても工場での派遣社員やパートタイムの採用

姿勢を続けている。
原材料であるスクラップの価格が上昇している。

中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネシアなどへ
の輸出が伸びており、スクラップ価格を押し上げて
いる。電気料金は比較的落ち着いているものの、消
耗品である電極などの副資材価格も大幅に上昇し
ている。製品価格とのスプレッド縮小に伴って、鉄鋼
メーカーの収益は大幅に悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に工事受注残を抱えてお

り、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の施設整備案件なども本格化している。4～6
月期の鉄鋼の生産については、引き続き前年をや
や上回る程度の水準で推移するとみられる。
県内の鉄鋼製品については、米国の鉄鋼輸入関
税に伴う直接的な影響は見込まれていないものの、
これまでアジア諸国などから米国へ輸出されていた
製品が広く出回れば、鉄鋼製品価格の値下がりに
つながることが懸念される。先行きもスクラップ価
格の上昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド
改善の動きは後手に回らざるをえないことから、収
益面では厳しい状況が続く可能性が高い。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管についてはやや弱め
に推移しているものの、工作機械向けが比較的底
堅い動きになっている。鋳物の生産は足元で徐々に

持ち直している。
4～6月期についても、受注状況が改善しているこ

ともあり、引き続き鋳物の生産は前年を上回って推
移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
下回った。ただ、手持ち工事量は多く、都内の大手
業者が繁忙なため、県内業者の受注状況は価格面
を含めて良好であり、相応の収益を確保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路など公共施
設の改修・補修、耐震工事が多く、新規の建設案件
は少ない。なお、2019年秋のラグビーワールドカッ
プ開催に向け、改修工事が進んでいる熊谷ラクビー
場は、本体工事は都内の大手業者が受注している
が、地元業者も周辺整備を含め繁忙となっている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラの改修などが期待されている。価格面では今後
もしばらくは変わらない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年に比べほぼ
横ばいの推移となっている。埼玉県の2017年の非
居住用の建築着工床面積は前年比26.1％増で
あったことなど、工事量は高い水準にある。種類別
では引き続き建て替え、補修を含めて病院、介護関
連などの医療・福祉施設が多い。また、企業の収益
が回復してきたことなどから、工場やビルのリフォー
ム、物流関連や商業、サービス関連の新設工事も出
てきている。都内の大手業者が優良工事を多く抱え、
県内の工事は比較的大きなものでも、県内建設業
者が請け負うようになっており、建設業者の収益環
境は良い。ただ、オリンピック・パラリンピック後の需
要減を懸念するところもあり、新規事業の開拓に動
いているところもある。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、超繁忙期の高値受注からは弱含むとす

る見方が多い。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、駅に近い物件を除き販売が不調となっている。
埼玉県におけるマンションの契約率は、このところ、
好不調の目安といわれる70％を大きく下回って
50％台で推移している。利便性にやや劣る物件は
販売が厳しく、全体に供給、新規着工とも減少して
いる。子育て中の夫婦などで、通勤が楽な都内物件
のニーズが高くなっている影響もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料
との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に、2016年に
大きく増加したことから、空室率の高止まりがみら
れるなど供給過剰の懸念から着工が手控えられて
いたが、1～3月期については前年比で増加となった
模様。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

から、高価格で売れるもの以外の供給は手控えられ
るとみられる。戸建分譲は先行きも安定した状況が
期待されている。一方、貸家は空室率が依然高く現
状程度からやや弱含みの見込み。また、来年10月
の消費増税による駆け込み需要への期待は薄く、
その後の需要減を懸念するところが多かった。

（6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。大雪の影響もあり1月の売上が前年を下回り、2
月も寒い日が続き春物商材の動きが鈍かった。化粧
品などの雑貨が堅調だったが、食料品が前年割れと
なったほか主力の衣料品も減少した模様だ。衣料品
は紳士服・婦人服とも厳しい状況となっているが、入
学・卒業式などで着るオケージョン服は堅調だという。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2017年10～12月期まで10四半
期連続で減少が続いた。昨年の夏（7～9月期）には
前年並み近くまで持ち直していたが、秋には長雨な
どの天候不順の影響もあり再び減少幅が拡大した。
ただ3月に入り気温がようやく上昇し、春物の衣料
品に動きも出てきている。
高額品とインバウンド（訪日外国人）による消費が
堅調な動きとなっている。高額品では高級ブランド
や宝飾品・時計などが順調で、富裕層が顧客である
外商の売上も堅調だという。インバウンド消費は、旅
行者による消費よりもバイヤーによるまとめ買いの
方が目立つようだが、県内百貨店では売上全体に
占める割合も僅かで全体の売上への影響は小さい。
ボリュームゾーンの中間層の消費は勢いを欠い

た状態が続いている。価格志向は依然として根強く、
欲しいもの必要なものだけを買う実需志向も強い。
天候不順で野菜が値上がりしたこともあり、買い上
げ点数を減らす動きがみられたとの指摘もあった。
最近の特徴として、集客と安定収入の確保を狙

いとして、店舗改装し衣料品などの売場を縮小して、
家具・インテリア・ドラッグストア・100円ショップなど
のテナントを誘致する動きがある。
先行きをみると、衣料品は明るい色が売れており

これは回復の兆候との指摘もあったが、県内百貨店
の売上は盛り上がりに欠けており、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、主力の食料品
の売上が前年を上回ったが、衣料品は前年割れと
なったようだ。食料品は前年を上回っているが、天
候不順により野菜の値段が高騰したことも影響して
いる。四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は
昨年4～6月期以降、前年を上回って推移しており、
全体的に上向きの方向にある。
消費者の購買意欲に大きな変化はないようだ。
財布のヒモは固く、価格重視は変わらずシビアな買
い物姿勢が続いている。競合店での食料品や日用
品の値下げの動きもあり、価格面での競争が強まっ
ている。また、食品の取り扱いを増やしているドラッ
グストアなど他業態との競合も激しくなっている。
一方、健康志向の商品や自分のこだわりにあった

ものは売れている。価格が高めでも消費者が価値を
認めたものは売れているようだ。また、最近は「簡
便・即食」商品が人気だという。「簡便」は料理が簡
単に素早く作れる調味料類や、店舗でひと手間か
け手早く調理できる半加工品、フライパン調理のみ
でできる食品など。簡便より簡単な「即食」はレンジ
対応食品、自然解凍冷食などほぼ調理不要で食べ
られる加工食品。単身世帯、高齢者世帯、共働き世
帯が増え、こうした商品への需要が高まっている。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。

埼玉県内企業の2017年冬の ボーナス支給状況

2017年冬のボーナス支給状況について、県内企業へ
のアンケート調査を実施した。結果は以下の通りである。

ボーナス支給実績の有無
2017年冬のボーナスの支給実績をたずねたところ、

「正社員・パートともに支給」とした企業は55.3％、「正
社員のみ支給」とした企業は38.1％、「支給しない」と
した企業は6.5％となった。前年実績と比較すると、
「正社員・パートともに支給」とした企業が0.7ポイント
増加し、「支給しない」とした企業が1.4ポイント減少し
た。「支給しない」ところは減っており、9割以上の企業
でボーナスを支給している。人手の不足感が強まるな
か、パート、アルバイトを含めてボーナスを支給する企
業が増えている。
業種別にみると、「正社員・パートともに支給」と答

えた企業は製造業では70.9％、非製造業では46.3％
である。「正社員のみ支給」は製造業で24.1％、非製
造業で46.3％。また、「支給しない」は製造業で5.1％、
非製造業で7.4％であった。
製造業では「正社員・パートともに支給」とする割合

が高く、非製造業では「正社員のみ支給」とする割合
が製造業に比べて高かった。

ボーナス一人当たり支給額
2017年冬のボーナス支給総額を支給対象人員で
割った、一人当たり支給額は428,909円となり、前年
実績の424,399円に比べ1.1％の増加となった（ボー
ナス支給実額を記入いただいた企業166社を集計）。
景気の緩やかな回復が続くなか、企業の売上、利益

も堅調なことに加え、人手不足への対応もあるとみら
れ、2年連続の増加となった。
業種別にみると、製造業では542,297円と前年

の521 ,558円から4.0％の増加、非製造業では
379,076円で前年の381,064円から0.5％の減少と
なった。非製造業では、支給対象人員の増加が大き
かったため、支給総額は増加したものの、一人当たり
支給額が前年に比べマイナスとなった。

冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移を

みると、2009年にリーマンショックの影響から2ケタ減
と大幅な落ち込みとなった。2010年はボーナス支給
額を回復する動きがみられたが、2011年、2012年と
再び減少となった。
2013年は景気の持ち直しによる企業収益の改善

から、2010年以来3年ぶりに前年を上回り、2014年も
2年連続で増加となった。2015年は前年の消費増税

アルバイトを含めた支給対象の拡大もあり、支給対象
人員が増加したことから、支給総額は比較的大きな増
加となった。2016年は企業業績の改善、人手不足へ
の対応もあり支給総額の増加が続き、2017年も同様
に5年連続の増加となった。
　
2018年夏のボーナス支給予定
2018年夏のボーナス支給予定については、2017年
夏のボーナスに比べて、「増加」21.3％、「変わらない」
66.8％、「減少」7.9％、「支給しない」4.0％となった。
「変わらない」とするところが7割近くと多いが、「増加」
が「減少」を上回り、「支給しない」は少なかった。今夏
のボーナスも、冬のボーナスに続き増加が見込まれる。
業種別にみると、いずれも「増加」が「減少」を上

回っており、製造業に比べ非製造業で「増加」とすると
ころが多かった。 （吉嶺暢嗣）

の影響が長引き、業況回復が遅れたことに加え支給
対象が広がったことから、一人当たり支給額が下押し
され3年振りのマイナスとなった。2016年は企業業績
の回復に加え、人手不足感の強まりからプラスとなり、
2017年も2016年に続き2年連続の増加となった。

ボーナス支給総額と支給対象人員
アンケート回答企業の2017年冬のボーナス支給総
額は116億8百万円で、当該企業の前年実績112億
33百万円から3.3％の増加となった。また、支給対象
人員は前年比2.3％の増加となった。企業業績の改善
や、支給範囲の拡大から、支給総額、支給対象人員と
もに増加となった。
業種別にみると、支給総額は製造業が前年比5.2％

の増加、非製造業が同2.2％の増加とそれぞれ増加と
なった。支給対象人員は製造業で同1.2％の増加、非
製造業で同2.7％の増加となった。支給総額は、製造
業での増加が非製造業に比べ大きかった。支給対象
人員は、非製造業での増加が製造業に比べ大きかった。

冬のボーナス支給総額（前年比）の推移
冬のボーナス支給総額（前年比）の推移をみると、
2009年に大きな落ち込みとなった後、2010年は大き
く落ち込んだ前年からボーナスを回復するところが多
く、比較的大きな増加となった。しかし、その後の景気
減速により経営環境は厳しくなり、2011年、2012年と
2年連続の減少となった。
2013年は一人当たり支給額同様、2010年以来3
年ぶりに前年を上回った。2014年、2015年はパート・

●2017年冬のボーナス支給実績の有無

合計 製造業 非製造業

正社員・パート
ともに支給
正社員のみ支給

支給しない

55.3 
(54.6)
38.1 
(37.5)
6.5 
(7.9)

70.9 
(70.0)
24.1 
(23.8)
5.1 
(6.3)

46.3 
(45.6)
46.3 
(45.6)
7.4 
(8.8)

(%)

（　　）内は2016年実績

●2017年冬のボーナス一人当たり支給額

企業数
前年比

全産業

製造業

非製造業

166

63

103

428,909
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379,076

一人当たり支給額
2017年 2016年

424,399

521,558

381,064

1.1

4.0

▲ 0.5

（社、円、％）

●2018年夏のボーナス支給予定    

全産業
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非製造業

21.3

13.2
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増加

66.8
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60.3

変わらない

7.9
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減少

4.0

2.6

4.8

支給しない

（％）

前年比
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支給対象人員支給総額
2017年 2016年
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8,164

18,304

2.3

1.2

2.7

前年比

11,608

4,481

7,127

2017年 2016年
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6,975

3.3

5.2

2.2

●2017年冬のボーナス支給総額と支給対象人員
（百万円、人、％）

●冬のボーナス支給総額（前年比）の推移

2018年1月中旬実施。対象企業数966社、
回答企業数216社、回答率22.4％。

●冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
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概況 埼玉県の景気は持ち直している。

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 足踏みを示している

1月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：97.2（前月比＋0.3ポイント）、一致指数：123.8
（同▲5.7ポイント）、遅行指数：123.2（同＋3.6ポイ
ント）となった。
先行指数は2カ月ぶりの上昇となった。
一致指数は3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▲0.87ポイン
トと、4カ月連続の下降となった。埼玉県は、「改善を
示している」としてきた景気の基調判断を、1年9カ
月ぶりに「足踏みを示している」に下方修正した。
遅行指数は2カ月連続の上昇となった。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が4カ月連続で増加

2月の百貨店・スーパー販売額は745億円、前年
比＋0.8％（既存店）と4カ月連続で増加した。業態別
では、百貨店（同▲2.9％）は減少したが、スーパー
（同＋1.7％）は増加した。新設店を含む全店ベース
の販売額も同＋1.8％と4カ月連続で増加した。
3月の新車販売台数（乗用車）は19,300台、前年
比▲7.8％と6カ月連続で減少した。車種別では普通
乗用車が11,237台（同＋0.7％）、小型乗用車は
8,063台（同▲7.6％）だった。

住 宅 3カ月ぶりに前年を上回る

2月の新設住宅着工戸数は4,699戸、前年比
＋6.5％と3カ月ぶりに前年を上回った。
利用関係別では、持家が1 ,072戸（前年比
▲14.4％）と3カ月連続で減少したものの、貸家が
2,051戸（同＋20.6％）と2カ月連続の増加、分譲も
1,575戸（同＋8.1％）と2カ月ぶりの増加となった。
分譲住宅は、戸建が1,249戸（同▲7.1％）と2カ

月連続で減少したものの、1月に前年比▲93.3％と
大きく減少したマンションが、326戸（同＋210.5％）
と増加した。

公共工事 3カ月連続で前年を下回る

3月の公共工事請負金額は153億円、前年比
▲2.5％と3カ月連続で前年を下回った。2017年4月
～2018年3月の累計でも、同▲0.8％と前年を下
回っている。
発注者別では、国（前年比▲47.5％）と独立行政
法人等（同▲30.9％）、市町村（同▲6.7％）が減少
したものの、県（同＋3.5％）が増加した。
なお、3月の請負件数も237件（同▲17.1％）と前
年を下回っている。

生 産 3カ月ぶりに減少

1月の鉱工業指数をみると、生産指数は88.6、前
月比▲6.5％と3カ月ぶりに減少した。業種別では、
化学、鉄鋼、印刷など6業種が増加したものの、輸送
機械、生産用機械、業務用機械など17業種が減少
した。
在庫指数は114.5、前月比▲1.4％と2カ月ぶりに
減少した。業種別では、非鉄金属、鉄鋼、パルプ・紙・
紙加工品など10業種が増加したものの、輸送機
械、電気機械、窯業・土石など10業種が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.28倍

2月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.03ポイント下降の1.28倍となった。　
有効求職者数が75,773人（前年比▲4.3％）と、
93カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
108,001人（同＋6.9％）と、56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
0.04ポイント上昇の2.00倍となっている。
なお、2月の就業地別有効求人倍率（季節調整値）

も、前月から0.03ポイント下降の1.49倍であった。
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概況 埼玉県の景気は持ち直している。

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）
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景気動向指数 足踏みを示している

1月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：97.2（前月比＋0.3ポイント）、一致指数：123.8
（同▲5.7ポイント）、遅行指数：123.2（同＋3.6ポイ
ント）となった。
先行指数は2カ月ぶりの上昇となった。
一致指数は3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▲0.87ポイン
トと、4カ月連続の下降となった。埼玉県は、「改善を
示している」としてきた景気の基調判断を、1年9カ
月ぶりに「足踏みを示している」に下方修正した。
遅行指数は2カ月連続の上昇となった。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が4カ月連続で増加

2月の百貨店・スーパー販売額は745億円、前年
比＋0.8％（既存店）と4カ月連続で増加した。業態別
では、百貨店（同▲2.9％）は減少したが、スーパー
（同＋1.7％）は増加した。新設店を含む全店ベース
の販売額も同＋1.8％と4カ月連続で増加した。
3月の新車販売台数（乗用車）は19,300台、前年
比▲7.8％と6カ月連続で減少した。車種別では普通
乗用車が11,237台（同＋0.7％）、小型乗用車は
8,063台（同▲7.6％）だった。

住 宅 3カ月ぶりに前年を上回る

2月の新設住宅着工戸数は4,699戸、前年比
＋6.5％と3カ月ぶりに前年を上回った。
利用関係別では、持家が1 ,072戸（前年比
▲14.4％）と3カ月連続で減少したものの、貸家が
2,051戸（同＋20.6％）と2カ月連続の増加、分譲も
1,575戸（同＋8.1％）と2カ月ぶりの増加となった。
分譲住宅は、戸建が1,249戸（同▲7.1％）と2カ

月連続で減少したものの、1月に前年比▲93.3％と
大きく減少したマンションが、326戸（同＋210.5％）
と増加した。

公共工事 3カ月連続で前年を下回る

3月の公共工事請負金額は153億円、前年比
▲2.5％と3カ月連続で前年を下回った。2017年4月
～2018年3月の累計でも、同▲0.8％と前年を下
回っている。
発注者別では、国（前年比▲47.5％）と独立行政
法人等（同▲30.9％）、市町村（同▲6.7％）が減少
したものの、県（同＋3.5％）が増加した。
なお、3月の請負件数も237件（同▲17.1％）と前
年を下回っている。

生 産 3カ月ぶりに減少

1月の鉱工業指数をみると、生産指数は88.6、前
月比▲6.5％と3カ月ぶりに減少した。業種別では、
化学、鉄鋼、印刷など6業種が増加したものの、輸送
機械、生産用機械、業務用機械など17業種が減少
した。
在庫指数は114.5、前月比▲1.4％と2カ月ぶりに
減少した。業種別では、非鉄金属、鉄鋼、パルプ・紙・
紙加工品など10業種が増加したものの、輸送機
械、電気機械、窯業・土石など10業種が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.28倍

2月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.03ポイント下降の1.28倍となった。　
有効求職者数が75,773人（前年比▲4.3％）と、
93カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
108,001人（同＋6.9％）と、56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
0.04ポイント上昇の2.00倍となっている。
なお、2月の就業地別有効求人倍率（季節調整値）

も、前月から0.03ポイント下降の1.49倍であった。
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●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

2014年

2015年

2016年

2017年

17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

18年  1月

2月

3月

資料出所

156,168

147,166

152,979

158,237

12,884

15,090

20,938

9,933

11,098

14,381

12,949

10,666

15,221

10,642

12,101

12,334

12,298

14,259

19,300

▲ 1.3

▲ 5.8

3.9

3.4

11.9

12.8

13.4

3.4

2.7

7.1

▲ 2.1

4.9

1.5

▲ 7.3

▲ 7.4

▲ 3.9

▲ 4.5

▲ 5.5

▲ 7.8

2,860,472

2,704,485

2,801,491

2,943,010

229,100

273,860

398,048

195,874

206,935

274,000

241,127

196,169

276,049

200,547

222,938

228,363

215,058

259,780

378,898

▲ 0.4

▲ 5.5

3.6

5.1

8.9

14.4

14.8

6.1

6.7

10.3

▲ 1.3

2.8

2.3

▲ 4.4

▲ 5.5

0.3

▲ 6.1

▲ 5.1

▲ 4.8

403

359

354

361

22

30

30

31

40

32

36

35

26

30

18

31

19

34

44

56,640

36,187

65,358

42,138

1,662

5,140

2,807

2,984

3,537

4,909

3,148

6,638

1,720

2,174

2,207

5,212

1,390

5,001

16,670

9,731

8,812

8,446

8,405

605

688

786

680

802

706

714

639

679

733

677

696

635

617

789

1,874,065

2,112,382

2,006,119

3,167,637

128,487

115,834

166,801

104,060

106,917

1,588,339

109,885

92,375

115,802

95,879

145,663

397,595

104,559

89,979

132,672

99.1

100.0

99.7

100.0

99.4

99.4

99.7

100.1

100.2

100.0

99.8

100.0

100.2

100.1

100.7

101.0

100.6

100.7

2.8

0.9

▲ 0.3

0.3

▲ 0.1

▲ 0.3

0.1

0.3

0.4

0.2

0.2

0.5

0.7

0.0

0.7

1.2

1.2

1.4

99.2

100.0

99.9

100.4

100.0

99.8

99.9

100.3

100.4

100.2

100.1

100.3

100.5

100.6

100.9

101.2

101.3

101.3

2.7

0.8

▲ 0.1

0.5

0.4

0.3

0.2

0.4

0.4

0.4

0.4

0.7

0.7

0.2

0.6

1.0

1.4

1.5

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（％）

2014年

2015年

2016年

2017年

17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

18年  1月

2月

3月

資料出所

97.6

95.5

95.1

94.7

96.0

93.3

88.4

96.9

96.4

92.4

98.4

98.5

96.2

92.1

93.7

94.8

88.6

4.8

▲ 2.2

▲ 0.4

▲ 0.4

1.6

▲ 2.8

▲ 5.3

9.6

▲ 0.5

▲ 4.1

6.5

0.1

▲ 2.3

▲ 4.3

1.7

1.2

▲ 6.5

99.0

97.8

97.7

102.0

99.5

100.5

100.0

102.9

100.7

101.9

101.6

102.9

102.3

102.8

103.5

105.4

100.7

102.7

2.1

▲ 1.2

▲ 0.1

4.4

▲ 1.1

1.0

▲ 0.5

2.9

▲ 2.1

1.2

▲ 0.3

1.3

▲ 0.6

0.5

0.7

1.8

▲ 4.5

2.0

170.6

145.3

123.9

124.9

114.7

114.3

115.9

117.3

118.6

120.9

120.3

124.0

120.7

115.8

114.6

116.1

114.5

52.0

▲ 14.8

▲ 14.7

0.8

▲ 0.4

▲ 0.3

1.4

1.2

1.1

1.9

▲ 0.5

3.1

▲ 2.7

▲ 4.1

▲ 1.0

1.3

▲ 1.4

112.3

112.3

106.4

108.4

107.6

108.2

109.2

110.9

110.7

108.9

108.2

107.6

107.4

110.5

109.8

109.8

109.3

109.9

6.2

0.0

▲ 5.3

1.9

0.3

0.6

0.9

1.6

▲ 0.2

▲ 1.6

▲ 0.6

▲ 0.6

▲ 0.2

2.9

▲ 0.6

0.0

▲ 0.5

0.5

3,038

2,376

2,391

3,014

155

289

339

225

143

334

285

328

145

200

229

340

118

325

▲ 10.1

▲ 21.8

0.6

26.1

43.3

0.5

86.8

39.8

▲ 45.6

110.1

79.4

32.8

▲ 19.0

▲ 14.8

▲ 13.2

132.1

▲ 23.9

12.4

53,818

50,515

50,753

52,968

4,218

4,340

3,516

4,601

4,497

4,804

4,559

4,718

4,770

4,755

4,464

3,725

3,930

4,359

▲ 4.1

▲ 6.1

0.5

4.4

21.9

8.1

▲ 12.5

19.3

▲ 11.0

2.7

18.0

▲ 3.3

6.9

16.2

6.3

▲ 10.8

▲ 6.8

0.4

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）
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●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値
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▲ 0.3

▲ 0.3

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 1.4

▲ 1.0

▲ 0.4

0.0

▲ 0.4

0.3

0.7

▲ 0.3

▲ 0.5

0.7

99.0

100.0

100.9

102.5

101.4

101.1

100.5

102.6

102.9

102.9

103.1

102.7

102.9

103.0

103.2

103.1

102.8

P102.7

0.9

1.1

0.9

1.6

1.1

1.1

1.1

1.6

1.8

1.5

1.7

1.4

1.7

1.8

1.8

1.5

1.4

P1.6

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（％）2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

埼玉県

2014年

2015年

2016年

2017年

17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

18年  1月

2月

3月

資料出所

0.74

0.85

1.04

1.23

1.13

1.15

1.17

1.18

1.20

1.23

1.24

1.25

1.26

1.29

1.31

1.33

1.31

1.28

1.09

1.20

1.36

1.50

1.43

1.44

1.45

1.47

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.55

1.56

1.59

1.59

1.58

24,898

27,136

30,731

35,167

37,814

36,549

32,530

32,528

33,427

33,258

32,492

35,724

37,298

39,338

36,657

34,385

37,936

38,616

5.0

9.0

13.2

14.4

18.3

11.7

11.8

11.3

18.9

15.3

9.6

16.6

13.5

15.1

13.4

17.9

0.3

5.7

834

863

911

963

1,007

1,014

981

923

912

964

922

944

997

1,024

942

922

1,030

1,016

5.0

3.5

5.5

5.7

3.6

4.9

6.5

3.2

6.9

6.3

3.5

6.3

5.6

7.1

5.5

9.6

2.3

0.2

10,799

10,573

10,186

10,101

835

732

852

812

836

822

876

804

784

818

866

1,065

845

745

1.4

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

▲ 1.7

▲ 4.0

▲ 0.8

1.4

▲ 1.4

0.6

1.0

1.1

1.9

▲ 1.4

0.3

1.2

0.1

0.8

201,973

200,491

195,979

196,025

16,743

14,493

16,309

15,581

15,881

15,694

17,179

15,655

14,968

15,888

16,713

20,921

16,826

14,565

0.9

0.4

▲ 0.9

0.0

▲ 1.1

▲ 2.7

▲ 0.8

1.0

▲ 0.6

0.2

▲ 0.2

0.6

1.9

▲ 0.7

1.4

1.1

0.4

0.6

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（％）

●百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース



月次経済指標 月次経済指標
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●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

2014年

2015年

2016年

2017年

17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

18年  1月

2月

3月

資料出所

156,168

147,166

152,979

158,237

12,884

15,090

20,938

9,933

11,098

14,381

12,949

10,666

15,221

10,642

12,101

12,334

12,298

14,259

19,300

▲ 1.3

▲ 5.8

3.9

3.4

11.9

12.8

13.4

3.4

2.7

7.1

▲ 2.1

4.9

1.5

▲ 7.3

▲ 7.4

▲ 3.9

▲ 4.5

▲ 5.5

▲ 7.8

2,860,472

2,704,485

2,801,491

2,943,010

229,100

273,860

398,048

195,874

206,935

274,000

241,127

196,169

276,049

200,547

222,938

228,363

215,058

259,780

378,898

▲ 0.4

▲ 5.5

3.6

5.1

8.9

14.4

14.8

6.1

6.7

10.3

▲ 1.3

2.8

2.3

▲ 4.4

▲ 5.5

0.3

▲ 6.1

▲ 5.1

▲ 4.8

403

359

354

361

22

30

30

31

40

32

36

35

26

30

18

31

19

34

44

56,640

36,187

65,358

42,138

1,662

5,140

2,807

2,984

3,537

4,909

3,148

6,638

1,720

2,174

2,207

5,212

1,390

5,001

16,670

9,731

8,812

8,446

8,405

605

688

786

680

802

706

714

639

679

733

677

696

635

617

789

1,874,065

2,112,382

2,006,119

3,167,637

128,487

115,834

166,801

104,060

106,917

1,588,339

109,885

92,375

115,802

95,879

145,663

397,595

104,559

89,979

132,672

99.1

100.0

99.7

100.0

99.4

99.4

99.7

100.1

100.2

100.0

99.8

100.0

100.2

100.1

100.7

101.0

100.6

100.7

2.8

0.9

▲ 0.3

0.3

▲ 0.1

▲ 0.3

0.1

0.3

0.4

0.2

0.2

0.5

0.7

0.0

0.7

1.2

1.2

1.4

99.2

100.0

99.9

100.4

100.0

99.8

99.9

100.3

100.4

100.2

100.1

100.3

100.5

100.6

100.9

101.2

101.3

101.3

2.7

0.8

▲ 0.1

0.5

0.4

0.3

0.2

0.4

0.4

0.4

0.4

0.7

0.7

0.2

0.6

1.0

1.4

1.5

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（％）

2014年

2015年

2016年

2017年

17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

18年  1月

2月

3月

資料出所

97.6

95.5

95.1

94.7

96.0

93.3

88.4

96.9

96.4

92.4

98.4

98.5

96.2

92.1

93.7

94.8

88.6

4.8

▲ 2.2

▲ 0.4

▲ 0.4

1.6

▲ 2.8

▲ 5.3

9.6

▲ 0.5

▲ 4.1

6.5

0.1

▲ 2.3

▲ 4.3

1.7

1.2

▲ 6.5

99.0

97.8

97.7

102.0

99.5

100.5

100.0

102.9

100.7

101.9

101.6

102.9

102.3

102.8

103.5

105.4

100.7

102.7

2.1

▲ 1.2

▲ 0.1

4.4

▲ 1.1

1.0

▲ 0.5

2.9

▲ 2.1

1.2

▲ 0.3

1.3

▲ 0.6

0.5

0.7

1.8

▲ 4.5

2.0

170.6

145.3

123.9

124.9

114.7

114.3

115.9

117.3

118.6

120.9

120.3

124.0

120.7

115.8

114.6

116.1

114.5

52.0

▲ 14.8

▲ 14.7

0.8

▲ 0.4

▲ 0.3

1.4

1.2

1.1

1.9

▲ 0.5

3.1

▲ 2.7

▲ 4.1

▲ 1.0

1.3

▲ 1.4

112.3

112.3

106.4

108.4

107.6

108.2

109.2

110.9

110.7

108.9

108.2

107.6

107.4

110.5

109.8

109.8

109.3

109.9

6.2

0.0

▲ 5.3

1.9

0.3

0.6

0.9

1.6

▲ 0.2

▲ 1.6

▲ 0.6

▲ 0.6

▲ 0.2

2.9

▲ 0.6

0.0

▲ 0.5

0.5

3,038

2,376

2,391

3,014

155

289

339

225

143

334

285

328

145

200

229

340

118

325

▲ 10.1

▲ 21.8

0.6

26.1

43.3

0.5

86.8

39.8

▲ 45.6

110.1

79.4

32.8

▲ 19.0

▲ 14.8

▲ 13.2

132.1

▲ 23.9

12.4

53,818

50,515

50,753

52,968

4,218

4,340

3,516

4,601

4,497

4,804

4,559

4,718

4,770

4,755

4,464

3,725

3,930

4,359

▲ 4.1

▲ 6.1

0.5

4.4

21.9

8.1

▲ 12.5

19.3

▲ 11.0

2.7

18.0

▲ 3.3

6.9

16.2

6.3

▲ 10.8

▲ 6.8

0.4

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

2014年

2015年

2016年

2017年

17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

18年  1月

2月

3月

資料出所

56,504

57,357

61,981

59,617

4,617

4,413

4,232

5,135

4,903

5,547

4,986

5,420

5,435

4,708

5,520

4,701

4,363

4,699

▲ 10.3

1.5

8.1

▲ 3.8

11.9

▲ 5.0

▲ 6.2

4.5

▲ 21.1

▲ 2.2

▲ 4.7

▲ 2.9

2.1

▲ 17.8

6.9

▲ 3.5

▲ 5.5

6.5

892,261

909,299

967,237

964,641

76,491

70,912

75,887

83,979

78,481

87,456

83,234

80,562

83,128

83,057

84,703

76,751

66,358

69,071

▲ 9.0

1.9

6.4

▲ 0.3

12.8

▲ 2.6

0.2

1.9

▲ 0.3

1.7

▲ 2.3

▲ 2.0

▲ 2.9

▲ 4.8

▲ 0.4

▲ 2.1

▲ 13.2

▲ 2.6

15.3

16.8

16.5

17.0

16.0

18.0

17.3

17.6

15.7

16.6

16.7

16.5

17.7

17.3

17.6

17.4

16.5

12.6

▲ 6.9

▲ 2.2

3.1

10.0

8.7

5.9

7.7

9.6

2.8

0.8

2.2

5.7

▲ 4.1

▲ 3.1

▲ 5.7

3.1

17.5

17.6

17.5

17.9

16.6

18.4

18.5

18.3

16.7

17.5

17.7

17.1

18.0

18.4

18.9

18.9

16.9

P18.6

6.8

▲ 0.5

▲ 0.6

2.5

2.9

4.8

3.1

3.3

4.9

1.4

▲ 0.1

2.2

2.1

2.6

1.4

1.4

1.8

P1.1

98.5

100.0

99.7

99.4

99.7

99.3

98.5

98.6

99.2

99.9

99.8

99.7

99.8

99.9

99.4

99.1

100.4

0.5

1.5

▲ 0.3

▲ 0.3

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 1.4

▲ 1.0

▲ 0.4

0.0

▲ 0.4

0.3

0.7

▲ 0.3

▲ 0.5

0.7

99.0

100.0

100.9

102.5

101.4

101.1

100.5

102.6

102.9

102.9

103.1

102.7

102.9

103.0

103.2

103.1

102.8

P102.7

0.9

1.1

0.9

1.6

1.1

1.1

1.1

1.6

1.8

1.5

1.7

1.4

1.7

1.8

1.8

1.5

1.4

P1.6

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（％）2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

埼玉県

2014年

2015年

2016年

2017年

17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

18年  1月

2月

3月

資料出所

0.74

0.85

1.04

1.23

1.13

1.15

1.17

1.18

1.20

1.23

1.24

1.25

1.26

1.29

1.31

1.33

1.31

1.28

1.09

1.20

1.36

1.50

1.43

1.44

1.45

1.47

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.55

1.56

1.59

1.59

1.58

24,898

27,136

30,731

35,167

37,814

36,549

32,530

32,528

33,427

33,258

32,492

35,724

37,298

39,338

36,657

34,385

37,936

38,616

5.0

9.0

13.2

14.4

18.3

11.7

11.8

11.3

18.9

15.3

9.6

16.6

13.5

15.1

13.4

17.9

0.3

5.7

834

863

911

963

1,007

1,014

981

923

912

964

922

944

997

1,024

942

922

1,030

1,016

5.0

3.5

5.5

5.7

3.6

4.9

6.5

3.2

6.9

6.3

3.5

6.3

5.6

7.1

5.5

9.6

2.3

0.2

10,799

10,573

10,186

10,101

835

732

852

812

836

822

876

804

784

818

866

1,065

845

745

1.4

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

▲ 1.7

▲ 4.0

▲ 0.8

1.4

▲ 1.4

0.6

1.0

1.1

1.9

▲ 1.4

0.3

1.2

0.1

0.8

201,973

200,491

195,979

196,025

16,743

14,493

16,309

15,581

15,881

15,694

17,179

15,655

14,968

15,888

16,713

20,921

16,826

14,565

0.9

0.4

▲ 0.9

0.0

▲ 1.1

▲ 2.7

▲ 0.8

1.0

▲ 0.6

0.2

▲ 0.2

0.6

1.9

▲ 0.7

1.4

1.1

0.4

0.6

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（％）

●百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース



Town Scape
タウンスケープ
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越谷市長　高橋 努氏

越谷市
市長のメッセージ
越谷市では、第４次総合振興計画に基づき、「水と緑と太陽に恵まれた　人と地域が支

える安全・安心・快適都市」を将来像として、市民との協働によるまちづくりを進めています。
本市は今年１１月に市制施行６０周年という大きな節目を迎え、１１月３日に記念式典を
開催する予定です。この節目を祝うため、市民の皆様との協働により、さまざまな記念事業
を展開してまいります。
今後も、市民の皆様が「越谷市に住んでよかった」「これからも住み続けたい」と実感

できるような笑顔と活力に満ちた元気なまちを目指してまいります。

市制施行６０周年を迎え、
更なる発展をめざします

●東武スカイツリーライン　せんげん台駅、大袋駅、北越谷駅、越谷駅、
　新越谷駅、蒲生駅
　ＪＲ武蔵野線　南越谷駅、越谷レイクタウン駅
●東北自動車道　浦和ＩＣから市役所まで約8㎞
　東京外環自動車道　草加ＩＣから市役所まで約6㎞

主な交通機関

資料:「埼玉県市町村勢概要」（平成29年3月）ほか

さいたま市
吉川市

川口市

春日部市
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341,095人
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44.5歳

60.24k㎡
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1,911.1億円

2,134店

7,271.5億円

83.0％
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はじめに
越谷市は、埼玉県の南東部、都心から25㎞圏に

位置し、北は春日部市、東は松伏町・吉川市、南は
草加市、西は川口市・さいたま市と接している。
古くから「水郷こしがや」と呼ばれ、西に綾瀬川、

中央に元荒川、東に大落古利根川がそれぞれ東南
方向に流れているほか、新方川や葛西用水など多
くの河川や用水が流れている。
市内には、東武スカイツリーラインが南北に、ＪＲ

武蔵野線が東西に走り、越谷駅、新越谷駅、南越
谷駅、越谷レイクタウン駅など8つの駅が設置され
ている。道路は、国道4号が市内のほぼ中央を縦断、
さいたま市方面に伸びる国道463号や市東部には
東埼玉道路が走るほか、東北自動車道の浦和ＩＣ
や東京外環自動車道の草加ＩＣも便利に利用する
ことができる。都心にも近く、交通アクセスに優れた
まちである。

市制施行60周年
越谷市は、古くは日光街道の宿場町として栄え、昭

和29年には2町8カ村が合併し越谷町となり、昭和
33年に市制が施行された。市制施行当時に人口
48,318人だった越谷市は、平成15年の特例市移行、
平成27年の中核市移行を経て、人口34万人を擁す
る県南東部地域の中核都市として発展を続けている。
今年は市制施行60周年を迎え、11月3日には記

念式典の開催が予定されている。昨年11月5日に
行われた第62回市民体育祭中央大会で、60周年
記念事業のキックオフイベントが実施された。公募
によるロゴマークとキャッチフレーズ「60年 はばたけ
未来へ みんなの越谷」も決定し、市民との協働によ
りさまざまな記念事業が展開されている。
先月4月27日には、越谷市立総合体育館で「大

相撲越谷場所」が開催され、大迫力の取り組みが
行われた。7月22日には、サンシティ越谷市民ホー
ルで「ＮＨＫのど自慢」、8月23日には越谷市民球
場で「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」が開
催される予定となっている。

越谷市にＢリーグクラブを！
バスケットボールチーム「大塚商会アルファーズ」

からの「越谷市を拠点にＢリーグクラブを発足した
い」という申出を受け、市は支援を決定、昨年11月
に支援書交付式が行われた。
アルファーズは平成9年に創設され、現在はＢ３

リーグに所属している。一昨年に発足したＢリーグ
は、プロリーグであるＢ１リーグとＢ２リーグそれぞれ
18チームで構成され、Ｂ３リーグはその下部で企業
など9チームが参加する。今般、平成32年のＢ２
リーグ参戦を目標に、越谷市をホームゲームの本拠
地として活動することとなった。
7年ほど前、アルファーズが試合のための体育館

確保に苦慮していた際、関係者の力添えにより、越
谷市立総合体育館で継続的に試合をすることが可
能になった。こうした経緯もあり、市は(1)総合体育
館での年間ホームゲームの6割程度（最大20試合
程度）の開催支援、(2)市内公共施設におけるホー
ム開催試合のポスター・チラシの掲示など、チーム
普及活動の支援を行うこととなった。
総合体育館は関東地方において第１級の規模を

誇る。メインアリーナである第１体育室は約4,500
名を収容し、スポーツの国際大会にも対応すること
ができる体育館である。

新たな都市型観光の推進
越谷市には多彩な観光資源がある。「越谷レイク

タウン」には年間約5,000万人の来訪者があり、
「越谷いちごタウン」はいちご狩りが楽しめる首都
圏最大級の観光農園としてにぎわう。
イベントでは、春は越谷梅林公園の「梅まつり」、
元荒川桜堤の「桜まつり」、久伊豆神社の「藤まつ
り」、夏は「越谷花火大会」、「こしがや田んぼアー
ト」、徳島・高円寺とともに日本三大阿波踊りの一つ
である「南越谷阿波踊り」（表紙写真）、秋は「越谷
市民まつり」、冬は「KOSHIGAYAてしごと市」、
「こしがや産業フェスタ」などが開催され、多くの人
が訪れている。
越谷市は都心に近く暮らしやすい住宅都市だが、

こうした観光資源を活かした観光によるまちづくり
にも力を入れている。新たな都市型観光を推進し、
魅力ある越谷ブランドの確立を目指している。
今年2月には、「食」にスポットをあてた「こしがや

愛されグルメ」の第1期ラインナップ50品が認証さ
れた。これは、地域に愛されている「手みやげ」や
「飲食店メニュー」などを越谷商工会議所と連携し、
認証するとともに、その魅力を発信するもの。市は㈱
ＪＴＢ関東と観光振興に関する包括連携協定を結ん
でおり、この協定に基づく取り組みの1つでもある。
今後、認証グルメをプロモーションし、市の知名度や
イメージの向上を図り、“こしがや”ならではの食の
景観づくりに取り組んでいく。 （樋口広治）60周年記念ロゴマークとキャッチフレーズ 「大塚商会アルファーズ」支援書交付式

越谷市
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本市は今年１１月に市制施行６０周年という大きな節目を迎え、１１月３日に記念式典を
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●東北自動車道　浦和ＩＣから市役所まで約8㎞
　東京外環自動車道　草加ＩＣから市役所まで約6㎞

主な交通機関
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南越谷阿波踊り（越谷市）

住宅地平均価格および平均変動率（地価公示）

資料：埼玉県「平成30年地価公示のあらまし 」
(注1）空欄は調査地点のないもの        
(注2）新規及び選定替地点は、平均価格には含まれているが、平均変動率には含まれていない        
(注3）平均変動率は、継続地点の変動率を単純平均したもので、平均価格の変動率ではない        

（平成30年１月１日）

市町村名 平均変動率
（％）

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

平均価格
（円/㎡）

192,500 

133,300 

53,500 

195,300 

35,000 

54,700 

166,200 

87,200 

34,300 

41,800 

56,100 

85,900 

107,400 

29,300 

66,700 

43,900 

113,200 

132,600 

129,900 

242,500 

223,800 

101,700 

1.4

0.7

▲ 0.3

1.1

▲ 1.6

▲ 0.2

1.1

0.3

▲ 0.5

▲ 1.0

0.5

▲ 0.1

▲ 0.3

▲ 1.7

▲ 0.4

▲ 0.1

0.1

1.7

1.1

1.0

1.5

▲ 0.1

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

平均変動率
（％）

平均価格
（円/㎡）

229,600 

227,000 

239,200 

183,800 

92,300 

60,000 

85,900 

124,600 

165,000 

112,900 

88,700 

90,100 

47,800 

92,900 

50,500 

91,200 

176,000 

81,900 

131,900 

84,800 

136,700 

38,300 

2.0

1.3

2.6

1.1

▲ 0.1

0.0

▲ 0.2

0.7

1.5

0.1

0.3

▲ 0.1

▲ 0.5

▲ 0.1

▲ 0.6

▲ 0.1

2.0

0.3

0.6

0.1

1.2

▲ 1.3

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

平均変動率
（％）

平均価格
（円/㎡）

25,000 

53,100 

37,600 

26,800 

36,000 

28,800 

31,100 

18,800 

33,600 

33,500 

23,900 

15,500 

14,300 

35,500 

35,600 

58,300 

55,500 

62,100 

48,500 

124,800 

▲ 0.8

▲ 0.1

▲ 1.0

▲ 1.1

▲ 0.7

▲ 0.8

▲ 0.6

▲ 1.3

▲ 0.9

▲ 1.8

▲ 1.3

▲ 0.7

▲ 0.7

0.0

▲ 0.7

▲ 0.1

▲ 0.3

▲ 0.5

▲ 0.5
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裏表紙

彩論  関東財務局長　浅野 僚也 氏
 生産性向上・人材投資に向けた取組みについて

ズームアップ  寄居建設株式会社
経営者セミナー スポーツの力 ―夢・挑戦・未来―
  筑波大学体育系教授　山口 香 氏
調査   埼玉県における産業動向と見通し
 生産は緩やかに持ち直し、先行きも持ち直しの動きが続くとみられる

アンケート調査  埼玉県内企業の2017年冬のボーナス支給状況
県内経済の動き

月次経済指標
タウンスケープ  越谷市
 市制施行60周年を迎え、更なる発展をめざします

市町村経済データ

市町村名 市町村名
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