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ズ ー ムアップ

大宮駅から車で約10分。閑静な住宅街にある特
定医療法人明浩会西大宮病院は、整形外科、内科、
循環器科、眼科、外科、消化器科、形成外科、美容外
科、皮膚科、泌尿器科、脳神経外科、リハビリテーショ
ン科等の診療科目と、初診から手術、入院、リハビリ
までカバーする医療体制で、基幹病院として地域医
療を支えてきた。
来院患者は同院が特に力を入れている整形外科

がもっとも多く、スポーツによるケガ・骨折・肉離れ等
で来院する若年層、骨粗しょう症などによる骨折等で
来院する高齢者がその多くを占める。
「当院は整形外科、内科の患者さんが多いです。
特に埼玉県は高齢者が急増している地域ですから、
内科、整形外科ともに全体的にご高齢の方が多く
なってきています」（関純理事長・院長）
消化器科からスタートし、やがて整形外科・内科・
外科に注力、そして、リハビリテーション体制の充実、
訪問看護、介護保険の利用が可能なデイケア（通所
リハビリテーション）での支援など、時代の要請そして
地域・患者の要請に応えるべく、設備と機能の拡充
を続けてきた同院。

その根底にあるのは、同院の理念にもなっている
「開心見誠」―真心のこもった医療の提供だ。

同院の開院は昭和48（1973）年、消化器科専門
病院としてスタートし、昭和57年に整形外科が開設
された。
「当時この地域に外科や内科を標榜する医院や病
院はあったのですが、整形外科の大きな病院が少な
かったのです。それで立ち上げました」
その後、整形外科の診療を求める患者が集まり、整
形外科といえば西大宮病院と言われるまでになった。
平成11（1999）年、介護保険制度施行の1年前に
訪問看護ステーション・タッチを立ち上げ、その後、介
護支援事業所を開設。
そして泌尿器科を立ち上げ、平成15年には地域に
先駆け、体にメスを入れることなく体外からの衝撃波
によって尿路の結石を粉砕する体外衝撃波結石破
砕装置を導入する。
平成24年には、オーダーメイドで患者の骨の形状

す人たちが安心して医療にかかれる病院になること
―それは、関院長が院長就任の際に抱いていた病
院変革の大きな柱の一つだった。
そしてもう一つの大きな柱が、「職員が安心して働

ける病院にする」こと。
関院長は、現在、病院内にある職員向けの保育所

を将来的にはさらに拡充させて職員が安心して働け
る職場に変えていきたい、さらに、楽しく熱意を持って
働けるよう福利厚生も充実させていきたいと語る。

同院は6月に回復期リハビリ病棟が開設され、ベッ
ド数は198床になる。
自身もサッカーを楽しみ、現在、鹿島アントラーズの
チームドクターも務める関院長。スポーツ選手の心と
体を十二分に知るだけあって、病棟の屋上にはサッ
カー練習やキャッチボール等でスポーツ選手がしっ
かりとリハビリできるよう人工芝が敷かれる予定だ。
「当院が整形に特化することで特徴を示せたよう
に、泌尿器科、そして白内障や硝子体手術を行う眼
科や形成外科といった、他病院とオーバーラップしな
いような科目に力を入れています」と語る関院長。現
在、泌尿器科、眼科、美容外科を含む形成外科など
の診療科にも力を入れている。
これまで、地域でも需要の高い回復期リハビリ病床
でさいたま赤十字病院や自治医科大学附属さいたま
医療センターからリハビリ患者を受け入れ、地域の診
療所や接骨院等からは手術を必要とする患者を受け
入れるなど、地域医療の橋渡しの役割を担ってきた同
院。新築される回復期リハビリ病棟はさらなる地域貢
献に向けた同院の要石となるはずだ。
制度の改正や医療を取り巻く環境の変化は今後も

予断を許さない。しかし、真心を込めて地域の医療、
そして患者を支える「開心見誠」の精神をしっかりと
胸に抱く同院は、今後もより良い医療を提供し続けて
いくに違いない。

に合った手術機器をつくる（PSI）システムを用いて行
う人工関節手術を日本で初めて実施した。
「当時行っていた人工関節治療において、最先端
の医療を目指したいと考え、システムを導入して積極
的に取り組みました」
その後、同院はPSIの整形外科手術で数多くの実
績を積みあげていく。厚生労働省から人工関節手術
で先進医療認定施設の認定を受けた同院には、埼
玉地域だけでなく全国から人工関節の先進治療を望
む患者が来院している。

同院の特徴の一つに、充実した機能を持つ回復期
リハビリ病床がある。理学療法士や作業療法士、言
語聴覚士等スタッフが手術後のリハビリをマンツー
マンで手厚く指導する。そのため高齢者でも寝たきり
を心配することなく、日常生活への復帰が十分期待
できる。
「当院の整形の手術では、80歳や90歳といった高
齢の患者さんもいらっしゃいます。その患者さんたち
が術後すぐに退院できるかといえば、それは“ノー”な
のです。そのため、回復期リハビリ病床でしっかりとリ
ハビリをして、ある程度機能が回復したところで退院
していただくという道筋をつくっています」
さらにもう一つの同院の特徴に、訪問医療・看護と

リハビリ支援によって急性期から回復期、在宅までを
カバーするシームレスな医療が提供できる点がある。
それが実現できるのは、同院が持つデイケア施設の
存在と、スタッフが一丸となって患者を支える充実し
たチーム医療があるからだ。
現在、訪問診療は週2回、内科医、整形外科医、

ソーシャルワーカーの3名で40～50名の在宅の患者
を訪問。他の施設を見ても、整形外科医が訪問診療
のチームに加わるのは珍しいという。
「当院で99歳で手術をした方が無事103歳を迎え
られています。高齢の場合、寝たきりになってしまうと

初診、手術、リハビリ、在宅看護まで一貫した医療を提供。
リハビリ病棟の新棟開設で、さらなる地域貢献を果たす
人工関節手術の先進医療認定施設として厚生労働省に認められ、全国からの整形外科患者を多数受け入れる西大宮
病院。これまで時代の変化や地域の要請によって増築・増床を行いながら“良い医療”を追求してきた。6月に91床の
回復期リハビリ病棟が開設され、基幹病院としてより一層地域医療への貢献と責任を果たしていく。

特定医療法人明浩会西大宮病院

出発は消化器科専門病院

埼玉労働局長
田畑一雄氏

肺炎や褥瘡（床ずれ）等のリスクが高くなります。ス
タッフ一丸となって患者さんの健康状態を吟味して、
患者さんにとって可能であれば、なるべく早く手術に
踏み切って治して、リハビリによって日常生活動作を
維持させるという選択肢もご提案しています」
退院後の在宅医療やリハビリ支援といった万全

の医療体制があるからこそ、高齢であっても同院で
の整形外科手術を望む患者やその家族が多いの
だという。

同院は平成18年に日本医療機能評価機構の審査
による「病院機能評価バージョン4.0」の評価を受け
た。これは医療機関が組織的に医療を提供するため、
基本的な活動がなされているかどうか第三者機関が
評価を行うシステムだ。
そして平成23年、さらにバージョンアップされた

「バージョン6.0」においても認定を受けた。
「だんだん病院が大きくなって職員が増えていくこ
とで、目が行き届かなくなるところが出てきました。そ
れで、本当にいい病院にするにはどうすればいいの
か、という原点に立ち返って、そのために第三者機関

の評価を受けました。職員全員がスムーズに仕事が
できるように体制を整理したのです」
関院長が現場にトップダウンで指示をすることはほ

とんどなく、現場スタッフが患者目線で諸問題の改革
案を自由に提案できるボトムアップ型で多くの改善が
行われている。「職員の意見が反映される病院が職
員にとって働きやすい病院」なのだと関院長が言うよ
うに、それが、同院がより良い医療サービスを提供で
きる礎となっている。

平成24年、理事長・院長に就任した関院長。その
2年後の平成26年、同院は国税庁の認定を受け医
療法人から出資持分のない特定医療法人へと改組
し、より公共性の高い医療機関へと病院経営の舵
を切った。
「以前からその話はありましたが、僕が院長になっ
てその決断をしました。これまでの個人資産ではなく、
公的な役割を果たす病院にしていこうと出資持分を
持つ人たちがそれを返上して、特定医療法人となり
ました」
地域に根ざし、地域医療と連携しながらそこで暮ら

「一億総活躍社会」の実現に向けて
～埼玉労働局における取組～

日本経済は緩やかな回復基調が続いており、県
内の雇用情勢も改善が進み、多くの企業から人手
不足感が訴えられています。また、少子高齢化に
よる労働供給の減少、将来に対する不安感が生じ
ている中で、日本経済の活性化を図るためには、
若者も高齢者も、女性も男性も、国民一人ひとりが、
家庭で、地域で、職場で、それぞれの希望がかな
い、それぞれの能力を発揮でき、それぞれが生き
がいを感じることができる「一億総活躍社会」を
創ることが喫緊の課題となっています。
埼玉労働局では、このような社会を創るため、

平成28年度は「全員参加の社会」の実現加速と
公正、適正で納得して働くことのできる環境整備
の二つを柱として施策を推進することとしており、
特に①女性の活躍推進、②働き方改革、③非正
規で働く方々の正社員転換・待遇改善の3点に力
を入れていきたいと考えています。

①女性の活躍推進については、「女性活躍推進
法」により、事業主に対し、行動計画の策定・届
出・公表、女性の活躍に関する情報提供などの
取組をお願いしています。
埼玉県では、「埼玉版ウーマノミクスプロジェク
ト」として「働きやすい環境の整備」、「女性の
就業・企業支援」等の施策が既に実施されてい
ることもあって、多くの企業が女性活躍に積極
的に取り組んでおり、法の施行初日の4月1日に
は、埼玉りそな銀行をはじめとする県内6社を
「女性活躍推進法に基づく優良企業」として認
定（えるぼし認定）することができました。
女性の活躍なくして、企業の活性化も、日本経

済の活性化もありません。認定企業に倣って、
多くの企業で取組がさらに進むよう働きかけを
強めていく所存です。

②働き方改革については、適切な労働時間で働
き、ほどよく休暇を取得することで、仕事に対す
る社員の意識、モチベーションが高まり、業務効
率の向上にプラスとなることが期待されます。
また、社員の能力がより発揮されやすい環境の
整備により、企業全体としての生産性が向上し、
ひいては企業の成長・発展につなげることがで
きます。
厚生労働省が設置する「働き方・休み方ポータ
ルサイト」には県内企業の取組の好事例も多く
掲載されていますが、その推進には、企業トップ
の強いリーダーシップが不可欠と考えます。今
後とも、企業経営陣への働きかけ、地域全体に
おける気運の醸成に努めていきます。

③非正規雇用は正規雇用と比べ、雇用が不安定、
賃金が低い、能力開発の機会が少ないなどの
課題があり、雇用情勢が着実に改善しているこ
のタイミングを捉え、働く方々の希望や意欲・能
力に応じた正社員転換・待遇改善を推し進める
ことが重要です。埼玉労働局では、この3月に
「埼玉県正社員転換・待遇改善実現プラン」を
策定しており、5か年計画で施策を着実かつ効
果的に推進していきます。

以上、「一億総活躍社会」の実現に向けた埼玉
労働局の取組の一端をご紹介いたしました。これ
らの取組をはじめ、埼玉労働局の施策へのご支援、
ご協力をよろしくお願いします。

●代 表 者 理事長・院長　関 純
●開　　院 昭和48年4月
●法人設立 昭和51年7月
●職 員 数 382名
●診療科目 整形外科、内科、循環器科、眼科、外科、消化器科、形成外科、美容外科、皮膚科、泌尿器科、
 脳神経外科、リハビリテーション科、麻酔科、リウマチ科、放射線科
●所 在 地 〒330-0856　さいたま市大宮区三橋１-1173
 TEL 048-644-0511　FAX 048-647-4876
●U R L http://www.nishiohmiya-hp.com/

理事長・院長　関 純氏
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ズ ー ムアップ

大宮駅から車で約10分。閑静な住宅街にある特
定医療法人明浩会西大宮病院は、整形外科、内科、
循環器科、眼科、外科、消化器科、形成外科、美容外
科、皮膚科、泌尿器科、脳神経外科、リハビリテーショ
ン科等の診療科目と、初診から手術、入院、リハビリ
までカバーする医療体制で、基幹病院として地域医
療を支えてきた。
来院患者は同院が特に力を入れている整形外科

がもっとも多く、スポーツによるケガ・骨折・肉離れ等
で来院する若年層、骨粗しょう症などによる骨折等で
来院する高齢者がその多くを占める。
「当院は整形外科、内科の患者さんが多いです。
特に埼玉県は高齢者が急増している地域ですから、
内科、整形外科ともに全体的にご高齢の方が多く
なってきています」（関純理事長・院長）
消化器科からスタートし、やがて整形外科・内科・
外科に注力、そして、リハビリテーション体制の充実、
訪問看護、介護保険の利用が可能なデイケア（通所
リハビリテーション）での支援など、時代の要請そして
地域・患者の要請に応えるべく、設備と機能の拡充
を続けてきた同院。

その根底にあるのは、同院の理念にもなっている
「開心見誠」―真心のこもった医療の提供だ。

同院の開院は昭和48（1973）年、消化器科専門
病院としてスタートし、昭和57年に整形外科が開設
された。
「当時この地域に外科や内科を標榜する医院や病
院はあったのですが、整形外科の大きな病院が少な
かったのです。それで立ち上げました」
その後、整形外科の診療を求める患者が集まり、整
形外科といえば西大宮病院と言われるまでになった。
平成11（1999）年、介護保険制度施行の1年前に
訪問看護ステーション・タッチを立ち上げ、その後、介
護支援事業所を開設。
そして泌尿器科を立ち上げ、平成15年には地域に
先駆け、体にメスを入れることなく体外からの衝撃波
によって尿路の結石を粉砕する体外衝撃波結石破
砕装置を導入する。
平成24年には、オーダーメイドで患者の骨の形状

す人たちが安心して医療にかかれる病院になること
―それは、関院長が院長就任の際に抱いていた病
院変革の大きな柱の一つだった。
そしてもう一つの大きな柱が、「職員が安心して働

ける病院にする」こと。
関院長は、現在、病院内にある職員向けの保育所

を将来的にはさらに拡充させて職員が安心して働け
る職場に変えていきたい、さらに、楽しく熱意を持って
働けるよう福利厚生も充実させていきたいと語る。

同院は6月に回復期リハビリ病棟が開設され、ベッ
ド数は198床になる。
自身もサッカーを楽しみ、現在、鹿島アントラーズの
チームドクターも務める関院長。スポーツ選手の心と
体を十二分に知るだけあって、病棟の屋上にはサッ
カー練習やキャッチボール等でスポーツ選手がしっ
かりとリハビリできるよう人工芝が敷かれる予定だ。
「当院が整形に特化することで特徴を示せたよう
に、泌尿器科、そして白内障や硝子体手術を行う眼
科や形成外科といった、他病院とオーバーラップしな
いような科目に力を入れています」と語る関院長。現
在、泌尿器科、眼科、美容外科を含む形成外科など
の診療科にも力を入れている。
これまで、地域でも需要の高い回復期リハビリ病床
でさいたま赤十字病院や自治医科大学附属さいたま
医療センターからリハビリ患者を受け入れ、地域の診
療所や接骨院等からは手術を必要とする患者を受け
入れるなど、地域医療の橋渡しの役割を担ってきた同
院。新築される回復期リハビリ病棟はさらなる地域貢
献に向けた同院の要石となるはずだ。
制度の改正や医療を取り巻く環境の変化は今後も

予断を許さない。しかし、真心を込めて地域の医療、
そして患者を支える「開心見誠」の精神をしっかりと
胸に抱く同院は、今後もより良い医療を提供し続けて
いくに違いない。

に合った手術機器をつくる（PSI）システムを用いて行
う人工関節手術を日本で初めて実施した。
「当時行っていた人工関節治療において、最先端
の医療を目指したいと考え、システムを導入して積極
的に取り組みました」
その後、同院はPSIの整形外科手術で数多くの実
績を積みあげていく。厚生労働省から人工関節手術
で先進医療認定施設の認定を受けた同院には、埼
玉地域だけでなく全国から人工関節の先進治療を望
む患者が来院している。

同院の特徴の一つに、充実した機能を持つ回復期
リハビリ病床がある。理学療法士や作業療法士、言
語聴覚士等スタッフが手術後のリハビリをマンツー
マンで手厚く指導する。そのため高齢者でも寝たきり
を心配することなく、日常生活への復帰が十分期待
できる。
「当院の整形の手術では、80歳や90歳といった高
齢の患者さんもいらっしゃいます。その患者さんたち
が術後すぐに退院できるかといえば、それは“ノー”な
のです。そのため、回復期リハビリ病床でしっかりとリ
ハビリをして、ある程度機能が回復したところで退院
していただくという道筋をつくっています」
さらにもう一つの同院の特徴に、訪問医療・看護と

リハビリ支援によって急性期から回復期、在宅までを
カバーするシームレスな医療が提供できる点がある。
それが実現できるのは、同院が持つデイケア施設の
存在と、スタッフが一丸となって患者を支える充実し
たチーム医療があるからだ。
現在、訪問診療は週2回、内科医、整形外科医、

ソーシャルワーカーの3名で40～50名の在宅の患者
を訪問。他の施設を見ても、整形外科医が訪問診療
のチームに加わるのは珍しいという。
「当院で99歳で手術をした方が無事103歳を迎え
られています。高齢の場合、寝たきりになってしまうと

初診、手術、リハビリ、在宅看護まで一貫した医療を提供。
リハビリ病棟の新棟開設で、さらなる地域貢献を果たす
人工関節手術の先進医療認定施設として厚生労働省に認められ、全国からの整形外科患者を多数受け入れる西大宮
病院。これまで時代の変化や地域の要請によって増築・増床を行いながら“良い医療”を追求してきた。6月に91床の
回復期リハビリ病棟が開設され、基幹病院としてより一層地域医療への貢献と責任を果たしていく。

特定医療法人明浩会西大宮病院

出発は消化器科専門病院

埼玉労働局長
田畑一雄氏

肺炎や褥瘡（床ずれ）等のリスクが高くなります。ス
タッフ一丸となって患者さんの健康状態を吟味して、
患者さんにとって可能であれば、なるべく早く手術に
踏み切って治して、リハビリによって日常生活動作を
維持させるという選択肢もご提案しています」
退院後の在宅医療やリハビリ支援といった万全

の医療体制があるからこそ、高齢であっても同院で
の整形外科手術を望む患者やその家族が多いの
だという。

同院は平成18年に日本医療機能評価機構の審査
による「病院機能評価バージョン4.0」の評価を受け
た。これは医療機関が組織的に医療を提供するため、
基本的な活動がなされているかどうか第三者機関が
評価を行うシステムだ。
そして平成23年、さらにバージョンアップされた

「バージョン6.0」においても認定を受けた。
「だんだん病院が大きくなって職員が増えていくこ
とで、目が行き届かなくなるところが出てきました。そ
れで、本当にいい病院にするにはどうすればいいの
か、という原点に立ち返って、そのために第三者機関

の評価を受けました。職員全員がスムーズに仕事が
できるように体制を整理したのです」
関院長が現場にトップダウンで指示をすることはほ

とんどなく、現場スタッフが患者目線で諸問題の改革
案を自由に提案できるボトムアップ型で多くの改善が
行われている。「職員の意見が反映される病院が職
員にとって働きやすい病院」なのだと関院長が言うよ
うに、それが、同院がより良い医療サービスを提供で
きる礎となっている。

平成24年、理事長・院長に就任した関院長。その
2年後の平成26年、同院は国税庁の認定を受け医
療法人から出資持分のない特定医療法人へと改組
し、より公共性の高い医療機関へと病院経営の舵
を切った。
「以前からその話はありましたが、僕が院長になっ
てその決断をしました。これまでの個人資産ではなく、
公的な役割を果たす病院にしていこうと出資持分を
持つ人たちがそれを返上して、特定医療法人となり
ました」
地域に根ざし、地域医療と連携しながらそこで暮ら

「一億総活躍社会」の実現に向けて
～埼玉労働局における取組～

日本経済は緩やかな回復基調が続いており、県
内の雇用情勢も改善が進み、多くの企業から人手
不足感が訴えられています。また、少子高齢化に
よる労働供給の減少、将来に対する不安感が生じ
ている中で、日本経済の活性化を図るためには、
若者も高齢者も、女性も男性も、国民一人ひとりが、
家庭で、地域で、職場で、それぞれの希望がかな
い、それぞれの能力を発揮でき、それぞれが生き
がいを感じることができる「一億総活躍社会」を
創ることが喫緊の課題となっています。
埼玉労働局では、このような社会を創るため、

平成28年度は「全員参加の社会」の実現加速と
公正、適正で納得して働くことのできる環境整備
の二つを柱として施策を推進することとしており、
特に①女性の活躍推進、②働き方改革、③非正
規で働く方々の正社員転換・待遇改善の3点に力
を入れていきたいと考えています。

①女性の活躍推進については、「女性活躍推進
法」により、事業主に対し、行動計画の策定・届
出・公表、女性の活躍に関する情報提供などの
取組をお願いしています。
埼玉県では、「埼玉版ウーマノミクスプロジェク
ト」として「働きやすい環境の整備」、「女性の
就業・企業支援」等の施策が既に実施されてい
ることもあって、多くの企業が女性活躍に積極
的に取り組んでおり、法の施行初日の4月1日に
は、埼玉りそな銀行をはじめとする県内6社を
「女性活躍推進法に基づく優良企業」として認
定（えるぼし認定）することができました。
女性の活躍なくして、企業の活性化も、日本経

済の活性化もありません。認定企業に倣って、
多くの企業で取組がさらに進むよう働きかけを
強めていく所存です。

②働き方改革については、適切な労働時間で働
き、ほどよく休暇を取得することで、仕事に対す
る社員の意識、モチベーションが高まり、業務効
率の向上にプラスとなることが期待されます。
また、社員の能力がより発揮されやすい環境の
整備により、企業全体としての生産性が向上し、
ひいては企業の成長・発展につなげることがで
きます。
厚生労働省が設置する「働き方・休み方ポータ
ルサイト」には県内企業の取組の好事例も多く
掲載されていますが、その推進には、企業トップ
の強いリーダーシップが不可欠と考えます。今
後とも、企業経営陣への働きかけ、地域全体に
おける気運の醸成に努めていきます。

③非正規雇用は正規雇用と比べ、雇用が不安定、
賃金が低い、能力開発の機会が少ないなどの
課題があり、雇用情勢が着実に改善しているこ
のタイミングを捉え、働く方々の希望や意欲・能
力に応じた正社員転換・待遇改善を推し進める
ことが重要です。埼玉労働局では、この3月に
「埼玉県正社員転換・待遇改善実現プラン」を
策定しており、5か年計画で施策を着実かつ効
果的に推進していきます。

以上、「一億総活躍社会」の実現に向けた埼玉
労働局の取組の一端をご紹介いたしました。これ
らの取組をはじめ、埼玉労働局の施策へのご支援、
ご協力をよろしくお願いします。

●代 表 者 理事長・院長　関 純
●開　　院 昭和48年4月
●法人設立 昭和51年7月
●職 員 数 382名
●診療科目 整形外科、内科、循環器科、眼科、外科、消化器科、形成外科、美容外科、皮膚科、泌尿器科、
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大宮駅から車で約10分。閑静な住宅街にある特
定医療法人明浩会西大宮病院は、整形外科、内科、
循環器科、眼科、外科、消化器科、形成外科、美容外
科、皮膚科、泌尿器科、脳神経外科、リハビリテーショ
ン科等の診療科目と、初診から手術、入院、リハビリ
までカバーする医療体制で、基幹病院として地域医
療を支えてきた。
来院患者は同院が特に力を入れている整形外科

がもっとも多く、スポーツによるケガ・骨折・肉離れ等
で来院する若年層、骨粗しょう症などによる骨折等で
来院する高齢者がその多くを占める。
「当院は整形外科、内科の患者さんが多いです。
特に埼玉県は高齢者が急増している地域ですから、
内科、整形外科ともに全体的にご高齢の方が多く
なってきています」（関純理事長・院長）
消化器科からスタートし、やがて整形外科・内科・
外科に注力、そして、リハビリテーション体制の充実、
訪問看護、介護保険の利用が可能なデイケア（通所
リハビリテーション）での支援など、時代の要請そして
地域・患者の要請に応えるべく、設備と機能の拡充
を続けてきた同院。

その根底にあるのは、同院の理念にもなっている
「開心見誠」―真心のこもった医療の提供だ。

同院の開院は昭和48（1973）年、消化器科専門
病院としてスタートし、昭和57年に整形外科が開設
された。
「当時この地域に外科や内科を標榜する医院や病
院はあったのですが、整形外科の大きな病院が少な
かったのです。それで立ち上げました」
その後、整形外科の診療を求める患者が集まり、整
形外科といえば西大宮病院と言われるまでになった。
平成11（1999）年、介護保険制度施行の1年前に
訪問看護ステーション・タッチを立ち上げ、その後、介
護支援事業所を開設。
そして泌尿器科を立ち上げ、平成15年には地域に
先駆け、体にメスを入れることなく体外からの衝撃波
によって尿路の結石を粉砕する体外衝撃波結石破
砕装置を導入する。
平成24年には、オーダーメイドで患者の骨の形状

す人たちが安心して医療にかかれる病院になること
―それは、関院長が院長就任の際に抱いていた病
院変革の大きな柱の一つだった。
そしてもう一つの大きな柱が、「職員が安心して働

ける病院にする」こと。
関院長は、現在、病院内にある職員向けの保育所

を将来的にはさらに拡充させて職員が安心して働け
る職場に変えていきたい、さらに、楽しく熱意を持って
働けるよう福利厚生も充実させていきたいと語る。

同院は6月に回復期リハビリ病棟が開設され、ベッ
ド数は198床になる。
自身もサッカーを楽しみ、現在、鹿島アントラーズの
チームドクターも務める関院長。スポーツ選手の心と
体を十二分に知るだけあって、病棟の屋上にはサッ
カー練習やキャッチボール等でスポーツ選手がしっ
かりとリハビリできるよう人工芝が敷かれる予定だ。
「当院が整形に特化することで特徴を示せたよう
に、泌尿器科、そして白内障や硝子体手術を行う眼
科や形成外科といった、他病院とオーバーラップしな
いような科目に力を入れています」と語る関院長。現
在、泌尿器科、眼科、美容外科を含む形成外科など
の診療科にも力を入れている。
これまで、地域でも需要の高い回復期リハビリ病床
でさいたま赤十字病院や自治医科大学附属さいたま
医療センターからリハビリ患者を受け入れ、地域の診
療所や接骨院等からは手術を必要とする患者を受け
入れるなど、地域医療の橋渡しの役割を担ってきた同
院。新築される回復期リハビリ病棟はさらなる地域貢
献に向けた同院の要石となるはずだ。
制度の改正や医療を取り巻く環境の変化は今後も
予断を許さない。しかし、真心を込めて地域の医療、
そして患者を支える「開心見誠」の精神をしっかりと
胸に抱く同院は、今後もより良い医療を提供し続けて
いくに違いない。

開院当時の風景 訪問看護ステーション・タッチ

エントランス 看護師寮

に合った手術機器をつくる（PSI）システムを用いて行
う人工関節手術を日本で初めて実施した。
「当時行っていた人工関節治療において、最先端
の医療を目指したいと考え、システムを導入して積極
的に取り組みました」
その後、同院はPSIの整形外科手術で数多くの実
績を積みあげていく。厚生労働省から人工関節手術
で先進医療認定施設の認定を受けた同院には、埼
玉地域だけでなく全国から人工関節の先進治療を望
む患者が来院している。

同院の特徴の一つに、充実した機能を持つ回復期
リハビリ病床がある。理学療法士や作業療法士、言
語聴覚士等スタッフが手術後のリハビリをマンツー
マンで手厚く指導する。そのため高齢者でも寝たきり
を心配することなく、日常生活への復帰が十分期待
できる。
「当院の整形の手術では、80歳や90歳といった高
齢の患者さんもいらっしゃいます。その患者さんたち
が術後すぐに退院できるかといえば、それは“ノー”な
のです。そのため、回復期リハビリ病床でしっかりとリ
ハビリをして、ある程度機能が回復したところで退院
していただくという道筋をつくっています」
さらにもう一つの同院の特徴に、訪問医療・看護と

リハビリ支援によって急性期から回復期、在宅までを
カバーするシームレスな医療が提供できる点がある。
それが実現できるのは、同院が持つデイケア施設の
存在と、スタッフが一丸となって患者を支える充実し
たチーム医療があるからだ。
現在、訪問診療は週2回、内科医、整形外科医、

ソーシャルワーカーの3名で40～50名の在宅の患者
を訪問。他の施設を見ても、整形外科医が訪問診療
のチームに加わるのは珍しいという。
「当院で99歳で手術をした方が無事103歳を迎え
られています。高齢の場合、寝たきりになってしまうと

高齢でも安心できる医療を提供

働きやすさが良い医療を育む 特定医療法人へと病院経営の舵を切る

新棟開設でさらなる地域の受け皿に

特定医療法人明浩会西大宮病院ZOOM UP

肺炎や褥瘡（床ずれ）等のリスクが高くなります。ス
タッフ一丸となって患者さんの健康状態を吟味して、
患者さんにとって可能であれば、なるべく早く手術に
踏み切って治して、リハビリによって日常生活動作を
維持させるという選択肢もご提案しています」
退院後の在宅医療やリハビリ支援といった万全

の医療体制があるからこそ、高齢であっても同院で
の整形外科手術を望む患者やその家族が多いの
だという。

同院は平成18年に日本医療機能評価機構の審査
による「病院機能評価バージョン4.0」の評価を受け
た。これは医療機関が組織的に医療を提供するため、
基本的な活動がなされているかどうか第三者機関が
評価を行うシステムだ。
そして平成23年、さらにバージョンアップされた

「バージョン6.0」においても認定を受けた。
「だんだん病院が大きくなって職員が増えていくこ
とで、目が行き届かなくなるところが出てきました。そ
れで、本当にいい病院にするにはどうすればいいの
か、という原点に立ち返って、そのために第三者機関

の評価を受けました。職員全員がスムーズに仕事が
できるように体制を整理したのです」
関院長が現場にトップダウンで指示をすることはほ

とんどなく、現場スタッフが患者目線で諸問題の改革
案を自由に提案できるボトムアップ型で多くの改善が
行われている。「職員の意見が反映される病院が職
員にとって働きやすい病院」なのだと関院長が言うよ
うに、それが、同院がより良い医療サービスを提供で
きる礎となっている。

平成24年、理事長・院長に就任した関院長。その
2年後の平成26年、同院は国税庁の認定を受け医
療法人から出資持分のない特定医療法人へと改組
し、より公共性の高い医療機関へと病院経営の舵
を切った。
「以前からその話はありましたが、僕が院長になっ
てその決断をしました。これまでの個人資産ではなく、
公的な役割を果たす病院にしていこうと出資持分を
持つ人たちがそれを返上して、特定医療法人となり
ました」
地域に根ざし、地域医療と連携しながらそこで暮ら

病院外観

じょく そう
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大宮駅から車で約10分。閑静な住宅街にある特
定医療法人明浩会西大宮病院は、整形外科、内科、
循環器科、眼科、外科、消化器科、形成外科、美容外
科、皮膚科、泌尿器科、脳神経外科、リハビリテーショ
ン科等の診療科目と、初診から手術、入院、リハビリ
までカバーする医療体制で、基幹病院として地域医
療を支えてきた。
来院患者は同院が特に力を入れている整形外科

がもっとも多く、スポーツによるケガ・骨折・肉離れ等
で来院する若年層、骨粗しょう症などによる骨折等で
来院する高齢者がその多くを占める。
「当院は整形外科、内科の患者さんが多いです。
特に埼玉県は高齢者が急増している地域ですから、
内科、整形外科ともに全体的にご高齢の方が多く
なってきています」（関純理事長・院長）
消化器科からスタートし、やがて整形外科・内科・

外科に注力、そして、リハビリテーション体制の充実、
訪問看護、介護保険の利用が可能なデイケア（通所
リハビリテーション）での支援など、時代の要請そして
地域・患者の要請に応えるべく、設備と機能の拡充
を続けてきた同院。

その根底にあるのは、同院の理念にもなっている
「開心見誠」―真心のこもった医療の提供だ。

同院の開院は昭和48（1973）年、消化器科専門
病院としてスタートし、昭和57年に整形外科が開設
された。
「当時この地域に外科や内科を標榜する医院や病
院はあったのですが、整形外科の大きな病院が少な
かったのです。それで立ち上げました」
その後、整形外科の診療を求める患者が集まり、整
形外科といえば西大宮病院と言われるまでになった。
平成11（1999）年、介護保険制度施行の1年前に

訪問看護ステーション・タッチを立ち上げ、その後、介
護支援事業所を開設。
そして泌尿器科を立ち上げ、平成15年には地域に
先駆け、体にメスを入れることなく体外からの衝撃波
によって尿路の結石を粉砕する体外衝撃波結石破
砕装置を導入する。
平成24年には、オーダーメイドで患者の骨の形状

す人たちが安心して医療にかかれる病院になること
―それは、関院長が院長就任の際に抱いていた病
院変革の大きな柱の一つだった。
そしてもう一つの大きな柱が、「職員が安心して働

ける病院にする」こと。
関院長は、現在、病院内にある職員向けの保育所

を将来的にはさらに拡充させて職員が安心して働け
る職場に変えていきたい、さらに、楽しく熱意を持って
働けるよう福利厚生も充実させていきたいと語る。

同院は6月に回復期リハビリ病棟が開設され、ベッ
ド数は198床になる。
自身もサッカーを楽しみ、現在、鹿島アントラーズの
チームドクターも務める関院長。スポーツ選手の心と
体を十二分に知るだけあって、病棟の屋上にはサッ
カー練習やキャッチボール等でスポーツ選手がしっ
かりとリハビリできるよう人工芝が敷かれる予定だ。
「当院が整形に特化することで特徴を示せたよう
に、泌尿器科、そして白内障や硝子体手術を行う眼
科や形成外科といった、他病院とオーバーラップしな
いような科目に力を入れています」と語る関院長。現
在、泌尿器科、眼科、美容外科を含む形成外科など
の診療科にも力を入れている。
これまで、地域でも需要の高い回復期リハビリ病床
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医療センターからリハビリ患者を受け入れ、地域の診
療所や接骨院等からは手術を必要とする患者を受け
入れるなど、地域医療の橋渡しの役割を担ってきた同
院。新築される回復期リハビリ病棟はさらなる地域貢
献に向けた同院の要石となるはずだ。
制度の改正や医療を取り巻く環境の変化は今後も
予断を許さない。しかし、真心を込めて地域の医療、
そして患者を支える「開心見誠」の精神をしっかりと
胸に抱く同院は、今後もより良い医療を提供し続けて
いくに違いない。

開院当時の風景 訪問看護ステーション・タッチ

エントランス 看護師寮

に合った手術機器をつくる（PSI）システムを用いて行
う人工関節手術を日本で初めて実施した。
「当時行っていた人工関節治療において、最先端
の医療を目指したいと考え、システムを導入して積極
的に取り組みました」
その後、同院はPSIの整形外科手術で数多くの実
績を積みあげていく。厚生労働省から人工関節手術
で先進医療認定施設の認定を受けた同院には、埼
玉地域だけでなく全国から人工関節の先進治療を望
む患者が来院している。

同院の特徴の一つに、充実した機能を持つ回復期
リハビリ病床がある。理学療法士や作業療法士、言
語聴覚士等スタッフが手術後のリハビリをマンツー
マンで手厚く指導する。そのため高齢者でも寝たきり
を心配することなく、日常生活への復帰が十分期待
できる。
「当院の整形の手術では、80歳や90歳といった高
齢の患者さんもいらっしゃいます。その患者さんたち
が術後すぐに退院できるかといえば、それは“ノー”な
のです。そのため、回復期リハビリ病床でしっかりとリ
ハビリをして、ある程度機能が回復したところで退院
していただくという道筋をつくっています」
さらにもう一つの同院の特徴に、訪問医療・看護と

リハビリ支援によって急性期から回復期、在宅までを
カバーするシームレスな医療が提供できる点がある。
それが実現できるのは、同院が持つデイケア施設の
存在と、スタッフが一丸となって患者を支える充実し
たチーム医療があるからだ。
現在、訪問診療は週2回、内科医、整形外科医、

ソーシャルワーカーの3名で40～50名の在宅の患者
を訪問。他の施設を見ても、整形外科医が訪問診療
のチームに加わるのは珍しいという。
「当院で99歳で手術をした方が無事103歳を迎え
られています。高齢の場合、寝たきりになってしまうと

高齢でも安心できる医療を提供
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肺炎や褥瘡（床ずれ）等のリスクが高くなります。ス
タッフ一丸となって患者さんの健康状態を吟味して、
患者さんにとって可能であれば、なるべく早く手術に
踏み切って治して、リハビリによって日常生活動作を
維持させるという選択肢もご提案しています」
退院後の在宅医療やリハビリ支援といった万全

の医療体制があるからこそ、高齢であっても同院で
の整形外科手術を望む患者やその家族が多いの
だという。

同院は平成18年に日本医療機能評価機構の審査
による「病院機能評価バージョン4.0」の評価を受け
た。これは医療機関が組織的に医療を提供するため、
基本的な活動がなされているかどうか第三者機関が
評価を行うシステムだ。
そして平成23年、さらにバージョンアップされた

「バージョン6.0」においても認定を受けた。
「だんだん病院が大きくなって職員が増えていくこ
とで、目が行き届かなくなるところが出てきました。そ
れで、本当にいい病院にするにはどうすればいいの
か、という原点に立ち返って、そのために第三者機関

の評価を受けました。職員全員がスムーズに仕事が
できるように体制を整理したのです」
関院長が現場にトップダウンで指示をすることはほ

とんどなく、現場スタッフが患者目線で諸問題の改革
案を自由に提案できるボトムアップ型で多くの改善が
行われている。「職員の意見が反映される病院が職
員にとって働きやすい病院」なのだと関院長が言うよ
うに、それが、同院がより良い医療サービスを提供で
きる礎となっている。

平成24年、理事長・院長に就任した関院長。その
2年後の平成26年、同院は国税庁の認定を受け医
療法人から出資持分のない特定医療法人へと改組
し、より公共性の高い医療機関へと病院経営の舵
を切った。
「以前からその話はありましたが、僕が院長になっ
てその決断をしました。これまでの個人資産ではなく、
公的な役割を果たす病院にしていこうと出資持分を
持つ人たちがそれを返上して、特定医療法人となり
ました」
地域に根ざし、地域医療と連携しながらそこで暮ら
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経営者セミナー 

はじめに
本年度の当財団の地域研究レポートは「地方創
生の深化～一億総活躍社会の実現へ向けて～」を
統一テーマに、平成26年度にスタートした地方創生
の深化と、新たに安倍内閣が掲げる一億総活躍の
取り組みを取り上げ、埼玉県、市町村の動向を概観
しつつ提言等を行っていく。まず、国や県の地方創
生をめぐる直近の動きと、その課題を概観する。

地方創生のスタート
平成26年５月に民間機関である日本創成会議に

より公表された消滅可能性自治体（2040年に20～
39歳の女性の数が2010年より半分以下になると
推計された自治体）リストが大きな話題を呼び、同
年９月に「人口急減・超高齢化というわが国が直面
する大きな課題に対し政府一体となって取り組み、
各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続
的な社会を創生」できるようまち・ひと・しごと創生
本部が内閣に設置された。まち・ひと・しごと創生と
は、以下を一体的に推進することとされる。 

まち・ひと・しごと創生法が同年11月に成立し、
12月に50年後に１億人程度の人口維持を目指す
「長期ビジョン」と、人口減少を克服し将来にわたっ
て活力ある日本社会を実現するための５カ年の計
画を示す「総合戦略」が策定された。
総合戦略の基本的な考え方は次の通りである。

そして、総合戦略の基本目標は次の通りである。

都道府県・市町村は、まち・ひと・しごと創生法に基
づき、地方人口ビジョン（各地域の人口動向や将来
人口推計の分析や中長期の将来展望を提示）、と
地方版総合戦略（各地域の人口動向や産業実態等
を踏まえ、2015～2019年度（５カ年）の政策目標・
施策）の策定を27年度中に行った。

国の基本方針 2015と総合戦略2015 改訂版
成長戦略は毎年見直されるが、平成27年６月に

「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015－ローカル・

アベノミクスⅰの実現に向けて－」が閣議決定され、
さらに同年12月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（2015改訂版）」が閣議決定された。
その中では、地方創生をめぐる厳しい現状認識
が示され、地方創生の深化をすすめるとしている。

日本版DMOⅱの設置、少子化対策における地域ア
プローチ（地方の特性に応じた対策：地域の「見え
る化」の推進－「地域指標」の公表－、地域の実情
に応じた「働き方改革」の推進、地域の先駆的・優
良事例の横展開）などが特長である。
地方自治体が総合戦略を推進するにあたっての
国の支援として、「地方創生に向けた多様な支援-
『地方創生版・三本の矢』」として「情報支援」「人
的支援」「財政支援」が挙げられ、国家戦略特区制
度、社会保障制度改革、地方分権、規制改革等と
の連携がうたわれている。

平成28年３月になされた加速化交付金の事業決
定は、以下の表のように、約1,900事業、906億円と
なっている。（残り94億円は2次分として交付予定）

地方創生と一億総活躍社会
平成27月９月の記者会見で安倍首相は、次の３

年間を「アベノミクス第２ステージ」と位置付け、新
しい「３本の矢」ⅴを示すとともに「一億総活躍」社
会を目指すと宣言した。同年10月に発足した第３次
安倍内閣は、一億総活躍国民会議を設置し平成
28年春策定予定の「ニッポン一億総活躍プラン」
の前段階として「一億総活躍社会の実現に向けて
緊急に実施すべき対策－成長と分配の好循環の
形成に向けて－」（平成27年11月26日）をとりまと
めた。
地方創生と一億総活躍社会の施策については、

以下の図のように重なるところが多い。

地方創生加速化交付金の交付事業には一億総
活躍社会実現に向けた対策に資することが条件と
なっており、両者は一体として推進されている。

子をつくることと、標準的に量産することを両立させ
ました。「システム・ワン」は日本経済新聞社の年間
優秀製品賞をはじめさまざまな賞を受賞することが
できました。
1994年以降はバブル崩壊に加えてコンビニエン
スストアの台頭で、多品種生産が求められる上に、
相応のロットも必要になるという厳しい環境になりま
した。先ほどのシステム・ワンを更に発展、進化させ、
システム家具のようなコンセプトで、いろいろな機能
を組合わせて使えるユニット型の充填成型機「シス
テムデポリー」を開発し、幅広い用途に使用できる
機械をこの時代に開発していきました。

業界団体の統計では、菓子類全体の生産量も、
製パン製菓機械の売上も1994年頃から減少して
おり、業界動向と同様に当社の売上も、1994年頃
をピークに激減。1999年、どん底の時に社長交代
をして、私が社長に就任しました。部門別では特に
機械事業部の売上が約66億円から4～5年間で30
億円へと半減し、いわば倒産の危機に近い状態で
ありました。
社長になって最初に手掛けたことは、2000年か

ら2002年までの社運を賭けた「経営力強化活動」
です。財務体質の強化と収益性の拡大のために、
今迄の事業を全部見直し、固定費の削減、新たな
戦略策定によるマーケットや製品の絞り込み等を進
め、いろいろなタスクフォースをつくりながら、総合的
な事業強化に向けて全社で必死に取組みました。
それらをさらに進化させて、2003年には「ニュー
マスダックプランＮＭＰ」によって、顧客満足度の向
上、食品の安定供給、当時の課題であったＳＡＲＳ対
策、人事制度改革、海外生産体制構築などのテー
マについての検討を矢継ぎ早に進めました。

2002年、お菓子の本場であるフランスで大規模

皆さんこんにちは、株式会社マスダックの増田で
ございます。今日の演題は「そのお菓子づくりを、
もっと美味しく、新しく」です。一番最初に『その』お
菓子づくり、としています。この意味ですが当社は、
どらやきをはじめ和菓子、洋菓子をつくるための機
械の製造が創業以来の事業であり、それに加えて
途中からお菓子もつくるようになり、「東京ばな奈」
という東京土産のお菓子をＯＥＭで当社がつくり、
グレープストーンさんに全て納入するというビジネス
も手掛けるようになりました。
当社は、まずお菓子を大切にしたいと考えていま
す。いろいろなお店には必ずそのお店独特のお菓子
があります。「こういうお菓子をつくりたい」という、
それぞれのお菓子屋さんの思いをまず大切にして、
それを壊さないように、それを機械でつくれるように
お手伝いしたいという意味から、『その』お菓子づく
りといわせていただいております。

1954年生まれ、今年62歳になります。ここ10年
間ほどは埼玉県経営者協会や埼玉産業人クラブで
仕事をしておりますが、埼玉の産業界では新参者で
す。私はむしろ日本製パン製菓機械工業会、日本食
品機械工業会、あるいは日本包装機械工業会など
の工業会で、若いころからいろいろと教わりながら
育って参りました。これらの工業会は、大規模な展
示会を定期的に開催してきており、それぞれがいわ
ば業界の縮図のようなものであり、これらの展示会
の運営等にも携わってきたことが、私のビジネス上
のバックグラウンドの大きな部分になっています。東
京都新宿区生まれの東京育ちではありますが、何か
の縁で埼玉大学に入学して、その当時本社も所沢
へ移転して参りました。
その後、㈱不二家に入社しまして新製品の開発
や生産技術を担当し、機械によるお菓子づくりに携
わってきました。4年間勤務したのち、当時は父が創
業社長を務めていた当社に入りました。入社するな
り父から「アメリカへ行って来い」と言われ、アメリカ
のパン技術研究所を中心に9ヶ月ほど海外留学をい
たしました。㈱不二家での約4年間とこの海外留学
の経験が、今の私の大きな基礎になっており、父の
先見性に感謝をしております。私が㈱マスダックの

社長に就任したのが1999年であり、今年で17年目
になります。

「もし、この世の中にお菓子が全くなかったら？」
どうでしょうか。お菓子のない世の中は、非常に殺
伐とした、寂しいものになるはずです。東日本大震災
の発生後、3日目頃にこんなエピソードがあります。
当社のお取引先のグレープストーンさんの本社は当
時杉並区にあり、被災した福島県南相馬市とは姉
妹都市でした。その関係から、グレープストーンさん
は「東京ばな奈」をトラックに満載して南相馬市へ
走らせ、寄付をされました。それがすぐに避難所の
方々へ配られたのです。私は、正直なところ「お菓子
よりも、やはりまずは、おにぎり、サンドイッチ、お弁当
の方が必要な時ではないかな」と思っておりました。
しかし、その後お礼に見えた南相馬市の方のお話で
は、「東京ばな奈を一口食べた子供たちが、とても
幸せそうな、安心した表情になりました」そして「そ
れまでの避難所、体育館内の殺伐とした雰囲気が
一気に和み、何か前向きな空気が流れていきまし
た」とのことでした。このお話を伺い「本当にお菓子
はそういう力があるのだ」ということを改めて認識し
たところです。
当社の経営理念である『ひと口で笑顔になる。ふ
た口で幸せになる。お菓子は、世界中を幸せにでき
るはず。』ということから、私どもの使命は、世界の
人々に安全でおいしいお菓子を食べていただいて、
幸せな人生を送ってもらいたい。そういう願いを込め
て、お菓子づくりの機械を製造し、安全でおいしいお
菓子を安定供給できるようにお手伝いしよう。あるい
は、ＯＥＭによって、お菓子の生産自体のお手伝いを
しようということを日頃考えて、事業を行っています。

当社の事業の一翼を担う「機械事業部」について
ご説明します。お菓子づくりは、まず小麦粉、砂糖、

卵などの原材料を混ぜ合わせて生地をつくるミキシ
ング工程から始まります。当社は、その次の工程の、
ミキシングされた生地を成型したり、分割したり、ま
た次に焼いたり蒸したりする熱加工工程、またその
次の仕上げの工程を受け持っており、いわばお菓子
づくりの中心部分を担当しています。具体的には、
各工程において製菓用トンネルオーブン、充填成型
機、全自動どら焼きライン、ファインアップトンネルス
チーマーなどを駆使しており、それらを組み合わせ
て一貫生産ラインを構築しています。これによりお
菓子を1時間に1万個、2万個といった大量生産する
ことを可能にしており、一貫生産ラインを和菓子、洋
菓子の中で構築できる機械メーカーは当社が唯一
だと自負しております。これにより「萩の月」、「東京
ばな奈」、「紅いもタルト」などを手掛けており、相手
企業と一体となって機械を開発して、事業に協力し
ているということです。また、それらに加え、大手流
通菓子メーカーの大型ラインや特殊な機械につい
ても当社でお手伝いさせていただいております。
当社の一翼を担うのが「食品事業部」です。この
事業は、電子機器産業における台湾の鴻海（ホンハ
イ）のような「ＥＭＳ」という業態を、私がケーキやお
菓子づくりに当てはめて名づけた「ケーキ・マニュ
ファクチャリング・サービス」（ＣＭＳ）を基本コンセプ
トとしています。当社の製法特許や機械の特許など
の、いわゆる当社独自の生産技術でしかつくれない
お菓子をつくり、それを適切にマーケティングし、販
売会社に売っていただくというもので、その代表的
なお菓子が「東京ばな奈」です。
もともと当社は、ソフトムーンケーキというやわら
かい蒸しケーキの中にたっぷりとしたクリームを入
れるという技術の製法特許、機械の特許を取得し
ていました。グレープストーンの社長から「ぜひ東
京土産をつくりたい」ということから相談を受けま
して、当社が持っているソフトムーンケーキという
技術を、形をバナナにすることによってやらせてい
ただいて「東京ばな奈」というお菓子になりました。
現在工場には東京ばな奈のラインが５ライン、クッ
キー等の2ラインを含め合計7ラインを設置し、
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そのお菓子づくりを、もっと美味しく、新しく

1954年東京都生まれ。1977年埼玉大学理工学部機械工学科卒業。同年㈱不二家入社。1981年新日本機械工業㈱（現：
㈱マスダック）入社。同年海外留学（American Institute of Baking他）。1999年㈱マスダック代表取締役社長就任。
また、日本製パン製菓機械工業会理事長、日本食品機械工業会副会長、日本包装機械工業会理事、埼玉県経営者協会副
会長、埼玉産業人クラブ会長など数々の要職に就いている。

増田文治氏
株式会社マスダック 
代表取締役社長
プロフィール

はじめに

自己紹介平成28年3月10日（木）、株式会社マスダック代表取
締役社長の増田文治氏を講師にお迎えし、「そのお菓子
づくりを、もっと美味しく、新しく」と題してセミナーを開
催した。以下、その概要を紹介したい。

年間1億4,380万個を生産しています。

私の父、増田文彦は当年90歳、元気です。九州帝
国大学の機械工学科を卒業。航空機の設計を志望
していたとのことですが、卒業が終戦の時で仕事が
ありませんでした。父の高校時代の友人に、饅頭屋さ
んの子息で、饅頭づくりの機械を考えていた方がおり、
父は偶然東京でその方と再会した際に「機械屋」と
して助力を依頼されたそうです。機械完成後、実演販
売を上野公園の西郷さんのところでやりました。
当時はとても珍しく、黒山の人だかりでしたが、皆
がとても幸せそうに、目を輝かせて見ていました。父
は「お菓子というのは、こんなにも人を喜ばせて、幸
せにする力があるのか」と感動したと言います。
父が業界を調べると、ビスケット、チョコレートなど
の洋菓子は機械化が進んでいましたが、和菓子や
菓子パンにはほとんど機械がないことが分かり、で
はやってみようということで1957年3月に新日本機
械工業株式会社を設立し、あんぱん製造機から始
めました。1959年に自動どら焼き機、1961年には
自動サンド機を開発して世に出し、「手づくりの機械
化」ということを、創業当初から進めて参りました。
1964年、東京オリンピック開催の年です。新幹線、
高速道路が整備され、スーパーマーケットも急速に
普及しました。大手パン屋さんはどんどん日本全国
に工場を建設し、機械の需要も高まり、また大量生
産に向けて全自動化へのニーズも急速に高まった
時代です。ブッセ、シュークリーム、長崎カステラな
どが主力でした。当社の業容も拡大し、当時高田馬
場にあった工場が手狭になり、所沢に移転したのも
このころです。この時代においても、新しいお菓子や
新しい機械の開発、研究は常に続けておりました。
1985年、万能製菓機「システム・ワン」を開発し
世に問いました。特徴は、土台となる部分は標準化
しつつ、三つの小型化したヘッドを備えて、充填機
能などは自由にカスタマイズできる点です。ヘッドの
開発によって、それぞれのお菓子屋さん独自のお菓

な製菓関係の展示会があり、日本製パン製菓機械
工業会のメンバーとして参加しました。ヨーロッパに
はないものを出品しようということで、どら焼きを考
えました。欧州の嗜好を、海外の友人やその関係者
に相談したところ「あんこ」のどら焼きではなく「チョ
コレート」が良いというアドバイスがあり、半信半疑
であんこの代わりにチョコレートを入れてサンドイッ
チパンケーキとして実演出品しまして、片っ端から
配って食べてもらいました。徐々に人が集まり、人だ
かりができ、展示会中ずっとそれが続きました。
翌2003年にはドイツのデュッセルドルフでパンや
お菓子機械の世界最大の展示会があり、今度は単
独のブースで出展し、1時間6,000個を一貫ライン
で生産するサンドイッチパンケーキマシンの実演を
しました。この展示会も非常に好評を得たことから、
海外の友人の協力も得て、2004年にはマスダック
ヨーロッパを設立し、世界へ向けスタートしました。
アジア地域は当社の海外営業部が担当していま
すが、台湾の有名なラーメン製造会社、カンシー
フー（康師傳）の菓子事業部とタイアップしたことで
大きく伸展しました。

当時もう一つの柱である食品事業が伸びてきまし
て、新工場の建設を決意し、私の留学先でもあるア
メリカパン技術研究所（ＡＩＢ）のフードセーフティに
準拠した工場を2004年に建設しました。
私は思い切って、賭ける思いで、この新工場竣工
を日経新聞はじめ業界紙にも発表し、名だたるお菓
子屋さんにはすべて「どうぞご覧ください」とご案内
して、オープンにしました。どうなるかと思いましたが、
5割の方にはすぐに当社のファンになっていただき、
3割の方には概ねポジティブに考えていただける。あ
との2割は分かりませんが、合計で8割のお客様に
支持をいただいており、一か八かの賭けに勝ったな
という気持ちです。
2005年には、顧客第一の経営方針のもと、顧客
満足度向上を目的にＩＳＯ9001認証を、本社、営業

所、全工場を対象に取得致しました。
また2006年にはＡＩＢ食品安全監査において、最
高位のSuperiorを取得することができました。これ
は食品事業部が一丸となって努力した結果です。　
　　　　　　　

2007年には、株式会社マスダックへ社名を変更
いたしました。ドイツで3年毎に開催される、製パン
製菓の世界最大の展示会「ｉｂａ」では、どら焼き、人
形焼き、ソフトムーンケーキをヨーロッパ向けにアレ
ンジして提案して参りました。2012年には、1時間に
9,000個できる人形焼の機械を開発したのと同時
に、今度は蒸しケーキをヨーロッパへ紹介して、これ
の現地生産もスタートさせました。
当社の輸出国の実績は着実に増加し、輸出比率
は約25％となりました。そして2015年には経済産
業省さんからグローバルニッチトップ企業100選に
選定していただきました。

　

当社が行っている和洋菓子の生産設備を振返る
と、1950年代に手づくりを機械化、70年代には全
自動化、そして85年頃から独自の商品プラス機械
開発、95年頃から多品種少量・自動化生産、2000
年代は安全安心を担保する生産体制・設備と変遷
して来ました。これからの流れは、製造のサービス化
です。ＩoＴの活用で、機械と人とのつながりや、機械
同士のつながりを、さまざまな状況においてより高
度化させていくことにより、工場の自動化はさらに進
化していくと考えます。ジャストインタイムや多品種
少量生産は今後も更に求められます。お菓子の業
界は毎日毎日つくっており、機械を止めない仕組み
の構築が最重要です。当社はこれを解決するため
に、今後の取組みとして、センサーとか、人工知能、
さまざまな通信技術をどんどん使いながら菓子業界
に貢献して参りたいと考えております。
本日は、ご清聴、ありがとうございました。

お菓子の力

当社の機械事業部と食品事業部

ローカル・アベノミクスの反映や、地方での外国
人観光客の増加や新たな観光振興を目的とした

財政支援の状況
国から自治体への地方創生関係交付金は、平成
26年度には、緊急経済対策としてプレミアム商品
券などに平等に交付されるものもあったが、自治体
の自主的・主体的な取組で、先導的なものを支援す
るものとして、総合戦略に沿った事業を自治体が自
ら作成・申請し、国が審査して交付を決定する形と
なっている。平成27年度には国の補正予算1,000
億円が地方創生加速化交付金として充てられた。

まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）に
おける政策パッケージ（一連の施策）は次の通りで、
下線が特に修正・強化された部分である。

地方創生加速化交付金の支援対象事業は、各
地方公共団体において、それぞれの総合戦略に位
置付けられた（ないしは位置付けられる予定であ
る）事業であって、地域のしごと創生に重点を置き
つつ、一億総活躍社会実現に向けた緊急対策にも
資する、効果の発現が高い分野とされる。

埼玉県では、以下の6事業が、県内市町村では
40事業Ⅳが交付対象事業の決定を受けた。
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経営者セミナー 

はじめに
本年度の当財団の地域研究レポートは「地方創

生の深化～一億総活躍社会の実現へ向けて～」を
統一テーマに、平成26年度にスタートした地方創生
の深化と、新たに安倍内閣が掲げる一億総活躍の
取り組みを取り上げ、埼玉県、市町村の動向を概観
しつつ提言等を行っていく。まず、国や県の地方創
生をめぐる直近の動きと、その課題を概観する。

地方創生のスタート
平成26年５月に民間機関である日本創成会議に

より公表された消滅可能性自治体（2040年に20～
39歳の女性の数が2010年より半分以下になると
推計された自治体）リストが大きな話題を呼び、同
年９月に「人口急減・超高齢化というわが国が直面
する大きな課題に対し政府一体となって取り組み、
各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続
的な社会を創生」できるようまち・ひと・しごと創生
本部が内閣に設置された。まち・ひと・しごと創生と
は、以下を一体的に推進することとされる。 

まち・ひと・しごと創生法が同年11月に成立し、
12月に50年後に１億人程度の人口維持を目指す
「長期ビジョン」と、人口減少を克服し将来にわたっ
て活力ある日本社会を実現するための５カ年の計
画を示す「総合戦略」が策定された。
総合戦略の基本的な考え方は次の通りである。

そして、総合戦略の基本目標は次の通りである。

都道府県・市町村は、まち・ひと・しごと創生法に基
づき、地方人口ビジョン（各地域の人口動向や将来
人口推計の分析や中長期の将来展望を提示）、と
地方版総合戦略（各地域の人口動向や産業実態等
を踏まえ、2015～2019年度（５カ年）の政策目標・
施策）の策定を27年度中に行った。

国の基本方針 2015と総合戦略2015 改訂版
成長戦略は毎年見直されるが、平成27年６月に

「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015－ローカル・

アベノミクスⅰの実現に向けて－」が閣議決定され、
さらに同年12月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（2015改訂版）」が閣議決定された。
その中では、地方創生をめぐる厳しい現状認識
が示され、地方創生の深化をすすめるとしている。

日本版DMOⅱの設置、少子化対策における地域ア
プローチ（地方の特性に応じた対策：地域の「見え
る化」の推進－「地域指標」の公表－、地域の実情
に応じた「働き方改革」の推進、地域の先駆的・優
良事例の横展開）などが特長である。
地方自治体が総合戦略を推進するにあたっての

国の支援として、「地方創生に向けた多様な支援-
『地方創生版・三本の矢』」として「情報支援」「人
的支援」「財政支援」が挙げられ、国家戦略特区制
度、社会保障制度改革、地方分権、規制改革等と
の連携がうたわれている。

平成28年３月になされた加速化交付金の事業決
定は、以下の表のように、約1,900事業、906億円と
なっている。（残り94億円は2次分として交付予定）

地方創生と一億総活躍社会
平成27月９月の記者会見で安倍首相は、次の３

年間を「アベノミクス第２ステージ」と位置付け、新
しい「３本の矢」ⅴを示すとともに「一億総活躍」社
会を目指すと宣言した。同年10月に発足した第３次
安倍内閣は、一億総活躍国民会議を設置し平成
28年春策定予定の「ニッポン一億総活躍プラン」
の前段階として「一億総活躍社会の実現に向けて
緊急に実施すべき対策－成長と分配の好循環の
形成に向けて－」（平成27年11月26日）をとりまと
めた。
地方創生と一億総活躍社会の施策については、

以下の図のように重なるところが多い。

地方創生加速化交付金の交付事業には一億総
活躍社会実現に向けた対策に資することが条件と
なっており、両者は一体として推進されている。

子をつくることと、標準的に量産することを両立させ
ました。「システム・ワン」は日本経済新聞社の年間
優秀製品賞をはじめさまざまな賞を受賞することが
できました。
1994年以降はバブル崩壊に加えてコンビニエン
スストアの台頭で、多品種生産が求められる上に、
相応のロットも必要になるという厳しい環境になりま
した。先ほどのシステム・ワンを更に発展、進化させ、
システム家具のようなコンセプトで、いろいろな機能
を組合わせて使えるユニット型の充填成型機「シス
テムデポリー」を開発し、幅広い用途に使用できる
機械をこの時代に開発していきました。

業界団体の統計では、菓子類全体の生産量も、
製パン製菓機械の売上も1994年頃から減少して
おり、業界動向と同様に当社の売上も、1994年頃
をピークに激減。1999年、どん底の時に社長交代
をして、私が社長に就任しました。部門別では特に
機械事業部の売上が約66億円から4～5年間で30
億円へと半減し、いわば倒産の危機に近い状態で
ありました。
社長になって最初に手掛けたことは、2000年か

ら2002年までの社運を賭けた「経営力強化活動」
です。財務体質の強化と収益性の拡大のために、
今迄の事業を全部見直し、固定費の削減、新たな
戦略策定によるマーケットや製品の絞り込み等を進
め、いろいろなタスクフォースをつくりながら、総合的
な事業強化に向けて全社で必死に取組みました。
それらをさらに進化させて、2003年には「ニュー
マスダックプランＮＭＰ」によって、顧客満足度の向
上、食品の安定供給、当時の課題であったＳＡＲＳ対
策、人事制度改革、海外生産体制構築などのテー
マについての検討を矢継ぎ早に進めました。

2002年、お菓子の本場であるフランスで大規模

皆さんこんにちは、株式会社マスダックの増田で
ございます。今日の演題は「そのお菓子づくりを、
もっと美味しく、新しく」です。一番最初に『その』お
菓子づくり、としています。この意味ですが当社は、
どらやきをはじめ和菓子、洋菓子をつくるための機
械の製造が創業以来の事業であり、それに加えて
途中からお菓子もつくるようになり、「東京ばな奈」
という東京土産のお菓子をＯＥＭで当社がつくり、
グレープストーンさんに全て納入するというビジネス
も手掛けるようになりました。
当社は、まずお菓子を大切にしたいと考えていま
す。いろいろなお店には必ずそのお店独特のお菓子
があります。「こういうお菓子をつくりたい」という、
それぞれのお菓子屋さんの思いをまず大切にして、
それを壊さないように、それを機械でつくれるように
お手伝いしたいという意味から、『その』お菓子づく
りといわせていただいております。

1954年生まれ、今年62歳になります。ここ10年
間ほどは埼玉県経営者協会や埼玉産業人クラブで
仕事をしておりますが、埼玉の産業界では新参者で
す。私はむしろ日本製パン製菓機械工業会、日本食
品機械工業会、あるいは日本包装機械工業会など
の工業会で、若いころからいろいろと教わりながら
育って参りました。これらの工業会は、大規模な展
示会を定期的に開催してきており、それぞれがいわ
ば業界の縮図のようなものであり、これらの展示会
の運営等にも携わってきたことが、私のビジネス上
のバックグラウンドの大きな部分になっています。東
京都新宿区生まれの東京育ちではありますが、何か
の縁で埼玉大学に入学して、その当時本社も所沢
へ移転して参りました。
その後、㈱不二家に入社しまして新製品の開発
や生産技術を担当し、機械によるお菓子づくりに携
わってきました。4年間勤務したのち、当時は父が創
業社長を務めていた当社に入りました。入社するな
り父から「アメリカへ行って来い」と言われ、アメリカ
のパン技術研究所を中心に9ヶ月ほど海外留学をい
たしました。㈱不二家での約4年間とこの海外留学
の経験が、今の私の大きな基礎になっており、父の
先見性に感謝をしております。私が㈱マスダックの

社長に就任したのが1999年であり、今年で17年目
になります。

「もし、この世の中にお菓子が全くなかったら？」
どうでしょうか。お菓子のない世の中は、非常に殺
伐とした、寂しいものになるはずです。東日本大震災
の発生後、3日目頃にこんなエピソードがあります。
当社のお取引先のグレープストーンさんの本社は当
時杉並区にあり、被災した福島県南相馬市とは姉
妹都市でした。その関係から、グレープストーンさん
は「東京ばな奈」をトラックに満載して南相馬市へ
走らせ、寄付をされました。それがすぐに避難所の
方々へ配られたのです。私は、正直なところ「お菓子
よりも、やはりまずは、おにぎり、サンドイッチ、お弁当
の方が必要な時ではないかな」と思っておりました。
しかし、その後お礼に見えた南相馬市の方のお話で
は、「東京ばな奈を一口食べた子供たちが、とても
幸せそうな、安心した表情になりました」そして「そ
れまでの避難所、体育館内の殺伐とした雰囲気が
一気に和み、何か前向きな空気が流れていきまし
た」とのことでした。このお話を伺い「本当にお菓子
はそういう力があるのだ」ということを改めて認識し
たところです。
当社の経営理念である『ひと口で笑顔になる。ふ
た口で幸せになる。お菓子は、世界中を幸せにでき
るはず。』ということから、私どもの使命は、世界の
人々に安全でおいしいお菓子を食べていただいて、
幸せな人生を送ってもらいたい。そういう願いを込め
て、お菓子づくりの機械を製造し、安全でおいしいお
菓子を安定供給できるようにお手伝いしよう。あるい
は、ＯＥＭによって、お菓子の生産自体のお手伝いを
しようということを日頃考えて、事業を行っています。

当社の事業の一翼を担う「機械事業部」について
ご説明します。お菓子づくりは、まず小麦粉、砂糖、

卵などの原材料を混ぜ合わせて生地をつくるミキシ
ング工程から始まります。当社は、その次の工程の、
ミキシングされた生地を成型したり、分割したり、ま
た次に焼いたり蒸したりする熱加工工程、またその
次の仕上げの工程を受け持っており、いわばお菓子
づくりの中心部分を担当しています。具体的には、
各工程において製菓用トンネルオーブン、充填成型
機、全自動どら焼きライン、ファインアップトンネルス
チーマーなどを駆使しており、それらを組み合わせ
て一貫生産ラインを構築しています。これによりお
菓子を1時間に1万個、2万個といった大量生産する
ことを可能にしており、一貫生産ラインを和菓子、洋
菓子の中で構築できる機械メーカーは当社が唯一
だと自負しております。これにより「萩の月」、「東京
ばな奈」、「紅いもタルト」などを手掛けており、相手
企業と一体となって機械を開発して、事業に協力し
ているということです。また、それらに加え、大手流
通菓子メーカーの大型ラインや特殊な機械につい
ても当社でお手伝いさせていただいております。
当社の一翼を担うのが「食品事業部」です。この
事業は、電子機器産業における台湾の鴻海（ホンハ
イ）のような「ＥＭＳ」という業態を、私がケーキやお
菓子づくりに当てはめて名づけた「ケーキ・マニュ
ファクチャリング・サービス」（ＣＭＳ）を基本コンセプ
トとしています。当社の製法特許や機械の特許など
の、いわゆる当社独自の生産技術でしかつくれない
お菓子をつくり、それを適切にマーケティングし、販
売会社に売っていただくというもので、その代表的
なお菓子が「東京ばな奈」です。
もともと当社は、ソフトムーンケーキというやわら
かい蒸しケーキの中にたっぷりとしたクリームを入
れるという技術の製法特許、機械の特許を取得し
ていました。グレープストーンの社長から「ぜひ東
京土産をつくりたい」ということから相談を受けま
して、当社が持っているソフトムーンケーキという
技術を、形をバナナにすることによってやらせてい
ただいて「東京ばな奈」というお菓子になりました。
現在工場には東京ばな奈のラインが５ライン、クッ
キー等の2ラインを含め合計7ラインを設置し、
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そのお菓子づくりを、もっと美味しく、新しく

1954年東京都生まれ。1977年埼玉大学理工学部機械工学科卒業。同年㈱不二家入社。1981年新日本機械工業㈱（現：
㈱マスダック）入社。同年海外留学（American Institute of Baking他）。1999年㈱マスダック代表取締役社長就任。
また、日本製パン製菓機械工業会理事長、日本食品機械工業会副会長、日本包装機械工業会理事、埼玉県経営者協会副
会長、埼玉産業人クラブ会長など数々の要職に就いている。

増田文治氏
株式会社マスダック 
代表取締役社長
プロフィール

はじめに

自己紹介平成28年3月10日（木）、株式会社マスダック代表取
締役社長の増田文治氏を講師にお迎えし、「そのお菓子
づくりを、もっと美味しく、新しく」と題してセミナーを開
催した。以下、その概要を紹介したい。

年間1億4,380万個を生産しています。

私の父、増田文彦は当年90歳、元気です。九州帝
国大学の機械工学科を卒業。航空機の設計を志望
していたとのことですが、卒業が終戦の時で仕事が
ありませんでした。父の高校時代の友人に、饅頭屋さ
んの子息で、饅頭づくりの機械を考えていた方がおり、
父は偶然東京でその方と再会した際に「機械屋」と
して助力を依頼されたそうです。機械完成後、実演販
売を上野公園の西郷さんのところでやりました。
当時はとても珍しく、黒山の人だかりでしたが、皆
がとても幸せそうに、目を輝かせて見ていました。父
は「お菓子というのは、こんなにも人を喜ばせて、幸
せにする力があるのか」と感動したと言います。
父が業界を調べると、ビスケット、チョコレートなど
の洋菓子は機械化が進んでいましたが、和菓子や
菓子パンにはほとんど機械がないことが分かり、で
はやってみようということで1957年3月に新日本機
械工業株式会社を設立し、あんぱん製造機から始
めました。1959年に自動どら焼き機、1961年には
自動サンド機を開発して世に出し、「手づくりの機械
化」ということを、創業当初から進めて参りました。
1964年、東京オリンピック開催の年です。新幹線、
高速道路が整備され、スーパーマーケットも急速に
普及しました。大手パン屋さんはどんどん日本全国
に工場を建設し、機械の需要も高まり、また大量生
産に向けて全自動化へのニーズも急速に高まった
時代です。ブッセ、シュークリーム、長崎カステラな
どが主力でした。当社の業容も拡大し、当時高田馬
場にあった工場が手狭になり、所沢に移転したのも
このころです。この時代においても、新しいお菓子や
新しい機械の開発、研究は常に続けておりました。
1985年、万能製菓機「システム・ワン」を開発し
世に問いました。特徴は、土台となる部分は標準化
しつつ、三つの小型化したヘッドを備えて、充填機
能などは自由にカスタマイズできる点です。ヘッドの
開発によって、それぞれのお菓子屋さん独自のお菓

な製菓関係の展示会があり、日本製パン製菓機械
工業会のメンバーとして参加しました。ヨーロッパに
はないものを出品しようということで、どら焼きを考
えました。欧州の嗜好を、海外の友人やその関係者
に相談したところ「あんこ」のどら焼きではなく「チョ
コレート」が良いというアドバイスがあり、半信半疑
であんこの代わりにチョコレートを入れてサンドイッ
チパンケーキとして実演出品しまして、片っ端から
配って食べてもらいました。徐々に人が集まり、人だ
かりができ、展示会中ずっとそれが続きました。
翌2003年にはドイツのデュッセルドルフでパンや
お菓子機械の世界最大の展示会があり、今度は単
独のブースで出展し、1時間6,000個を一貫ライン
で生産するサンドイッチパンケーキマシンの実演を
しました。この展示会も非常に好評を得たことから、
海外の友人の協力も得て、2004年にはマスダック
ヨーロッパを設立し、世界へ向けスタートしました。
アジア地域は当社の海外営業部が担当していま
すが、台湾の有名なラーメン製造会社、カンシー
フー（康師傳）の菓子事業部とタイアップしたことで
大きく伸展しました。

当時もう一つの柱である食品事業が伸びてきまし
て、新工場の建設を決意し、私の留学先でもあるア
メリカパン技術研究所（ＡＩＢ）のフードセーフティに
準拠した工場を2004年に建設しました。
私は思い切って、賭ける思いで、この新工場竣工
を日経新聞はじめ業界紙にも発表し、名だたるお菓
子屋さんにはすべて「どうぞご覧ください」とご案内
して、オープンにしました。どうなるかと思いましたが、
5割の方にはすぐに当社のファンになっていただき、
3割の方には概ねポジティブに考えていただける。あ
との2割は分かりませんが、合計で8割のお客様に
支持をいただいており、一か八かの賭けに勝ったな
という気持ちです。
2005年には、顧客第一の経営方針のもと、顧客
満足度向上を目的にＩＳＯ9001認証を、本社、営業

所、全工場を対象に取得致しました。
また2006年にはＡＩＢ食品安全監査において、最
高位のSuperiorを取得することができました。これ
は食品事業部が一丸となって努力した結果です。　
　　　　　　　

2007年には、株式会社マスダックへ社名を変更
いたしました。ドイツで3年毎に開催される、製パン
製菓の世界最大の展示会「ｉｂａ」では、どら焼き、人
形焼き、ソフトムーンケーキをヨーロッパ向けにアレ
ンジして提案して参りました。2012年には、1時間に
9,000個できる人形焼の機械を開発したのと同時
に、今度は蒸しケーキをヨーロッパへ紹介して、これ
の現地生産もスタートさせました。
当社の輸出国の実績は着実に増加し、輸出比率
は約25％となりました。そして2015年には経済産
業省さんからグローバルニッチトップ企業100選に
選定していただきました。

　

当社が行っている和洋菓子の生産設備を振返る
と、1950年代に手づくりを機械化、70年代には全
自動化、そして85年頃から独自の商品プラス機械
開発、95年頃から多品種少量・自動化生産、2000
年代は安全安心を担保する生産体制・設備と変遷
して来ました。これからの流れは、製造のサービス化
です。ＩoＴの活用で、機械と人とのつながりや、機械
同士のつながりを、さまざまな状況においてより高
度化させていくことにより、工場の自動化はさらに進
化していくと考えます。ジャストインタイムや多品種
少量生産は今後も更に求められます。お菓子の業
界は毎日毎日つくっており、機械を止めない仕組み
の構築が最重要です。当社はこれを解決するため
に、今後の取組みとして、センサーとか、人工知能、
さまざまな通信技術をどんどん使いながら菓子業界
に貢献して参りたいと考えております。
本日は、ご清聴、ありがとうございました。

お菓子の力

当社の機械事業部と食品事業部

ローカル・アベノミクスの反映や、地方での外国
人観光客の増加や新たな観光振興を目的とした

財政支援の状況
国から自治体への地方創生関係交付金は、平成

26年度には、緊急経済対策としてプレミアム商品
券などに平等に交付されるものもあったが、自治体
の自主的・主体的な取組で、先導的なものを支援す
るものとして、総合戦略に沿った事業を自治体が自
ら作成・申請し、国が審査して交付を決定する形と
なっている。平成27年度には国の補正予算1,000
億円が地方創生加速化交付金として充てられた。

まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）に
おける政策パッケージ（一連の施策）は次の通りで、
下線が特に修正・強化された部分である。

地方創生加速化交付金の支援対象事業は、各
地方公共団体において、それぞれの総合戦略に位
置付けられた（ないしは位置付けられる予定であ
る）事業であって、地域のしごと創生に重点を置き
つつ、一億総活躍社会実現に向けた緊急対策にも
資する、効果の発現が高い分野とされる。

埼玉県では、以下の6事業が、県内市町村では
40事業Ⅳが交付対象事業の決定を受けた。
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経営者セミナー

はじめに
本年度の当財団の地域研究レポートは「地方創
生の深化～一億総活躍社会の実現へ向けて～」を
統一テーマに、平成26年度にスタートした地方創生
の深化と、新たに安倍内閣が掲げる一億総活躍の
取り組みを取り上げ、埼玉県、市町村の動向を概観
しつつ提言等を行っていく。まず、国や県の地方創
生をめぐる直近の動きと、その課題を概観する。

地方創生のスタート
平成26年５月に民間機関である日本創成会議に

より公表された消滅可能性自治体（2040年に20～
39歳の女性の数が2010年より半分以下になると
推計された自治体）リストが大きな話題を呼び、同
年９月に「人口急減・超高齢化というわが国が直面
する大きな課題に対し政府一体となって取り組み、
各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続
的な社会を創生」できるようまち・ひと・しごと創生
本部が内閣に設置された。まち・ひと・しごと創生と
は、以下を一体的に推進することとされる。 

まち・ひと・しごと創生法が同年11月に成立し、
12月に50年後に１億人程度の人口維持を目指す
「長期ビジョン」と、人口減少を克服し将来にわたっ
て活力ある日本社会を実現するための５カ年の計
画を示す「総合戦略」が策定された。
総合戦略の基本的な考え方は次の通りである。

そして、総合戦略の基本目標は次の通りである。

都道府県・市町村は、まち・ひと・しごと創生法に基
づき、地方人口ビジョン（各地域の人口動向や将来
人口推計の分析や中長期の将来展望を提示）、と
地方版総合戦略（各地域の人口動向や産業実態等
を踏まえ、2015～2019年度（５カ年）の政策目標・
施策）の策定を27年度中に行った。

国の基本方針 2015と総合戦略2015 改訂版
成長戦略は毎年見直されるが、平成27年６月に

「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015－ローカル・

アベノミクスⅰの実現に向けて－」が閣議決定され、
さらに同年12月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（2015改訂版）」が閣議決定された。
その中では、地方創生をめぐる厳しい現状認識
が示され、地方創生の深化をすすめるとしている。

日本版DMOⅱの設置、少子化対策における地域ア
プローチ（地方の特性に応じた対策：地域の「見え
る化」の推進－「地域指標」の公表－、地域の実情
に応じた「働き方改革」の推進、地域の先駆的・優
良事例の横展開）などが特長である。
地方自治体が総合戦略を推進するにあたっての
国の支援として、「地方創生に向けた多様な支援-
『地方創生版・三本の矢』」として「情報支援」「人
的支援」「財政支援」が挙げられ、国家戦略特区制
度、社会保障制度改革、地方分権、規制改革等と
の連携がうたわれている。

平成28年３月になされた加速化交付金の事業決
定は、以下の表のように、約1,900事業、906億円と
なっている。（残り94億円は2次分として交付予定）

地方創生と一億総活躍社会
平成27月９月の記者会見で安倍首相は、次の３
年間を「アベノミクス第２ステージ」と位置付け、新
しい「３本の矢」ⅴを示すとともに「一億総活躍」社
会を目指すと宣言した。同年10月に発足した第３次
安倍内閣は、一億総活躍国民会議を設置し平成
28年春策定予定の「ニッポン一億総活躍プラン」
の前段階として「一億総活躍社会の実現に向けて
緊急に実施すべき対策－成長と分配の好循環の
形成に向けて－」（平成27年11月26日）をとりまと
めた。
地方創生と一億総活躍社会の施策については、
以下の図のように重なるところが多い。

地方創生加速化交付金の交付事業には一億総
活躍社会実現に向けた対策に資することが条件と
なっており、両者は一体として推進されている。

子をつくることと、標準的に量産することを両立させ
ました。「システム・ワン」は日本経済新聞社の年間
優秀製品賞をはじめさまざまな賞を受賞することが
できました。
1994年以降はバブル崩壊に加えてコンビニエン
スストアの台頭で、多品種生産が求められる上に、
相応のロットも必要になるという厳しい環境になりま
した。先ほどのシステム・ワンを更に発展、進化させ、
システム家具のようなコンセプトで、いろいろな機能
を組合わせて使えるユニット型の充填成型機「シス
テムデポリー」を開発し、幅広い用途に使用できる
機械をこの時代に開発していきました。

業界団体の統計では、菓子類全体の生産量も、
製パン製菓機械の売上も1994年頃から減少して
おり、業界動向と同様に当社の売上も、1994年頃
をピークに激減。1999年、どん底の時に社長交代
をして、私が社長に就任しました。部門別では特に
機械事業部の売上が約66億円から4～5年間で30
億円へと半減し、いわば倒産の危機に近い状態で
ありました。
社長になって最初に手掛けたことは、2000年か

ら2002年までの社運を賭けた「経営力強化活動」
です。財務体質の強化と収益性の拡大のために、
今迄の事業を全部見直し、固定費の削減、新たな
戦略策定によるマーケットや製品の絞り込み等を進
め、いろいろなタスクフォースをつくりながら、総合的
な事業強化に向けて全社で必死に取組みました。
それらをさらに進化させて、2003年には「ニュー
マスダックプランＮＭＰ」によって、顧客満足度の向
上、食品の安定供給、当時の課題であったＳＡＲＳ対
策、人事制度改革、海外生産体制構築などのテー
マについての検討を矢継ぎ早に進めました。

2002年、お菓子の本場であるフランスで大規模

皆さんこんにちは、株式会社マスダックの増田で
ございます。今日の演題は「そのお菓子づくりを、
もっと美味しく、新しく」です。一番最初に『その』お
菓子づくり、としています。この意味ですが当社は、
どらやきをはじめ和菓子、洋菓子をつくるための機
械の製造が創業以来の事業であり、それに加えて
途中からお菓子もつくるようになり、「東京ばな奈」
という東京土産のお菓子をＯＥＭで当社がつくり、
グレープストーンさんに全て納入するというビジネス
も手掛けるようになりました。
当社は、まずお菓子を大切にしたいと考えていま
す。いろいろなお店には必ずそのお店独特のお菓子
があります。「こういうお菓子をつくりたい」という、
それぞれのお菓子屋さんの思いをまず大切にして、
それを壊さないように、それを機械でつくれるように
お手伝いしたいという意味から、『その』お菓子づく
りといわせていただいております。

1954年生まれ、今年62歳になります。ここ10年
間ほどは埼玉県経営者協会や埼玉産業人クラブで
仕事をしておりますが、埼玉の産業界では新参者で
す。私はむしろ日本製パン製菓機械工業会、日本食
品機械工業会、あるいは日本包装機械工業会など
の工業会で、若いころからいろいろと教わりながら
育って参りました。これらの工業会は、大規模な展
示会を定期的に開催してきており、それぞれがいわ
ば業界の縮図のようなものであり、これらの展示会
の運営等にも携わってきたことが、私のビジネス上
のバックグラウンドの大きな部分になっています。東
京都新宿区生まれの東京育ちではありますが、何か
の縁で埼玉大学に入学して、その当時本社も所沢
へ移転して参りました。
その後、㈱不二家に入社しまして新製品の開発
や生産技術を担当し、機械によるお菓子づくりに携
わってきました。4年間勤務したのち、当時は父が創
業社長を務めていた当社に入りました。入社するな
り父から「アメリカへ行って来い」と言われ、アメリカ
のパン技術研究所を中心に9ヶ月ほど海外留学をい
たしました。㈱不二家での約4年間とこの海外留学
の経験が、今の私の大きな基礎になっており、父の
先見性に感謝をしております。私が㈱マスダックの

社長に就任したのが1999年であり、今年で17年目
になります。

「もし、この世の中にお菓子が全くなかったら？」
どうでしょうか。お菓子のない世の中は、非常に殺
伐とした、寂しいものになるはずです。東日本大震災
の発生後、3日目頃にこんなエピソードがあります。
当社のお取引先のグレープストーンさんの本社は当
時杉並区にあり、被災した福島県南相馬市とは姉
妹都市でした。その関係から、グレープストーンさん
は「東京ばな奈」をトラックに満載して南相馬市へ
走らせ、寄付をされました。それがすぐに避難所の
方々へ配られたのです。私は、正直なところ「お菓子
よりも、やはりまずは、おにぎり、サンドイッチ、お弁当
の方が必要な時ではないかな」と思っておりました。
しかし、その後お礼に見えた南相馬市の方のお話で
は、「東京ばな奈を一口食べた子供たちが、とても
幸せそうな、安心した表情になりました」そして「そ
れまでの避難所、体育館内の殺伐とした雰囲気が
一気に和み、何か前向きな空気が流れていきまし
た」とのことでした。このお話を伺い「本当にお菓子
はそういう力があるのだ」ということを改めて認識し
たところです。
当社の経営理念である『ひと口で笑顔になる。ふ
た口で幸せになる。お菓子は、世界中を幸せにでき
るはず。』ということから、私どもの使命は、世界の
人々に安全でおいしいお菓子を食べていただいて、
幸せな人生を送ってもらいたい。そういう願いを込め
て、お菓子づくりの機械を製造し、安全でおいしいお
菓子を安定供給できるようにお手伝いしよう。あるい
は、ＯＥＭによって、お菓子の生産自体のお手伝いを
しようということを日頃考えて、事業を行っています。

当社の事業の一翼を担う「機械事業部」について
ご説明します。お菓子づくりは、まず小麦粉、砂糖、

卵などの原材料を混ぜ合わせて生地をつくるミキシ
ング工程から始まります。当社は、その次の工程の、
ミキシングされた生地を成型したり、分割したり、ま
た次に焼いたり蒸したりする熱加工工程、またその
次の仕上げの工程を受け持っており、いわばお菓子
づくりの中心部分を担当しています。具体的には、
各工程において製菓用トンネルオーブン、充填成型
機、全自動どら焼きライン、ファインアップトンネルス
チーマーなどを駆使しており、それらを組み合わせ
て一貫生産ラインを構築しています。これによりお
菓子を1時間に1万個、2万個といった大量生産する
ことを可能にしており、一貫生産ラインを和菓子、洋
菓子の中で構築できる機械メーカーは当社が唯一
だと自負しております。これにより「萩の月」、「東京
ばな奈」、「紅いもタルト」などを手掛けており、相手
企業と一体となって機械を開発して、事業に協力し
ているということです。また、それらに加え、大手流
通菓子メーカーの大型ラインや特殊な機械につい
ても当社でお手伝いさせていただいております。
当社の一翼を担うのが「食品事業部」です。この
事業は、電子機器産業における台湾の鴻海（ホンハ
イ）のような「ＥＭＳ」という業態を、私がケーキやお
菓子づくりに当てはめて名づけた「ケーキ・マニュ
ファクチャリング・サービス」（ＣＭＳ）を基本コンセプ
トとしています。当社の製法特許や機械の特許など
の、いわゆる当社独自の生産技術でしかつくれない
お菓子をつくり、それを適切にマーケティングし、販
売会社に売っていただくというもので、その代表的
なお菓子が「東京ばな奈」です。
もともと当社は、ソフトムーンケーキというやわら
かい蒸しケーキの中にたっぷりとしたクリームを入
れるという技術の製法特許、機械の特許を取得し
ていました。グレープストーンの社長から「ぜひ東
京土産をつくりたい」ということから相談を受けま
して、当社が持っているソフトムーンケーキという
技術を、形をバナナにすることによってやらせてい
ただいて「東京ばな奈」というお菓子になりました。
現在工場には東京ばな奈のラインが５ライン、クッ
キー等の2ラインを含め合計7ラインを設置し、

年間1億4,380万個を生産しています。

私の父、増田文彦は当年90歳、元気です。九州帝
国大学の機械工学科を卒業。航空機の設計を志望
していたとのことですが、卒業が終戦の時で仕事が
ありませんでした。父の高校時代の友人に、饅頭屋さ
んの子息で、饅頭づくりの機械を考えていた方がおり、
父は偶然東京でその方と再会した際に「機械屋」と
して助力を依頼されたそうです。機械完成後、実演販
売を上野公園の西郷さんのところでやりました。
当時はとても珍しく、黒山の人だかりでしたが、皆
がとても幸せそうに、目を輝かせて見ていました。父
は「お菓子というのは、こんなにも人を喜ばせて、幸
せにする力があるのか」と感動したと言います。
父が業界を調べると、ビスケット、チョコレートなど
の洋菓子は機械化が進んでいましたが、和菓子や
菓子パンにはほとんど機械がないことが分かり、で
はやってみようということで1957年3月に新日本機
械工業株式会社を設立し、あんぱん製造機から始
めました。1959年に自動どら焼き機、1961年には
自動サンド機を開発して世に出し、「手づくりの機械
化」ということを、創業当初から進めて参りました。
1964年、東京オリンピック開催の年です。新幹線、
高速道路が整備され、スーパーマーケットも急速に
普及しました。大手パン屋さんはどんどん日本全国
に工場を建設し、機械の需要も高まり、また大量生
産に向けて全自動化へのニーズも急速に高まった
時代です。ブッセ、シュークリーム、長崎カステラな
どが主力でした。当社の業容も拡大し、当時高田馬
場にあった工場が手狭になり、所沢に移転したのも
このころです。この時代においても、新しいお菓子や
新しい機械の開発、研究は常に続けておりました。
1985年、万能製菓機「システム・ワン」を開発し
世に問いました。特徴は、土台となる部分は標準化
しつつ、三つの小型化したヘッドを備えて、充填機
能などは自由にカスタマイズできる点です。ヘッドの
開発によって、それぞれのお菓子屋さん独自のお菓

な製菓関係の展示会があり、日本製パン製菓機械
工業会のメンバーとして参加しました。ヨーロッパに
はないものを出品しようということで、どら焼きを考
えました。欧州の嗜好を、海外の友人やその関係者
に相談したところ「あんこ」のどら焼きではなく「チョ
コレート」が良いというアドバイスがあり、半信半疑
であんこの代わりにチョコレートを入れてサンドイッ
チパンケーキとして実演出品しまして、片っ端から
配って食べてもらいました。徐々に人が集まり、人だ
かりができ、展示会中ずっとそれが続きました。
翌2003年にはドイツのデュッセルドルフでパンや
お菓子機械の世界最大の展示会があり、今度は単
独のブースで出展し、1時間6,000個を一貫ライン
で生産するサンドイッチパンケーキマシンの実演を
しました。この展示会も非常に好評を得たことから、
海外の友人の協力も得て、2004年にはマスダック
ヨーロッパを設立し、世界へ向けスタートしました。
アジア地域は当社の海外営業部が担当していま
すが、台湾の有名なラーメン製造会社、カンシー
フー（康師傳）の菓子事業部とタイアップしたことで
大きく伸展しました。

当時もう一つの柱である食品事業が伸びてきまし
て、新工場の建設を決意し、私の留学先でもあるア
メリカパン技術研究所（ＡＩＢ）のフードセーフティに
準拠した工場を2004年に建設しました。
私は思い切って、賭ける思いで、この新工場竣工
を日経新聞はじめ業界紙にも発表し、名だたるお菓
子屋さんにはすべて「どうぞご覧ください」とご案内
して、オープンにしました。どうなるかと思いましたが、
5割の方にはすぐに当社のファンになっていただき、
3割の方には概ねポジティブに考えていただける。あ
との2割は分かりませんが、合計で8割のお客様に
支持をいただいており、一か八かの賭けに勝ったな
という気持ちです。
2005年には、顧客第一の経営方針のもと、顧客
満足度向上を目的にＩＳＯ9001認証を、本社、営業

所、全工場を対象に取得致しました。
また2006年にはＡＩＢ食品安全監査において、最
高位のSuperiorを取得することができました。これ
は食品事業部が一丸となって努力した結果です。　
　　　　　　　

2007年には、株式会社マスダックへ社名を変更
いたしました。ドイツで3年毎に開催される、製パン
製菓の世界最大の展示会「ｉｂａ」では、どら焼き、人
形焼き、ソフトムーンケーキをヨーロッパ向けにアレ
ンジして提案して参りました。2012年には、1時間に
9,000個できる人形焼の機械を開発したのと同時
に、今度は蒸しケーキをヨーロッパへ紹介して、これ
の現地生産もスタートさせました。
当社の輸出国の実績は着実に増加し、輸出比率
は約25％となりました。そして2015年には経済産
業省さんからグローバルニッチトップ企業100選に
選定していただきました。

　

当社が行っている和洋菓子の生産設備を振返る
と、1950年代に手づくりを機械化、70年代には全
自動化、そして85年頃から独自の商品プラス機械
開発、95年頃から多品種少量・自動化生産、2000
年代は安全安心を担保する生産体制・設備と変遷
して来ました。これからの流れは、製造のサービス化
です。ＩoＴの活用で、機械と人とのつながりや、機械
同士のつながりを、さまざまな状況においてより高
度化させていくことにより、工場の自動化はさらに進
化していくと考えます。ジャストインタイムや多品種
少量生産は今後も更に求められます。お菓子の業
界は毎日毎日つくっており、機械を止めない仕組み
の構築が最重要です。当社はこれを解決するため
に、今後の取組みとして、センサーとか、人工知能、
さまざまな通信技術をどんどん使いながら菓子業界
に貢献して参りたいと考えております。
本日は、ご清聴、ありがとうございました。

株式会社マスダックへ

今後の取組み、ⅠoＴの活用

食品新工場、安全・安心への対応

海外戦略

第2創業期

創業の経緯

ローカル・アベノミクスの反映や、地方での外国
人観光客の増加や新たな観光振興を目的とした

財政支援の状況
国から自治体への地方創生関係交付金は、平成
26年度には、緊急経済対策としてプレミアム商品
券などに平等に交付されるものもあったが、自治体
の自主的・主体的な取組で、先導的なものを支援す
るものとして、総合戦略に沿った事業を自治体が自
ら作成・申請し、国が審査して交付を決定する形と
なっている。平成27年度には国の補正予算1,000
億円が地方創生加速化交付金として充てられた。

まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）に
おける政策パッケージ（一連の施策）は次の通りで、
下線が特に修正・強化された部分である。

地方創生加速化交付金の支援対象事業は、各
地方公共団体において、それぞれの総合戦略に位
置付けられた（ないしは位置付けられる予定であ
る）事業であって、地域のしごと創生に重点を置き
つつ、一億総活躍社会実現に向けた緊急対策にも
資する、効果の発現が高い分野とされる。

埼玉県では、以下の6事業が、県内市町村では
40事業Ⅳが交付対象事業の決定を受けた。
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経営者セミナー

はじめに
本年度の当財団の地域研究レポートは「地方創
生の深化～一億総活躍社会の実現へ向けて～」を
統一テーマに、平成26年度にスタートした地方創生
の深化と、新たに安倍内閣が掲げる一億総活躍の
取り組みを取り上げ、埼玉県、市町村の動向を概観
しつつ提言等を行っていく。まず、国や県の地方創
生をめぐる直近の動きと、その課題を概観する。

地方創生のスタート
平成26年５月に民間機関である日本創成会議に

より公表された消滅可能性自治体（2040年に20～
39歳の女性の数が2010年より半分以下になると
推計された自治体）リストが大きな話題を呼び、同
年９月に「人口急減・超高齢化というわが国が直面
する大きな課題に対し政府一体となって取り組み、
各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続
的な社会を創生」できるようまち・ひと・しごと創生
本部が内閣に設置された。まち・ひと・しごと創生と
は、以下を一体的に推進することとされる。 

まち・ひと・しごと創生法が同年11月に成立し、
12月に50年後に１億人程度の人口維持を目指す
「長期ビジョン」と、人口減少を克服し将来にわたっ
て活力ある日本社会を実現するための５カ年の計
画を示す「総合戦略」が策定された。
総合戦略の基本的な考え方は次の通りである。

そして、総合戦略の基本目標は次の通りである。

都道府県・市町村は、まち・ひと・しごと創生法に基
づき、地方人口ビジョン（各地域の人口動向や将来
人口推計の分析や中長期の将来展望を提示）、と
地方版総合戦略（各地域の人口動向や産業実態等
を踏まえ、2015～2019年度（５カ年）の政策目標・
施策）の策定を27年度中に行った。

国の基本方針 2015と総合戦略2015 改訂版
成長戦略は毎年見直されるが、平成27年６月に

「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015－ローカル・

アベノミクスⅰの実現に向けて－」が閣議決定され、
さらに同年12月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（2015改訂版）」が閣議決定された。
その中では、地方創生をめぐる厳しい現状認識
が示され、地方創生の深化をすすめるとしている。

日本版DMOⅱの設置、少子化対策における地域ア
プローチ（地方の特性に応じた対策：地域の「見え
る化」の推進－「地域指標」の公表－、地域の実情
に応じた「働き方改革」の推進、地域の先駆的・優
良事例の横展開）などが特長である。
地方自治体が総合戦略を推進するにあたっての
国の支援として、「地方創生に向けた多様な支援-
『地方創生版・三本の矢』」として「情報支援」「人
的支援」「財政支援」が挙げられ、国家戦略特区制
度、社会保障制度改革、地方分権、規制改革等と
の連携がうたわれている。

平成28年３月になされた加速化交付金の事業決
定は、以下の表のように、約1,900事業、906億円と
なっている。（残り94億円は2次分として交付予定）

地方創生と一億総活躍社会
平成27月９月の記者会見で安倍首相は、次の３
年間を「アベノミクス第２ステージ」と位置付け、新
しい「３本の矢」ⅴを示すとともに「一億総活躍」社
会を目指すと宣言した。同年10月に発足した第３次
安倍内閣は、一億総活躍国民会議を設置し平成
28年春策定予定の「ニッポン一億総活躍プラン」
の前段階として「一億総活躍社会の実現に向けて
緊急に実施すべき対策－成長と分配の好循環の
形成に向けて－」（平成27年11月26日）をとりまと
めた。
地方創生と一億総活躍社会の施策については、
以下の図のように重なるところが多い。

地方創生加速化交付金の交付事業には一億総
活躍社会実現に向けた対策に資することが条件と
なっており、両者は一体として推進されている。

子をつくることと、標準的に量産することを両立させ
ました。「システム・ワン」は日本経済新聞社の年間
優秀製品賞をはじめさまざまな賞を受賞することが
できました。
1994年以降はバブル崩壊に加えてコンビニエン
スストアの台頭で、多品種生産が求められる上に、
相応のロットも必要になるという厳しい環境になりま
した。先ほどのシステム・ワンを更に発展、進化させ、
システム家具のようなコンセプトで、いろいろな機能
を組合わせて使えるユニット型の充填成型機「シス
テムデポリー」を開発し、幅広い用途に使用できる
機械をこの時代に開発していきました。

業界団体の統計では、菓子類全体の生産量も、
製パン製菓機械の売上も1994年頃から減少して
おり、業界動向と同様に当社の売上も、1994年頃
をピークに激減。1999年、どん底の時に社長交代
をして、私が社長に就任しました。部門別では特に
機械事業部の売上が約66億円から4～5年間で30
億円へと半減し、いわば倒産の危機に近い状態で
ありました。
社長になって最初に手掛けたことは、2000年か

ら2002年までの社運を賭けた「経営力強化活動」
です。財務体質の強化と収益性の拡大のために、
今迄の事業を全部見直し、固定費の削減、新たな
戦略策定によるマーケットや製品の絞り込み等を進
め、いろいろなタスクフォースをつくりながら、総合的
な事業強化に向けて全社で必死に取組みました。
それらをさらに進化させて、2003年には「ニュー
マスダックプランＮＭＰ」によって、顧客満足度の向
上、食品の安定供給、当時の課題であったＳＡＲＳ対
策、人事制度改革、海外生産体制構築などのテー
マについての検討を矢継ぎ早に進めました。

2002年、お菓子の本場であるフランスで大規模

皆さんこんにちは、株式会社マスダックの増田で
ございます。今日の演題は「そのお菓子づくりを、
もっと美味しく、新しく」です。一番最初に『その』お
菓子づくり、としています。この意味ですが当社は、
どらやきをはじめ和菓子、洋菓子をつくるための機
械の製造が創業以来の事業であり、それに加えて
途中からお菓子もつくるようになり、「東京ばな奈」
という東京土産のお菓子をＯＥＭで当社がつくり、
グレープストーンさんに全て納入するというビジネス
も手掛けるようになりました。
当社は、まずお菓子を大切にしたいと考えていま
す。いろいろなお店には必ずそのお店独特のお菓子
があります。「こういうお菓子をつくりたい」という、
それぞれのお菓子屋さんの思いをまず大切にして、
それを壊さないように、それを機械でつくれるように
お手伝いしたいという意味から、『その』お菓子づく
りといわせていただいております。

1954年生まれ、今年62歳になります。ここ10年
間ほどは埼玉県経営者協会や埼玉産業人クラブで
仕事をしておりますが、埼玉の産業界では新参者で
す。私はむしろ日本製パン製菓機械工業会、日本食
品機械工業会、あるいは日本包装機械工業会など
の工業会で、若いころからいろいろと教わりながら
育って参りました。これらの工業会は、大規模な展
示会を定期的に開催してきており、それぞれがいわ
ば業界の縮図のようなものであり、これらの展示会
の運営等にも携わってきたことが、私のビジネス上
のバックグラウンドの大きな部分になっています。東
京都新宿区生まれの東京育ちではありますが、何か
の縁で埼玉大学に入学して、その当時本社も所沢
へ移転して参りました。
その後、㈱不二家に入社しまして新製品の開発
や生産技術を担当し、機械によるお菓子づくりに携
わってきました。4年間勤務したのち、当時は父が創
業社長を務めていた当社に入りました。入社するな
り父から「アメリカへ行って来い」と言われ、アメリカ
のパン技術研究所を中心に9ヶ月ほど海外留学をい
たしました。㈱不二家での約4年間とこの海外留学
の経験が、今の私の大きな基礎になっており、父の
先見性に感謝をしております。私が㈱マスダックの

社長に就任したのが1999年であり、今年で17年目
になります。

「もし、この世の中にお菓子が全くなかったら？」
どうでしょうか。お菓子のない世の中は、非常に殺
伐とした、寂しいものになるはずです。東日本大震災
の発生後、3日目頃にこんなエピソードがあります。
当社のお取引先のグレープストーンさんの本社は当
時杉並区にあり、被災した福島県南相馬市とは姉
妹都市でした。その関係から、グレープストーンさん
は「東京ばな奈」をトラックに満載して南相馬市へ
走らせ、寄付をされました。それがすぐに避難所の
方々へ配られたのです。私は、正直なところ「お菓子
よりも、やはりまずは、おにぎり、サンドイッチ、お弁当
の方が必要な時ではないかな」と思っておりました。
しかし、その後お礼に見えた南相馬市の方のお話で
は、「東京ばな奈を一口食べた子供たちが、とても
幸せそうな、安心した表情になりました」そして「そ
れまでの避難所、体育館内の殺伐とした雰囲気が
一気に和み、何か前向きな空気が流れていきまし
た」とのことでした。このお話を伺い「本当にお菓子
はそういう力があるのだ」ということを改めて認識し
たところです。
当社の経営理念である『ひと口で笑顔になる。ふ
た口で幸せになる。お菓子は、世界中を幸せにでき
るはず。』ということから、私どもの使命は、世界の
人々に安全でおいしいお菓子を食べていただいて、
幸せな人生を送ってもらいたい。そういう願いを込め
て、お菓子づくりの機械を製造し、安全でおいしいお
菓子を安定供給できるようにお手伝いしよう。あるい
は、ＯＥＭによって、お菓子の生産自体のお手伝いを
しようということを日頃考えて、事業を行っています。

当社の事業の一翼を担う「機械事業部」について
ご説明します。お菓子づくりは、まず小麦粉、砂糖、

卵などの原材料を混ぜ合わせて生地をつくるミキシ
ング工程から始まります。当社は、その次の工程の、
ミキシングされた生地を成型したり、分割したり、ま
た次に焼いたり蒸したりする熱加工工程、またその
次の仕上げの工程を受け持っており、いわばお菓子
づくりの中心部分を担当しています。具体的には、
各工程において製菓用トンネルオーブン、充填成型
機、全自動どら焼きライン、ファインアップトンネルス
チーマーなどを駆使しており、それらを組み合わせ
て一貫生産ラインを構築しています。これによりお
菓子を1時間に1万個、2万個といった大量生産する
ことを可能にしており、一貫生産ラインを和菓子、洋
菓子の中で構築できる機械メーカーは当社が唯一
だと自負しております。これにより「萩の月」、「東京
ばな奈」、「紅いもタルト」などを手掛けており、相手
企業と一体となって機械を開発して、事業に協力し
ているということです。また、それらに加え、大手流
通菓子メーカーの大型ラインや特殊な機械につい
ても当社でお手伝いさせていただいております。
当社の一翼を担うのが「食品事業部」です。この
事業は、電子機器産業における台湾の鴻海（ホンハ
イ）のような「ＥＭＳ」という業態を、私がケーキやお
菓子づくりに当てはめて名づけた「ケーキ・マニュ
ファクチャリング・サービス」（ＣＭＳ）を基本コンセプ
トとしています。当社の製法特許や機械の特許など
の、いわゆる当社独自の生産技術でしかつくれない
お菓子をつくり、それを適切にマーケティングし、販
売会社に売っていただくというもので、その代表的
なお菓子が「東京ばな奈」です。
もともと当社は、ソフトムーンケーキというやわら
かい蒸しケーキの中にたっぷりとしたクリームを入
れるという技術の製法特許、機械の特許を取得し
ていました。グレープストーンの社長から「ぜひ東
京土産をつくりたい」ということから相談を受けま
して、当社が持っているソフトムーンケーキという
技術を、形をバナナにすることによってやらせてい
ただいて「東京ばな奈」というお菓子になりました。
現在工場には東京ばな奈のラインが５ライン、クッ
キー等の2ラインを含め合計7ラインを設置し、

年間1億4,380万個を生産しています。

私の父、増田文彦は当年90歳、元気です。九州帝
国大学の機械工学科を卒業。航空機の設計を志望
していたとのことですが、卒業が終戦の時で仕事が
ありませんでした。父の高校時代の友人に、饅頭屋さ
んの子息で、饅頭づくりの機械を考えていた方がおり、
父は偶然東京でその方と再会した際に「機械屋」と
して助力を依頼されたそうです。機械完成後、実演販
売を上野公園の西郷さんのところでやりました。
当時はとても珍しく、黒山の人だかりでしたが、皆
がとても幸せそうに、目を輝かせて見ていました。父
は「お菓子というのは、こんなにも人を喜ばせて、幸
せにする力があるのか」と感動したと言います。
父が業界を調べると、ビスケット、チョコレートなど
の洋菓子は機械化が進んでいましたが、和菓子や
菓子パンにはほとんど機械がないことが分かり、で
はやってみようということで1957年3月に新日本機
械工業株式会社を設立し、あんぱん製造機から始
めました。1959年に自動どら焼き機、1961年には
自動サンド機を開発して世に出し、「手づくりの機械
化」ということを、創業当初から進めて参りました。
1964年、東京オリンピック開催の年です。新幹線、
高速道路が整備され、スーパーマーケットも急速に
普及しました。大手パン屋さんはどんどん日本全国
に工場を建設し、機械の需要も高まり、また大量生
産に向けて全自動化へのニーズも急速に高まった
時代です。ブッセ、シュークリーム、長崎カステラな
どが主力でした。当社の業容も拡大し、当時高田馬
場にあった工場が手狭になり、所沢に移転したのも
このころです。この時代においても、新しいお菓子や
新しい機械の開発、研究は常に続けておりました。
1985年、万能製菓機「システム・ワン」を開発し
世に問いました。特徴は、土台となる部分は標準化
しつつ、三つの小型化したヘッドを備えて、充填機
能などは自由にカスタマイズできる点です。ヘッドの
開発によって、それぞれのお菓子屋さん独自のお菓

な製菓関係の展示会があり、日本製パン製菓機械
工業会のメンバーとして参加しました。ヨーロッパに
はないものを出品しようということで、どら焼きを考
えました。欧州の嗜好を、海外の友人やその関係者
に相談したところ「あんこ」のどら焼きではなく「チョ
コレート」が良いというアドバイスがあり、半信半疑
であんこの代わりにチョコレートを入れてサンドイッ
チパンケーキとして実演出品しまして、片っ端から
配って食べてもらいました。徐々に人が集まり、人だ
かりができ、展示会中ずっとそれが続きました。
翌2003年にはドイツのデュッセルドルフでパンや
お菓子機械の世界最大の展示会があり、今度は単
独のブースで出展し、1時間6,000個を一貫ライン
で生産するサンドイッチパンケーキマシンの実演を
しました。この展示会も非常に好評を得たことから、
海外の友人の協力も得て、2004年にはマスダック
ヨーロッパを設立し、世界へ向けスタートしました。
アジア地域は当社の海外営業部が担当していま
すが、台湾の有名なラーメン製造会社、カンシー
フー（康師傳）の菓子事業部とタイアップしたことで
大きく伸展しました。

当時もう一つの柱である食品事業が伸びてきまし
て、新工場の建設を決意し、私の留学先でもあるア
メリカパン技術研究所（ＡＩＢ）のフードセーフティに
準拠した工場を2004年に建設しました。
私は思い切って、賭ける思いで、この新工場竣工
を日経新聞はじめ業界紙にも発表し、名だたるお菓
子屋さんにはすべて「どうぞご覧ください」とご案内
して、オープンにしました。どうなるかと思いましたが、
5割の方にはすぐに当社のファンになっていただき、
3割の方には概ねポジティブに考えていただける。あ
との2割は分かりませんが、合計で8割のお客様に
支持をいただいており、一か八かの賭けに勝ったな
という気持ちです。
2005年には、顧客第一の経営方針のもと、顧客
満足度向上を目的にＩＳＯ9001認証を、本社、営業

所、全工場を対象に取得致しました。
また2006年にはＡＩＢ食品安全監査において、最
高位のSuperiorを取得することができました。これ
は食品事業部が一丸となって努力した結果です。　
　　　　　　　

2007年には、株式会社マスダックへ社名を変更
いたしました。ドイツで3年毎に開催される、製パン
製菓の世界最大の展示会「ｉｂａ」では、どら焼き、人
形焼き、ソフトムーンケーキをヨーロッパ向けにアレ
ンジして提案して参りました。2012年には、1時間に
9,000個できる人形焼の機械を開発したのと同時
に、今度は蒸しケーキをヨーロッパへ紹介して、これ
の現地生産もスタートさせました。
当社の輸出国の実績は着実に増加し、輸出比率
は約25％となりました。そして2015年には経済産
業省さんからグローバルニッチトップ企業100選に
選定していただきました。

　

当社が行っている和洋菓子の生産設備を振返る
と、1950年代に手づくりを機械化、70年代には全
自動化、そして85年頃から独自の商品プラス機械
開発、95年頃から多品種少量・自動化生産、2000
年代は安全安心を担保する生産体制・設備と変遷
して来ました。これからの流れは、製造のサービス化
です。ＩoＴの活用で、機械と人とのつながりや、機械
同士のつながりを、さまざまな状況においてより高
度化させていくことにより、工場の自動化はさらに進
化していくと考えます。ジャストインタイムや多品種
少量生産は今後も更に求められます。お菓子の業
界は毎日毎日つくっており、機械を止めない仕組み
の構築が最重要です。当社はこれを解決するため
に、今後の取組みとして、センサーとか、人工知能、
さまざまな通信技術をどんどん使いながら菓子業界
に貢献して参りたいと考えております。
本日は、ご清聴、ありがとうございました。

株式会社マスダックへ

今後の取組み、ⅠoＴの活用

食品新工場、安全・安心への対応

海外戦略

第2創業期

創業の経緯

ローカル・アベノミクスの反映や、地方での外国
人観光客の増加や新たな観光振興を目的とした

財政支援の状況
国から自治体への地方創生関係交付金は、平成
26年度には、緊急経済対策としてプレミアム商品
券などに平等に交付されるものもあったが、自治体
の自主的・主体的な取組で、先導的なものを支援す
るものとして、総合戦略に沿った事業を自治体が自
ら作成・申請し、国が審査して交付を決定する形と
なっている。平成27年度には国の補正予算1,000
億円が地方創生加速化交付金として充てられた。

まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）に
おける政策パッケージ（一連の施策）は次の通りで、
下線が特に修正・強化された部分である。

地方創生加速化交付金の支援対象事業は、各
地方公共団体において、それぞれの総合戦略に位
置付けられた（ないしは位置付けられる予定であ
る）事業であって、地域のしごと創生に重点を置き
つつ、一億総活躍社会実現に向けた緊急対策にも
資する、効果の発現が高い分野とされる。

埼玉県では、以下の6事業が、県内市町村では
40事業Ⅳが交付対象事業の決定を受けた。
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地方創生の動向と
埼玉県の位置付け（Ⅰ） 主席研究員

萩原 淳司

地方創生の深化 ～一億総活躍社会の実現へ向けて～シリーズ

はじめに
本年度の当財団の地域研究レポートは「地方創

生の深化～一億総活躍社会の実現へ向けて～」を
統一テーマに、平成26年度にスタートした地方創生
の深化と、新たに安倍内閣が掲げる一億総活躍の
取り組みを取り上げ、埼玉県、市町村の動向を概観
しつつ提言等を行っていく。まず、国や県の地方創
生をめぐる直近の動きと、その課題を概観する。

地方創生のスタート
平成26年５月に民間機関である日本創成会議に

より公表された消滅可能性自治体（2040年に20～
39歳の女性の数が2010年より半分以下になると
推計された自治体）リストが大きな話題を呼び、同
年９月に「人口急減・超高齢化というわが国が直面
する大きな課題に対し政府一体となって取り組み、
各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続
的な社会を創生」できるようまち・ひと・しごと創生
本部が内閣に設置された。まち・ひと・しごと創生と
は、以下を一体的に推進することとされる。 

まち・ひと・しごと創生法が同年11月に成立し、
12月に50年後に１億人程度の人口維持を目指す
「長期ビジョン」と、人口減少を克服し将来にわたっ
て活力ある日本社会を実現するための５カ年の計
画を示す「総合戦略」が策定された。
総合戦略の基本的な考え方は次の通りである。

そして、総合戦略の基本目標は次の通りである。

都道府県・市町村は、まち・ひと・しごと創生法に基
づき、地方人口ビジョン（各地域の人口動向や将来
人口推計の分析や中長期の将来展望を提示）、と
地方版総合戦略（各地域の人口動向や産業実態等
を踏まえ、2015～2019年度（５カ年）の政策目標・
施策）の策定を27年度中に行った。

国の基本方針 2015と総合戦略2015 改訂版
成長戦略は毎年見直されるが、平成27年６月に

「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015－ローカル・

アベノミクスⅰの実現に向けて－」が閣議決定され、
さらに同年12月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（2015改訂版）」が閣議決定された。
その中では、地方創生をめぐる厳しい現状認識
が示され、地方創生の深化をすすめるとしている。

日本版DMOⅱの設置、少子化対策における地域ア
プローチ（地方の特性に応じた対策：地域の「見え
る化」の推進－「地域指標」の公表－、地域の実情
に応じた「働き方改革」の推進、地域の先駆的・優
良事例の横展開）などが特長である。
地方自治体が総合戦略を推進するにあたっての

国の支援として、「地方創生に向けた多様な支援-
『地方創生版・三本の矢』」として「情報支援」「人
的支援」「財政支援」が挙げられ、国家戦略特区制
度、社会保障制度改革、地方分権、規制改革等と
の連携がうたわれている。

平成28年３月になされた加速化交付金の事業決
定は、以下の表のように、約1,900事業、906億円と
なっている。（残り94億円は2次分として交付予定）

ま　ち…国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊か
な生活を安心して営める地域社会の形成 

ひ　と…地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保 
しごと…地域における魅力ある多様な就業の機会の創出

地方創生と一億総活躍社会
平成27月９月の記者会見で安倍首相は、次の３
年間を「アベノミクス第２ステージ」と位置付け、新
しい「３本の矢」ⅴを示すとともに「一億総活躍」社
会を目指すと宣言した。同年10月に発足した第３次
安倍内閣は、一億総活躍国民会議を設置し平成
28年春策定予定の「ニッポン一億総活躍プラン」
の前段階として「一億総活躍社会の実現に向けて
緊急に実施すべき対策－成長と分配の好循環の
形成に向けて－」（平成27年11月26日）をとりまと
めた。
地方創生と一億総活躍社会の施策については、
以下の図のように重なるところが多い。

地方創生加速化交付金の交付事業には一億総
活躍社会実現に向けた対策に資することが条件と
なっており、両者は一体として推進されている。

●地方創生関係交付金の概要

地方版
総合戦略の
策定段階

同、事業
推進段階

基礎交付　1,400億円
(人口、財政力指数等の客観的基準により交付)26補正

地方創生推進交付金1,000億円
（事業ベース　2,000億円）28当初

26補正
27補正

上乗せ交付　300億円
地方創生加速化交付金1,000億円

資料:内閣府地方創生推進室｢地方創生加速化交付金の交付対象事業の決定について｣
　　(平成28年3月18日)より当財団が作成

段階 予算 交付金
○人口減少の現状⇒人口の減少幅は年々拡大｡平成26年の合
計特殊出生率は1.42となり､9年ぶりに低下｡年間出生数も
過去最低の100万3,539人｡
○東京一極集中の傾向 ⇒ 東京圏へ約11万人の転入増加(前
年比約1万3千人増)､東京一極集中傾向が加速化｡
○地域経済の現状 ⇒ 有効求人倍率や賃金､就業者数など雇用
面で改善も､消費の回復が大都市圏で先行するなど地域間
でばらつき｡地方を中心に人手不足が顕在化｡

●地方創生をめぐる現状認識

1.情報支援の矢
（1）地域経済分析システム(RESAS)の開発､日本版DMOへの

情報支援
（2）RESAS の普及促進

2.人的支援の矢
（1）地方創生リーダーの育成･普及
（2）地方創生コンシェルジュ　（3）地方創生人材支援制度

3.財政支援の矢
（1）地方創生の深化のための交付金 
（2）地方創生関連補助金等の見直し 
（3）地方財政措置　（4）税制 

●国の支援

資料：まち・ひと・しごと創生総合戦略 （2015改訂版）全体像

1. 地方に仕事をつくり､安心して働けるようにする
(ア) 生産性の高い､活力に溢れた地域経済実現に向けた総合的
取組

(イ) 観光業を強化する地域における連携体制の構築
(ウ) 農林水産業の成長産業化
(エ) 地方への人材還流､地方での人材育成､地方の雇用対策

2. 地方への新しいひとの流れをつくる
(ア) 政府関係機関の地方移転
(イ) 企業の地方拠点強化､企業等における地方採用･就労の拡大
(ウ) 地方移住の推進
(エ) 地方大学等の活性化

3. 若い世代の結婚･出産･子育ての希望をかなえる
(ア) 少子化対策における「地域アプローチ」の推進
(イ) 若い世代の経済的安定
(ウ) 出産･子育て支援
(エ) 地域の実情に即した｢働き方改革｣の推進(仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）の実現等）

4. 時代に合った地域をつくり､安心なくらしを守るとともに､地
域と地域を連携する

(ア) まちづくり･地域連携
(イ) ｢小さな拠点｣の形成(集落生活圏の維持)
(ウ) 東京圏をはじめとした大都市圏の医療･介護問題･少子化
問題への対応

(エ) 住民が地域防災の担い手となる環境の確保
(オ) ふるさとづくりの推進

●地方創生の深化に向けた施策の推進（政策パッケージ）

１．国と地方の総合戦略策定から事業推進の段階へ
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①「稼ぐ力」を引き出す（生産性の高い、活力に溢れた地域経済
の構築）
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改革）
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資する、効果の発現が高い分野とされる。
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その中では、地方創生をめぐる厳しい現状認識
が示され、地方創生の深化をすすめるとしている。

日本版DMOⅱの設置、少子化対策における地域ア
プローチ（地方の特性に応じた対策：地域の「見え
る化」の推進－「地域指標」の公表－、地域の実情
に応じた「働き方改革」の推進、地域の先駆的・優
良事例の横展開）などが特長である。
地方自治体が総合戦略を推進するにあたっての

国の支援として、「地方創生に向けた多様な支援-
『地方創生版・三本の矢』」として「情報支援」「人
的支援」「財政支援」が挙げられ、国家戦略特区制
度、社会保障制度改革、地方分権、規制改革等と
の連携がうたわれている。

平成28年３月になされた加速化交付金の事業決
定は、以下の表のように、約1,900事業、906億円と
なっている。（残り94億円は2次分として交付予定）

ま　ち…国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊か
な生活を安心して営める地域社会の形成 

ひ　と…地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保 
しごと…地域における魅力ある多様な就業の機会の創出

地方創生と一億総活躍社会
平成27月９月の記者会見で安倍首相は、次の３

年間を「アベノミクス第２ステージ」と位置付け、新
しい「３本の矢」ⅴを示すとともに「一億総活躍」社
会を目指すと宣言した。同年10月に発足した第３次
安倍内閣は、一億総活躍国民会議を設置し平成
28年春策定予定の「ニッポン一億総活躍プラン」
の前段階として「一億総活躍社会の実現に向けて
緊急に実施すべき対策－成長と分配の好循環の
形成に向けて－」（平成27年11月26日）をとりまと
めた。
地方創生と一億総活躍社会の施策については、

以下の図のように重なるところが多い。

地方創生加速化交付金の交付事業には一億総
活躍社会実現に向けた対策に資することが条件と
なっており、両者は一体として推進されている。

●地方創生関係交付金の概要

地方版
総合戦略の
策定段階

同、事業
推進段階

基礎交付　1,400億円
(人口、財政力指数等の客観的基準により交付)26補正

地方創生推進交付金1,000億円
（事業ベース　2,000億円）28当初

26補正
27補正

上乗せ交付　300億円
地方創生加速化交付金1,000億円

資料:内閣府地方創生推進室｢地方創生加速化交付金の交付対象事業の決定について｣
　　(平成28年3月18日)より当財団が作成

段階 予算 交付金
○人口減少の現状⇒人口の減少幅は年々拡大｡平成26年の合
計特殊出生率は1.42となり､9年ぶりに低下｡年間出生数も
過去最低の100万3,539人｡
○東京一極集中の傾向 ⇒ 東京圏へ約11万人の転入増加(前
年比約1万3千人増)､東京一極集中傾向が加速化｡
○地域経済の現状 ⇒ 有効求人倍率や賃金､就業者数など雇用
面で改善も､消費の回復が大都市圏で先行するなど地域間
でばらつき｡地方を中心に人手不足が顕在化｡

●地方創生をめぐる現状認識

1.情報支援の矢
（1）地域経済分析システム(RESAS)の開発､日本版DMOへの

情報支援
（2）RESAS の普及促進

2.人的支援の矢
（1）地方創生リーダーの育成･普及
（2）地方創生コンシェルジュ　（3）地方創生人材支援制度

3.財政支援の矢
（1）地方創生の深化のための交付金 
（2）地方創生関連補助金等の見直し 
（3）地方財政措置　（4）税制 

●国の支援

資料：まち・ひと・しごと創生総合戦略 （2015改訂版）全体像

1. 地方に仕事をつくり､安心して働けるようにする
(ア) 生産性の高い､活力に溢れた地域経済実現に向けた総合的
取組

(イ) 観光業を強化する地域における連携体制の構築
(ウ) 農林水産業の成長産業化
(エ) 地方への人材還流､地方での人材育成､地方の雇用対策

2. 地方への新しいひとの流れをつくる
(ア) 政府関係機関の地方移転
(イ) 企業の地方拠点強化､企業等における地方採用･就労の拡大
(ウ) 地方移住の推進
(エ) 地方大学等の活性化

3. 若い世代の結婚･出産･子育ての希望をかなえる
(ア) 少子化対策における「地域アプローチ」の推進
(イ) 若い世代の経済的安定
(ウ) 出産･子育て支援
(エ) 地域の実情に即した｢働き方改革｣の推進(仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）の実現等）

4. 時代に合った地域をつくり､安心なくらしを守るとともに､地
域と地域を連携する

(ア) まちづくり･地域連携
(イ) ｢小さな拠点｣の形成(集落生活圏の維持)
(ウ) 東京圏をはじめとした大都市圏の医療･介護問題･少子化
問題への対応

(エ) 住民が地域防災の担い手となる環境の確保
(オ) ふるさとづくりの推進

●地方創生の深化に向けた施策の推進（政策パッケージ）

１．国と地方の総合戦略策定から事業推進の段階へ
２．「地方創生の深化」を目指すーローカル・アベノミクスの実現ー
①「稼ぐ力」を引き出す（生産性の高い、活力に溢れた地域経済
の構築）

②「地域の総合力」を引き出す（頑張る地域へのインセンティブ
改革）

③「民の知見」を引き出す（民間の創意工夫・国家戦略特区の最
大活用）

3．新たな「枠組み」「担い手」「圏域」づくり

●地方創生の基本方針̶地方創生の深化̶

○地方は、人口減少を契機に、「人口減少が地域経済の縮小を
呼び、地域経済の縮小が人口減少を加速させる」という負の
スパイラルに陥るリスクが高い。
○人口減少克服・地方創生のためには、３つの基本的視点から
取り組むことが重要。
①「東京一極集中」の是正
②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現
③地域の特性に即した地域課題の解決

●総合戦略の基本的な考え方

［基本目標①］ 地方における安定した雇用を創出する
［基本目標②］ 地方への新しいひとの流れをつくる
［基本目標③］ 若い世代の結婚･出産･子育ての希望をかなえる
［基本目標④］時代に合った地域をつくり､安心な暮らしを守ると

ともに、地域と地域を連携する

●総合戦略の基本目標

ローカル・アベノミクスの反映や、地方での外国
人観光客の増加や新たな観光振興を目的とした

財政支援の状況
国から自治体への地方創生関係交付金は、平成

26年度には、緊急経済対策としてプレミアム商品
券などに平等に交付されるものもあったが、自治体
の自主的・主体的な取組で、先導的なものを支援す
るものとして、総合戦略に沿った事業を自治体が自
ら作成・申請し、国が審査して交付を決定する形と
なっている。平成27年度には国の補正予算1,000
億円が地方創生加速化交付金として充てられた。

まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）に
おける政策パッケージ（一連の施策）は次の通りで、
下線が特に修正・強化された部分である。

地方創生加速化交付金の支援対象事業は、各
地方公共団体において、それぞれの総合戦略に位
置付けられた（ないしは位置付けられる予定であ
る）事業であって、地域のしごと創生に重点を置き
つつ、一億総活躍社会実現に向けた緊急対策にも
資する、効果の発現が高い分野とされる。

埼玉県では、以下の6事業が、県内市町村では
40事業Ⅳが交付対象事業の決定を受けた。
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はじめに
本年度の当財団の地域研究レポートは「地方創
生の深化～一億総活躍社会の実現へ向けて～」を
統一テーマに、平成26年度にスタートした地方創生
の深化と、新たに安倍内閣が掲げる一億総活躍の
取り組みを取り上げ、埼玉県、市町村の動向を概観
しつつ提言等を行っていく。まず、国や県の地方創
生をめぐる直近の動きと、その課題を概観する。

地方創生のスタート
平成26年５月に民間機関である日本創成会議に

より公表された消滅可能性自治体（2040年に20～
39歳の女性の数が2010年より半分以下になると
推計された自治体）リストが大きな話題を呼び、同
年９月に「人口急減・超高齢化というわが国が直面
する大きな課題に対し政府一体となって取り組み、
各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続
的な社会を創生」できるようまち・ひと・しごと創生
本部が内閣に設置された。まち・ひと・しごと創生と
は、以下を一体的に推進することとされる。 

まち・ひと・しごと創生法が同年11月に成立し、
12月に50年後に１億人程度の人口維持を目指す
「長期ビジョン」と、人口減少を克服し将来にわたっ
て活力ある日本社会を実現するための５カ年の計
画を示す「総合戦略」が策定された。
総合戦略の基本的な考え方は次の通りである。

そして、総合戦略の基本目標は次の通りである。

都道府県・市町村は、まち・ひと・しごと創生法に基
づき、地方人口ビジョン（各地域の人口動向や将来
人口推計の分析や中長期の将来展望を提示）、と
地方版総合戦略（各地域の人口動向や産業実態等
を踏まえ、2015～2019年度（５カ年）の政策目標・
施策）の策定を27年度中に行った。

国の基本方針 2015と総合戦略2015 改訂版
成長戦略は毎年見直されるが、平成27年６月に

「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015－ローカル・

アベノミクスⅰの実現に向けて－」が閣議決定され、
さらに同年12月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（2015改訂版）」が閣議決定された。
その中では、地方創生をめぐる厳しい現状認識
が示され、地方創生の深化をすすめるとしている。

日本版DMOⅱの設置、少子化対策における地域ア
プローチ（地方の特性に応じた対策：地域の「見え
る化」の推進－「地域指標」の公表－、地域の実情
に応じた「働き方改革」の推進、地域の先駆的・優
良事例の横展開）などが特長である。
地方自治体が総合戦略を推進するにあたっての
国の支援として、「地方創生に向けた多様な支援-
『地方創生版・三本の矢』」として「情報支援」「人
的支援」「財政支援」が挙げられ、国家戦略特区制
度、社会保障制度改革、地方分権、規制改革等と
の連携がうたわれている。

平成28年３月になされた加速化交付金の事業決
定は、以下の表のように、約1,900事業、906億円と
なっている。（残り94億円は2次分として交付予定）

地方創生と一億総活躍社会
平成27月９月の記者会見で安倍首相は、次の３

年間を「アベノミクス第２ステージ」と位置付け、新
しい「３本の矢」ⅴを示すとともに「一億総活躍」社
会を目指すと宣言した。同年10月に発足した第３次
安倍内閣は、一億総活躍国民会議を設置し平成
28年春策定予定の「ニッポン一億総活躍プラン」
の前段階として「一億総活躍社会の実現に向けて
緊急に実施すべき対策－成長と分配の好循環の
形成に向けて－」（平成27年11月26日）をとりまと
めた。
地方創生と一億総活躍社会の施策については、

以下の図のように重なるところが多い。

地方創生加速化交付金の交付事業には一億総
活躍社会実現に向けた対策に資することが条件と
なっており、両者は一体として推進されている。

ⅰ 都市部や大企業に集中しがちなアベノミクスの成果を、中小企業が中心の
地方経済に波及させること

ⅱ Destination Management Organization/Destination Marketing 
Organization:地域への観光集客を推進する地域の関係者がつくるプ
ラットフォーム

ⅲ 日本版CCRCは､平成27年度中の10回の日本版CCRC構想有識者会議
を経て､｢生涯活躍のまち｣と名称が変わっている｡

ⅳ 内閣府の公表方法に従い広域連携事業に参加する団体に各１事業として
重複計上した事業数。

ⅴ ｢希望を生み出す強い経済｣による東京五輪が開催される20年頃に
GDP600兆円の達成｡｢夢をつむぐ子育て支援｣により希望出生率を1.8
(現在は1.4前後)まで回復｡｢安心につながる社会保障｣により団塊世代が
70歳を超える20年代に介護離職ゼロを実現｡

ローカル・アベノミクスの反映や、地方での外国
人観光客の増加や新たな観光振興を目的とした

●地方創生加速化交付金交付対象事業

しごと創生

地方への人の流れ

働き方改革

まちづくり

合計

1,015

405

85

421

1,926

175

87

14

15

291

840

318

71

406

1,635

551

181

35

138

906

208

63

13

11

296

343

118

21

127

610

資料:内閣府地方創生推進室｢地方創生加速化交付金の交付対象事業の決定について｣
(平成28年3月18日)

分野
交付対象事業数（件）

うち、
都道府県分

うち、
市区町村分

うち、
都道府県分

うち、
市区町村分

交付予定額（億円）

･埼玉産農産物ブランド創出･発信事業（111百万円）
･彩の未来地域連携事業（50百万円）
･埼玉に住もう!移住プロモーション事業（51百万円）
･インバウンド経済活性化事業（53百万円）
･【プロ人材】【RESAS活用】地方創生人材確保･支援事業
  （89百万円）
･中小企業IoT化推進事業（神奈川県との連携 58百万円）

●埼玉県（６事業）

･鳩山町｢生涯活躍のまち｣構想推進による住宅団地アクティブ
化･キックオフ事業（鳩山町 80百万円）
･～青ダイヤ･黄ダイヤで輝く里山づくり戦略2ndステージ～おごせ
6次産業化パワーアップ加速化総合対策事業（越生町 74百万円）
･ほっつけ･ヤマ･農まち全面展開～ほっとする空間創出に向けた
｢歩｣～(宮代町 61百万円）
･“美しの里”人材創生プロジェクト（美里町 58百万円)
･市内経済好循環創生事業（川口市 54百万円）
･産業基盤創出･戦略的交通再編で構想する｢企業｣に選ばれるま
ちづくり（三郷市 52百万円） 
･坂戸市・鶴ヶ島市生涯活躍できるまち広域構想事業（坂戸市･
鶴ヶ島市の連携 118百万円）
･世界遺産富岡製糸場と絹産業遺産群を擁する『上武絹の道』
推進事業（熊谷市、本庄市、深谷市、群馬県富岡市、伊勢崎市、
藤岡市、下仁田町との連携 124百万円）

●県内市町村（40事業のうち50百万円以上の８事業を掲載）

［基本目標１］ 県内における安定した雇用を創出する
～生産年齢人口減少期における経済活性化～ 

［基本目標２］ 県内への新しいひとの流れをつくる
～東京都区部への一極集中の克服～ 

［基本目標３］ 県民の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
～少子社会からの転換～ 

［基本目標４］ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
～異次元の高齢化への挑戦～

●埼玉県の総合戦略の基本目標

資料：経済産業省「地域経済分析」

本庄経済圏

毛呂山経済圏

東京特別区経済圏（東京都）

秩父経済圏

●埼玉県の経済圏

財政支援の状況
国から自治体への地方創生関係交付金は、平成
26年度には、緊急経済対策としてプレミアム商品
券などに平等に交付されるものもあったが、自治体
の自主的・主体的な取組で、先導的なものを支援す
るものとして、総合戦略に沿った事業を自治体が自
ら作成・申請し、国が審査して交付を決定する形と
なっている。平成27年度には国の補正予算1,000
億円が地方創生加速化交付金として充てられた。

まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）に
おける政策パッケージ（一連の施策）は次の通りで、
下線が特に修正・強化された部分である。

○しごと創生：
ITを活用した中堅・中小企業の生産性向上や新事業促進、農
林水産品の輸出拡大、観光振興（DMO）、対日投資促進 等
○地方への人の流れ：
生涯活躍のまちⅲ、地方創生人材の確保・育成 等
○働き方改革：
若者雇用対策、ワークライフバランスの実現　等
○まちづくり：
コンパクトシティ、小さな拠点、まちの賑わいの創出、連携中枢
都市　等

●地方創生加速化交付金の交付対象事業分野

地方創生加速化交付金の支援対象事業は、各
地方公共団体において、それぞれの総合戦略に位
置付けられた（ないしは位置付けられる予定であ
る）事業であって、地域のしごと創生に重点を置き
つつ、一億総活躍社会実現に向けた緊急対策にも
資する、効果の発現が高い分野とされる。

地方創生における埼玉県の位置付け
埼玉県は、東京圏（東京都、埼玉県、神奈川県、

千葉県）に位置し、国の総合戦略において東京一
極集中の是正を求められ、どのような立場をとるか
が難しい。
埼玉県まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、埼

玉県の総合戦略）の基本目標は以下の通りである。

ここで注目したいのは、基本目標２において、新し
いひとの流れとして、東京都区部への一極集中の
克服を挙げていることである。
埼玉県の総合戦略では、埼玉県は全国から転入

者を受け入れる東京圏の一角としての側面と、東
京都区部を中心に人口流出が生じている地方とし
ての側面との両面があるとしている。そして、今後
とも埼玉県の人口を安定して推移させるためには
社会増を適切に維持することが必要であり、東京
都区部を中心とする埼玉県からの人口流出を減少
させることが重要としている。特に10代後半から
20代前半は、就業等をきっかけに東京都・神奈川
県に対して転出超過となっており、この世代を中心
に人口流出を減少させることを課題とする。次に、
現在でも30代の結婚・子育て世代と70代以上の
世代が都内から転入超過となっているので、これら
の世代を中心として人口を引き付けるとしている。
このように、埼玉県の総合戦略は、人口の安定を
東京都区部との人口移動を中心に考えていること
が特徴である。
また、県全体として、これまでは秩父地域を除い
て転入超過となっているが、都区部から離れている
地域においては、それを維持することは困難が予想

され、そうした地域での人口流出を減少させるため
の対応が重要とする。すなわち、東京都区部以外
からの人口は積極的に呼び込まないが、都区部か
ら離れている県内の地域からの流出は防ぐとの方
向と解される。　
このように、埼玉県の総合戦略は、東京都区部に
近接しその影響を受けやすい地域と、一定の距離
があり直接の影響を受けにくい地域に分けて分析・
方向付けを行っている。埼玉県は人口のみならず、
雇用、産業、消費、交通などのあらゆる面で、良くも
悪くも圧倒的な東京都区部の影響下にある。例え
ば、経済産業省の地域経済分析では、秩父、本庄、
毛呂山などの経済圏を除き、ほとんどの市町は東
京特別区経済圏に属している。　
全国で人口減少・高齢化が進む中、また、東京一

極集中とその是正の動きの中で、埼玉県はどのよ
うに自らを位置付けていくべきなのか、国と埼玉県、
また他地域の総合戦略を読み解きながら、引き続き
埼玉県の地方創生を考えていきたい。埼玉県では、以下の6事業が、県内市町村では

40事業Ⅳが交付対象事業の決定を受けた。

●地方創生と一億総活躍社会の関係

資料:第2回一億総活躍国民会議　石破地方創生担当大臣提出資料｢『一億総活躍』社会
実現に向けた地方創生の取組について｣(平成27年11月12日)より当財団作成
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コンパクト
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結婚・子育て
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まちをつくる

地方の取組に対して、情報・人材・財政面で支援
少子高齢化の流れに歯
止めをかけ、誰もが活
躍できる「一億総活躍」
の社会を作り上げる
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はじめに
本年度の当財団の地域研究レポートは「地方創

生の深化～一億総活躍社会の実現へ向けて～」を
統一テーマに、平成26年度にスタートした地方創生
の深化と、新たに安倍内閣が掲げる一億総活躍の
取り組みを取り上げ、埼玉県、市町村の動向を概観
しつつ提言等を行っていく。まず、国や県の地方創
生をめぐる直近の動きと、その課題を概観する。

地方創生のスタート
平成26年５月に民間機関である日本創成会議に

より公表された消滅可能性自治体（2040年に20～
39歳の女性の数が2010年より半分以下になると
推計された自治体）リストが大きな話題を呼び、同
年９月に「人口急減・超高齢化というわが国が直面
する大きな課題に対し政府一体となって取り組み、
各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続
的な社会を創生」できるようまち・ひと・しごと創生
本部が内閣に設置された。まち・ひと・しごと創生と
は、以下を一体的に推進することとされる。 

まち・ひと・しごと創生法が同年11月に成立し、
12月に50年後に１億人程度の人口維持を目指す
「長期ビジョン」と、人口減少を克服し将来にわたっ
て活力ある日本社会を実現するための５カ年の計
画を示す「総合戦略」が策定された。
総合戦略の基本的な考え方は次の通りである。

そして、総合戦略の基本目標は次の通りである。

都道府県・市町村は、まち・ひと・しごと創生法に基
づき、地方人口ビジョン（各地域の人口動向や将来
人口推計の分析や中長期の将来展望を提示）、と
地方版総合戦略（各地域の人口動向や産業実態等
を踏まえ、2015～2019年度（５カ年）の政策目標・
施策）の策定を27年度中に行った。

国の基本方針 2015と総合戦略2015 改訂版
成長戦略は毎年見直されるが、平成27年６月に

「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015－ローカル・

アベノミクスⅰの実現に向けて－」が閣議決定され、
さらに同年12月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（2015改訂版）」が閣議決定された。
その中では、地方創生をめぐる厳しい現状認識
が示され、地方創生の深化をすすめるとしている。

日本版DMOⅱの設置、少子化対策における地域ア
プローチ（地方の特性に応じた対策：地域の「見え
る化」の推進－「地域指標」の公表－、地域の実情
に応じた「働き方改革」の推進、地域の先駆的・優
良事例の横展開）などが特長である。
地方自治体が総合戦略を推進するにあたっての

国の支援として、「地方創生に向けた多様な支援-
『地方創生版・三本の矢』」として「情報支援」「人
的支援」「財政支援」が挙げられ、国家戦略特区制
度、社会保障制度改革、地方分権、規制改革等と
の連携がうたわれている。

平成28年３月になされた加速化交付金の事業決
定は、以下の表のように、約1,900事業、906億円と
なっている。（残り94億円は2次分として交付予定）

地方創生と一億総活躍社会
平成27月９月の記者会見で安倍首相は、次の３

年間を「アベノミクス第２ステージ」と位置付け、新
しい「３本の矢」ⅴを示すとともに「一億総活躍」社
会を目指すと宣言した。同年10月に発足した第３次
安倍内閣は、一億総活躍国民会議を設置し平成
28年春策定予定の「ニッポン一億総活躍プラン」
の前段階として「一億総活躍社会の実現に向けて
緊急に実施すべき対策－成長と分配の好循環の
形成に向けて－」（平成27年11月26日）をとりまと
めた。
地方創生と一億総活躍社会の施策については、

以下の図のように重なるところが多い。

地方創生加速化交付金の交付事業には一億総
活躍社会実現に向けた対策に資することが条件と
なっており、両者は一体として推進されている。

ⅰ 都市部や大企業に集中しがちなアベノミクスの成果を、中小企業が中心の
地方経済に波及させること

ⅱ Destination Management Organization/Destination Marketing 
Organization:地域への観光集客を推進する地域の関係者がつくるプ
ラットフォーム

ⅲ 日本版CCRCは､平成27年度中の10回の日本版CCRC構想有識者会議
を経て､｢生涯活躍のまち｣と名称が変わっている｡

ⅳ 内閣府の公表方法に従い広域連携事業に参加する団体に各１事業として
重複計上した事業数。

ⅴ ｢希望を生み出す強い経済｣による東京五輪が開催される20年頃に
GDP600兆円の達成｡｢夢をつむぐ子育て支援｣により希望出生率を1.8
(現在は1.4前後)まで回復｡｢安心につながる社会保障｣により団塊世代が
70歳を超える20年代に介護離職ゼロを実現｡

ローカル・アベノミクスの反映や、地方での外国
人観光客の増加や新たな観光振興を目的とした

●地方創生加速化交付金交付対象事業

しごと創生

地方への人の流れ

働き方改革

まちづくり

合計

1,015

405

85

421

1,926

175

87

14

15

291

840

318

71

406

1,635

551

181

35

138

906

208

63

13

11

296

343

118

21

127

610

資料:内閣府地方創生推進室｢地方創生加速化交付金の交付対象事業の決定について｣
(平成28年3月18日)

分野
交付対象事業数（件）

うち、
都道府県分

うち、
市区町村分

うち、
都道府県分

うち、
市区町村分

交付予定額（億円）

･埼玉産農産物ブランド創出･発信事業（111百万円）
･彩の未来地域連携事業（50百万円）
･埼玉に住もう!移住プロモーション事業（51百万円）
･インバウンド経済活性化事業（53百万円）
･【プロ人材】【RESAS活用】地方創生人材確保･支援事業
  （89百万円）
･中小企業IoT化推進事業（神奈川県との連携 58百万円）

●埼玉県（６事業）

･鳩山町｢生涯活躍のまち｣構想推進による住宅団地アクティブ
化･キックオフ事業（鳩山町 80百万円）
･～青ダイヤ･黄ダイヤで輝く里山づくり戦略2ndステージ～おごせ
6次産業化パワーアップ加速化総合対策事業（越生町 74百万円）
･ほっつけ･ヤマ･農まち全面展開～ほっとする空間創出に向けた
｢歩｣～(宮代町 61百万円）
･“美しの里”人材創生プロジェクト（美里町 58百万円)
･市内経済好循環創生事業（川口市 54百万円）
･産業基盤創出･戦略的交通再編で構想する｢企業｣に選ばれるま
ちづくり（三郷市 52百万円） 
･坂戸市・鶴ヶ島市生涯活躍できるまち広域構想事業（坂戸市･
鶴ヶ島市の連携 118百万円）
･世界遺産富岡製糸場と絹産業遺産群を擁する『上武絹の道』
推進事業（熊谷市、本庄市、深谷市、群馬県富岡市、伊勢崎市、
藤岡市、下仁田町との連携 124百万円）

●県内市町村（40事業のうち50百万円以上の８事業を掲載）

［基本目標１］ 県内における安定した雇用を創出する
～生産年齢人口減少期における経済活性化～ 

［基本目標２］ 県内への新しいひとの流れをつくる
～東京都区部への一極集中の克服～ 

［基本目標３］ 県民の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
～少子社会からの転換～ 

［基本目標４］ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
～異次元の高齢化への挑戦～

●埼玉県の総合戦略の基本目標

資料：経済産業省「地域経済分析」

本庄経済圏

毛呂山経済圏

東京特別区経済圏（東京都）

秩父経済圏

●埼玉県の経済圏

財政支援の状況
国から自治体への地方創生関係交付金は、平成

26年度には、緊急経済対策としてプレミアム商品
券などに平等に交付されるものもあったが、自治体
の自主的・主体的な取組で、先導的なものを支援す
るものとして、総合戦略に沿った事業を自治体が自
ら作成・申請し、国が審査して交付を決定する形と
なっている。平成27年度には国の補正予算1,000
億円が地方創生加速化交付金として充てられた。

まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）に
おける政策パッケージ（一連の施策）は次の通りで、
下線が特に修正・強化された部分である。

○しごと創生：
ITを活用した中堅・中小企業の生産性向上や新事業促進、農
林水産品の輸出拡大、観光振興（DMO）、対日投資促進 等
○地方への人の流れ：
生涯活躍のまちⅲ、地方創生人材の確保・育成 等
○働き方改革：
若者雇用対策、ワークライフバランスの実現　等
○まちづくり：
コンパクトシティ、小さな拠点、まちの賑わいの創出、連携中枢
都市　等

●地方創生加速化交付金の交付対象事業分野

地方創生加速化交付金の支援対象事業は、各
地方公共団体において、それぞれの総合戦略に位
置付けられた（ないしは位置付けられる予定であ
る）事業であって、地域のしごと創生に重点を置き
つつ、一億総活躍社会実現に向けた緊急対策にも
資する、効果の発現が高い分野とされる。

地方創生における埼玉県の位置付け
埼玉県は、東京圏（東京都、埼玉県、神奈川県、

千葉県）に位置し、国の総合戦略において東京一
極集中の是正を求められ、どのような立場をとるか
が難しい。
埼玉県まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、埼

玉県の総合戦略）の基本目標は以下の通りである。

ここで注目したいのは、基本目標２において、新し
いひとの流れとして、東京都区部への一極集中の
克服を挙げていることである。
埼玉県の総合戦略では、埼玉県は全国から転入

者を受け入れる東京圏の一角としての側面と、東
京都区部を中心に人口流出が生じている地方とし
ての側面との両面があるとしている。そして、今後
とも埼玉県の人口を安定して推移させるためには
社会増を適切に維持することが必要であり、東京
都区部を中心とする埼玉県からの人口流出を減少
させることが重要としている。特に10代後半から
20代前半は、就業等をきっかけに東京都・神奈川
県に対して転出超過となっており、この世代を中心
に人口流出を減少させることを課題とする。次に、
現在でも30代の結婚・子育て世代と70代以上の
世代が都内から転入超過となっているので、これら
の世代を中心として人口を引き付けるとしている。
このように、埼玉県の総合戦略は、人口の安定を
東京都区部との人口移動を中心に考えていること
が特徴である。
また、県全体として、これまでは秩父地域を除い
て転入超過となっているが、都区部から離れている
地域においては、それを維持することは困難が予想

され、そうした地域での人口流出を減少させるため
の対応が重要とする。すなわち、東京都区部以外
からの人口は積極的に呼び込まないが、都区部か
ら離れている県内の地域からの流出は防ぐとの方
向と解される。　
このように、埼玉県の総合戦略は、東京都区部に
近接しその影響を受けやすい地域と、一定の距離
があり直接の影響を受けにくい地域に分けて分析・
方向付けを行っている。埼玉県は人口のみならず、
雇用、産業、消費、交通などのあらゆる面で、良くも
悪くも圧倒的な東京都区部の影響下にある。例え
ば、経済産業省の地域経済分析では、秩父、本庄、
毛呂山などの経済圏を除き、ほとんどの市町は東
京特別区経済圏に属している。　
全国で人口減少・高齢化が進む中、また、東京一

極集中とその是正の動きの中で、埼玉県はどのよ
うに自らを位置付けていくべきなのか、国と埼玉県、
また他地域の総合戦略を読み解きながら、引き続き
埼玉県の地方創生を考えていきたい。埼玉県では、以下の6事業が、県内市町村では

40事業Ⅳが交付対象事業の決定を受けた。

●地方創生と一億総活躍社会の関係

資料:第2回一億総活躍国民会議　石破地方創生担当大臣提出資料｢『一億総活躍』社会
実現に向けた地方創生の取組について｣(平成27年11月12日)より当財団作成
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を支援する

時代に合った
まちをつくる

地方の取組に対して、情報・人材・財政面で支援
少子高齢化の流れに歯
止めをかけ、誰もが活
躍できる「一億総活躍」
の社会を作り上げる
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はじめに
本年度の当財団の地域研究レポートは「地方創
生の深化～一億総活躍社会の実現へ向けて～」を
統一テーマに、平成26年度にスタートした地方創生
の深化と、新たに安倍内閣が掲げる一億総活躍の
取り組みを取り上げ、埼玉県、市町村の動向を概観
しつつ提言等を行っていく。まず、国や県の地方創
生をめぐる直近の動きと、その課題を概観する。

地方創生のスタート
平成26年５月に民間機関である日本創成会議に

より公表された消滅可能性自治体（2040年に20～
39歳の女性の数が2010年より半分以下になると
推計された自治体）リストが大きな話題を呼び、同
年９月に「人口急減・超高齢化というわが国が直面
する大きな課題に対し政府一体となって取り組み、
各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続
的な社会を創生」できるようまち・ひと・しごと創生
本部が内閣に設置された。まち・ひと・しごと創生と
は、以下を一体的に推進することとされる。 

まち・ひと・しごと創生法が同年11月に成立し、
12月に50年後に１億人程度の人口維持を目指す
「長期ビジョン」と、人口減少を克服し将来にわたっ
て活力ある日本社会を実現するための５カ年の計
画を示す「総合戦略」が策定された。
総合戦略の基本的な考え方は次の通りである。

そして、総合戦略の基本目標は次の通りである。

都道府県・市町村は、まち・ひと・しごと創生法に基
づき、地方人口ビジョン（各地域の人口動向や将来
人口推計の分析や中長期の将来展望を提示）、と
地方版総合戦略（各地域の人口動向や産業実態等
を踏まえ、2015～2019年度（５カ年）の政策目標・
施策）の策定を27年度中に行った。

国の基本方針 2015と総合戦略2015 改訂版
成長戦略は毎年見直されるが、平成27年６月に

「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015－ローカル・

アベノミクスⅰの実現に向けて－」が閣議決定され、
さらに同年12月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（2015改訂版）」が閣議決定された。
その中では、地方創生をめぐる厳しい現状認識
が示され、地方創生の深化をすすめるとしている。

日本版DMOⅱの設置、少子化対策における地域ア
プローチ（地方の特性に応じた対策：地域の「見え
る化」の推進－「地域指標」の公表－、地域の実情
に応じた「働き方改革」の推進、地域の先駆的・優
良事例の横展開）などが特長である。
地方自治体が総合戦略を推進するにあたっての
国の支援として、「地方創生に向けた多様な支援-
『地方創生版・三本の矢』」として「情報支援」「人
的支援」「財政支援」が挙げられ、国家戦略特区制
度、社会保障制度改革、地方分権、規制改革等と
の連携がうたわれている。

平成28年３月になされた加速化交付金の事業決
定は、以下の表のように、約1,900事業、906億円と
なっている。（残り94億円は2次分として交付予定）

地方創生と一億総活躍社会
平成27月９月の記者会見で安倍首相は、次の３
年間を「アベノミクス第２ステージ」と位置付け、新
しい「３本の矢」ⅴを示すとともに「一億総活躍」社
会を目指すと宣言した。同年10月に発足した第３次
安倍内閣は、一億総活躍国民会議を設置し平成
28年春策定予定の「ニッポン一億総活躍プラン」
の前段階として「一億総活躍社会の実現に向けて
緊急に実施すべき対策－成長と分配の好循環の
形成に向けて－」（平成27年11月26日）をとりまと
めた。
地方創生と一億総活躍社会の施策については、
以下の図のように重なるところが多い。

地方創生加速化交付金の交付事業には一億総
活躍社会実現に向けた対策に資することが条件と
なっており、両者は一体として推進されている。

アンケート調査①

埼玉県内新規学卒者採用状況 調査
採用計画「有り」が6年連続増加

2016年度の新規学卒者採用状況について、県内
企業へのアンケート調査を実施した。

採用計画の有無
2016年4月入社の新規学卒者（以下、新卒者とい

う）について採用計画が「有った」企業は、前年(2015
年4月調査)の52.2％から0.3ポイント増加し52.5％と
なった。6年連続での増加となり、企業の採用意欲は
引き続き強いものとなっている。
業種別にみると、製造業58.7％（前年比＋9.2ポイ

ント）、非製造業は47.8％（同▲6.2ポイント）となり、前
年と比べ製造業の増加が目立った。
規模別にみると、大企業は80.0％（同＋3.8ポイン

ト）で、中小企業は49.3％（同▲0.9ポイント）であった。
大企業の採用意欲は引き続き強い。一方、中小企業
は6年ぶりに減少となったものの微減にとどまっており、
採用意欲は前年に引き続き高い水準にある。

採用計画人数の増減
新卒者の採用計画人数の増減は、前年より「増加」

が19.4％（前年比▲1.0ポイント）、「減少」が18.9％
（同＋0.5ポイント）となった。「増加」とした企業が「減
少」とした企業を6年連続で上回った。ただ、「増加」と
した企業は前年より僅かながらも減り、採用意欲は強
いものの、採用計画人数を増やすことについては、や
や控える傾向もみられる。

業種別にみると、製造業は「増加」が19.0％（同▲
2.6ポイント）、「減少」が21.0％（同＋3.5ポイント）、非
製造業は「増加」が19.7％（同＋0.1ポイント）、「減
少」が17.2％（同▲1.8ポイント）となった。前年に比べ、
製造業で「減少」したところが増えた。
規模別では、大企業は「増加」が41.7％（同＋6.7ポ

イント）、「減少」が20.8％（同▲9.2ポイント）、中小企
業は「増加」が16.7％（同▲2.4ポイント）、「減少」が
18.7％（同＋1.3ポイント）となった。前年より「増加」と
したところが大企業では増えたが、中小企業では減る
結果となった。

増加した理由
採用計画人数が「増加」した理由は（複数回答）、最

も多かったのが「恒常的人手不足の補完」で65.1％、
以下「事業拡大のため」23.3％、「良い人材が採用で

きる」20.9％、「業況の好調」16.3％と続く。
前年と比べ、「恒常的人手不足の補完」が＋17.0ポ

イントと大幅に増えた。業績が回復する企業では、恒常
的に人手不足となっているところが増えており、新卒者
の採用人数を増やす計画をたてる企業が増えている。

減少または例年ない理由
採用計画人数が「減少または例年ない」理由は(複
数回答)、「熟練者を採用」が31.1％で最も多く、以下
「人手が不足していない」29.4％、「業況の不振」
22.7％、「パート等の採用」21.8％と続く。
前年と比べ最も増えたのは「熟練者を採用」で＋
7.9ポイント、次いで「パート等の採用」の＋4.4ポイン
トとなった。人手不足感が強まるなか、新卒者の採用
が容易でない企業では、新卒者の採用を手控える一
方で、「熟練者の採用」や「パート等の採用」で対応す
るところが増えているとみられる。

計画に対する採用の実績
計画に対する採用の実績は「ほぼ計画通り」が
63.8％（前年比＋1.1ポイント）、「やや不足」が28.2％
（同▲1.7ポイント）、「大幅に不足」が7.9％（同＋0.5
ポイント）となり、前年とほぼ変わらない結果となった。
業種別にみると、製造業は「ほぼ計画通り」採用で

きたのが62.2％（同▲9.8ポイント）、「大幅に不足」と

「やや不足」を合わせた「不足」が37.8％（同＋9.8ポ
イント）、非製造業は「ほぼ計画通り」が65.3％（同＋
7.9ポイント）、「不足」が34.7％（同▲7.9ポイント）と
なった。製造業では「不足」とする割合が前年に比べ
10％近く増え、計画した新卒者の採用が難しくなって
いる。一方、非製造業で「不足」は前年より減少した。

来年度の採用計画人数の増減
来年度（2017年４月入社）の採用計画人数は、今
年度より「増加」とした企業は17.1％、「変わらない」
が40.2％、「減少」が5.1％、「未定」が37.6％となった。
例年同様「未定」とするところが多いものの、「増加」
が「減少」を上回っており、2017年度の新卒者の雇用
は改善が続くと見込まれる。 （辻　和）

2016年4月中旬実施。対象企業数990社。
回答企業数238社。回答率24.0％。

●採用計画人数の前年度比増減（業種別）
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ローカル・アベノミクスの反映や、地方での外国
人観光客の増加や新たな観光振興を目的とした

財政支援の状況
国から自治体への地方創生関係交付金は、平成
26年度には、緊急経済対策としてプレミアム商品
券などに平等に交付されるものもあったが、自治体
の自主的・主体的な取組で、先導的なものを支援す
るものとして、総合戦略に沿った事業を自治体が自
ら作成・申請し、国が審査して交付を決定する形と
なっている。平成27年度には国の補正予算1,000
億円が地方創生加速化交付金として充てられた。

まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）に
おける政策パッケージ（一連の施策）は次の通りで、
下線が特に修正・強化された部分である。

地方創生加速化交付金の支援対象事業は、各
地方公共団体において、それぞれの総合戦略に位
置付けられた（ないしは位置付けられる予定であ
る）事業であって、地域のしごと創生に重点を置き
つつ、一億総活躍社会実現に向けた緊急対策にも
資する、効果の発現が高い分野とされる。

埼玉県では、以下の6事業が、県内市町村では
40事業Ⅳが交付対象事業の決定を受けた。
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（2015改訂版）」が閣議決定された。
その中では、地方創生をめぐる厳しい現状認識
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定は、以下の表のように、約1,900事業、906億円と
なっている。（残り94億円は2次分として交付予定）
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少」とした企業を6年連続で上回った。ただ、「増加」と
した企業は前年より僅かながらも減り、採用意欲は強
いものの、採用計画人数を増やすことについては、や
や控える傾向もみられる。

業種別にみると、製造業は「増加」が19.0％（同▲
2.6ポイント）、「減少」が21.0％（同＋3.5ポイント）、非
製造業は「増加」が19.7％（同＋0.1ポイント）、「減
少」が17.2％（同▲1.8ポイント）となった。前年に比べ、
製造業で「減少」したところが増えた。
規模別では、大企業は「増加」が41.7％（同＋6.7ポ

イント）、「減少」が20.8％（同▲9.2ポイント）、中小企
業は「増加」が16.7％（同▲2.4ポイント）、「減少」が
18.7％（同＋1.3ポイント）となった。前年より「増加」と
したところが大企業では増えたが、中小企業では減る
結果となった。

増加した理由
採用計画人数が「増加」した理由は（複数回答）、最

も多かったのが「恒常的人手不足の補完」で65.1％、
以下「事業拡大のため」23.3％、「良い人材が採用で

きる」20.9％、「業況の好調」16.3％と続く。
前年と比べ、「恒常的人手不足の補完」が＋17.0ポ

イントと大幅に増えた。業績が回復する企業では、恒常
的に人手不足となっているところが増えており、新卒者
の採用人数を増やす計画をたてる企業が増えている。

減少または例年ない理由
採用計画人数が「減少または例年ない」理由は(複
数回答)、「熟練者を採用」が31.1％で最も多く、以下
「人手が不足していない」29.4％、「業況の不振」
22.7％、「パート等の採用」21.8％と続く。
前年と比べ最も増えたのは「熟練者を採用」で＋
7.9ポイント、次いで「パート等の採用」の＋4.4ポイン
トとなった。人手不足感が強まるなか、新卒者の採用
が容易でない企業では、新卒者の採用を手控える一
方で、「熟練者の採用」や「パート等の採用」で対応す
るところが増えているとみられる。

計画に対する採用の実績
計画に対する採用の実績は「ほぼ計画通り」が
63.8％（前年比＋1.1ポイント）、「やや不足」が28.2％
（同▲1.7ポイント）、「大幅に不足」が7.9％（同＋0.5
ポイント）となり、前年とほぼ変わらない結果となった。
業種別にみると、製造業は「ほぼ計画通り」採用で

きたのが62.2％（同▲9.8ポイント）、「大幅に不足」と

「やや不足」を合わせた「不足」が37.8％（同＋9.8ポ
イント）、非製造業は「ほぼ計画通り」が65.3％（同＋
7.9ポイント）、「不足」が34.7％（同▲7.9ポイント）と
なった。製造業では「不足」とする割合が前年に比べ
10％近く増え、計画した新卒者の採用が難しくなって
いる。一方、非製造業で「不足」は前年より減少した。

来年度の採用計画人数の増減
来年度（2017年４月入社）の採用計画人数は、今
年度より「増加」とした企業は17.1％、「変わらない」
が40.2％、「減少」が5.1％、「未定」が37.6％となった。
例年同様「未定」とするところが多いものの、「増加」
が「減少」を上回っており、2017年度の新卒者の雇用
は改善が続くと見込まれる。 （辻　和）

2016年4月中旬実施。対象企業数990社。
回答企業数238社。回答率24.0％。
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ローカル・アベノミクスの反映や、地方での外国
人観光客の増加や新たな観光振興を目的とした

財政支援の状況
国から自治体への地方創生関係交付金は、平成
26年度には、緊急経済対策としてプレミアム商品
券などに平等に交付されるものもあったが、自治体
の自主的・主体的な取組で、先導的なものを支援す
るものとして、総合戦略に沿った事業を自治体が自
ら作成・申請し、国が審査して交付を決定する形と
なっている。平成27年度には国の補正予算1,000
億円が地方創生加速化交付金として充てられた。

まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）に
おける政策パッケージ（一連の施策）は次の通りで、
下線が特に修正・強化された部分である。

地方創生加速化交付金の支援対象事業は、各
地方公共団体において、それぞれの総合戦略に位
置付けられた（ないしは位置付けられる予定であ
る）事業であって、地域のしごと創生に重点を置き
つつ、一億総活躍社会実現に向けた緊急対策にも
資する、効果の発現が高い分野とされる。

埼玉県では、以下の6事業が、県内市町村では
40事業Ⅳが交付対象事業の決定を受けた。
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はじめに
本年度の当財団の地域研究レポートは「地方創

生の深化～一億総活躍社会の実現へ向けて～」を
統一テーマに、平成26年度にスタートした地方創生
の深化と、新たに安倍内閣が掲げる一億総活躍の
取り組みを取り上げ、埼玉県、市町村の動向を概観
しつつ提言等を行っていく。まず、国や県の地方創
生をめぐる直近の動きと、その課題を概観する。

地方創生のスタート
平成26年５月に民間機関である日本創成会議に

より公表された消滅可能性自治体（2040年に20～
39歳の女性の数が2010年より半分以下になると
推計された自治体）リストが大きな話題を呼び、同
年９月に「人口急減・超高齢化というわが国が直面
する大きな課題に対し政府一体となって取り組み、
各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続
的な社会を創生」できるようまち・ひと・しごと創生
本部が内閣に設置された。まち・ひと・しごと創生と
は、以下を一体的に推進することとされる。 

まち・ひと・しごと創生法が同年11月に成立し、
12月に50年後に１億人程度の人口維持を目指す
「長期ビジョン」と、人口減少を克服し将来にわたっ
て活力ある日本社会を実現するための５カ年の計
画を示す「総合戦略」が策定された。
総合戦略の基本的な考え方は次の通りである。

そして、総合戦略の基本目標は次の通りである。

都道府県・市町村は、まち・ひと・しごと創生法に基
づき、地方人口ビジョン（各地域の人口動向や将来
人口推計の分析や中長期の将来展望を提示）、と
地方版総合戦略（各地域の人口動向や産業実態等
を踏まえ、2015～2019年度（５カ年）の政策目標・
施策）の策定を27年度中に行った。

国の基本方針 2015と総合戦略2015 改訂版
成長戦略は毎年見直されるが、平成27年６月に

「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015－ローカル・

アベノミクスⅰの実現に向けて－」が閣議決定され、
さらに同年12月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（2015改訂版）」が閣議決定された。
その中では、地方創生をめぐる厳しい現状認識
が示され、地方創生の深化をすすめるとしている。

日本版DMOⅱの設置、少子化対策における地域ア
プローチ（地方の特性に応じた対策：地域の「見え
る化」の推進－「地域指標」の公表－、地域の実情
に応じた「働き方改革」の推進、地域の先駆的・優
良事例の横展開）などが特長である。
地方自治体が総合戦略を推進するにあたっての

国の支援として、「地方創生に向けた多様な支援-
『地方創生版・三本の矢』」として「情報支援」「人
的支援」「財政支援」が挙げられ、国家戦略特区制
度、社会保障制度改革、地方分権、規制改革等と
の連携がうたわれている。

平成28年３月になされた加速化交付金の事業決
定は、以下の表のように、約1,900事業、906億円と
なっている。（残り94億円は2次分として交付予定）

地方創生と一億総活躍社会
平成27月９月の記者会見で安倍首相は、次の３
年間を「アベノミクス第２ステージ」と位置付け、新
しい「３本の矢」ⅴを示すとともに「一億総活躍」社
会を目指すと宣言した。同年10月に発足した第３次
安倍内閣は、一億総活躍国民会議を設置し平成
28年春策定予定の「ニッポン一億総活躍プラン」
の前段階として「一億総活躍社会の実現に向けて
緊急に実施すべき対策－成長と分配の好循環の
形成に向けて－」（平成27年11月26日）をとりまと
めた。
地方創生と一億総活躍社会の施策については、
以下の図のように重なるところが多い。

地方創生加速化交付金の交付事業には一億総
活躍社会実現に向けた対策に資することが条件と
なっており、両者は一体として推進されている。

2016年度の賃上げ状況について、県内企業への
アンケート調査を実施した。

正社員の賃上げ実施状況
今年度の正社員の賃上げ実施状況をたずねたとこ

ろ、「定昇、ベースアップとも実施する」としたところは
18.3％、「定昇のみ実施する」は39.6％、「ベースアッ
プのみ実施する」は6.3％となり、「賃上げを実施す
る」ところは64.2％と前年調査に比べ1.3ポイント増
加した。
「賃上げを実施する」ところは2012年度の本調査
開始以降、4年連続で増加した。当財団が実施してい
る「埼玉県企業経営動向調査」（4月調査）をみると、
「経営上の問題点」として「人材・人手不足」をあげる
ところが53.4％と過半を超えるなど人手不足感が強
いこともあり、賃上げを実施する企業が多くなっている。
一方、「定昇、ベースアップとも実施しない」とすると

ころは9.2％、「年俸制などの賃金制度を採っており、
一律の賃上げは行っていない」が5.4％、「現在未定」
が20.4％となった。
業種別にみると、「定昇、ベースアップとも実施す

る」は製造業で22.3％と非製造業での15.3％に比べ
多く、「現在未定」は非製造業で24.1％と製造業での
15.5％に比べ多くなっている。

賃上げ率、賃上げ額
賃上げを「実施する」企業に、賃上げ率と賃上げ額

をたずねたところ、賃上げ率は1.9％（前年調査2.0％）、
賃上げ額は4,277円（同4,499円）となった（賃上げ率、
または賃上げ額を記入いただいた121社について集
計、それぞれ単純平均）。前年調査と比べると、賃上げ
率、賃上げ額ともにやや減少となっている。
調査開始以降５年間についてみると、賃上げを実施

する企業の賃上げ率は1.8％→1.9％→1.8％→2.0
→1.9％と変化は大きくなく1.8％～2.0％の範囲にあ
る。一方、賃上げを実施する企業割合はこの４年間で
52.3％→64.2％と10ポイント以上増えており、全体と
してみて県内企業の賃金の状況は改善が進んでいる。
業種別にみると、製造業では賃上げ率1.8％、賃上

げ額4,084円、非製造業では賃上げ率2.0％、賃上げ
額4,448円で賃上げ率、額ともに非製造業でやや高
い結果となった。

賃上げの決定にあたり重視すること
賃上げの決定にあたり重視することとしては（複数

回答）、「企業業績」が最も多く83.6％、以下「労働力

の確保定着」39.9％、「例年の賃上げ実績」25.2％、
「世間相場」21.8％、「労使関係の安定」8.8％、「物
価動向」5.0％の順となった。
前年調査と比較すると「労働力の確保定着」が6.7

ポイント増加しており、人手不足の状況を反映し、賃上
げを行うところも増えているようだ。
業種別では「労働力の確保定着」を重視するところ

が、製造業30.1％に対して非製造業47.4％と非製造
業で多く、非製造業で人手不足感が強いことを反映し
ている。

正社員以外の賃上げ実施状況
パート・アルバイトなど正社員以外に対する賃上げ
状況をたずねたところ、「定昇、ベースアップとも実施
する」と答えた企業は4.0％、「定昇のみ実施する」と
した企業は16.6％、「ベースアップのみ実施する」と
した企業は4.9％となり、「賃上げを実施する」ところ
は25.5％となった。正社員については、「賃上げを実
施する」ところは64.2％であり、その差は大きく正社
員以外の賃金改善は正社員に比べ、依然厳しい状況
にある。
一方、「定昇、ベースアップとも実施しない」とすると

ころは22.0％、「年俸制などの賃金制度を採っており、
一律の賃上げは行っていない」が5.8％、「現在未定」
が34.1％となった。
業種別にみると、「賃上げを実施する」ところは製造

業で24.8％、非製造業では26.2％と非製造業で多く
なっている。

　　　　　

　　　
労働条件等に関して重視すること
労働条件等に関して重視することについては（複数

回答）、「雇用の維持、拡大」が64.7％と最も多く、次
いで「賃金の維持、向上」が64.3％となった。「雇用」
および「賃金」の維持、拡大が重視されていることが
わかる。また、前年調査と比べると、「雇用の維持、拡
大」が11.8ポイント増加した。　
以下、「総労働時間の短縮など労働条件の改善」

が29.4％、「従業員の能力開発などへの支援制度の
充実」が21.0％となっている。一方、「育児・介護休暇
などの支援制度の充実」は6.7％と少なかった。なお、
業種別で大きな差は見られなかった。 （吉嶺暢嗣）

2016年4月中旬実施。対象企業数990社。
回答企業数240社。回答率24.2%。
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埼玉県内賃金改定状況調査
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ローカル・アベノミクスの反映や、地方での外国
人観光客の増加や新たな観光振興を目的とした

財政支援の状況
国から自治体への地方創生関係交付金は、平成

26年度には、緊急経済対策としてプレミアム商品
券などに平等に交付されるものもあったが、自治体
の自主的・主体的な取組で、先導的なものを支援す
るものとして、総合戦略に沿った事業を自治体が自
ら作成・申請し、国が審査して交付を決定する形と
なっている。平成27年度には国の補正予算1,000
億円が地方創生加速化交付金として充てられた。

まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）に
おける政策パッケージ（一連の施策）は次の通りで、
下線が特に修正・強化された部分である。

地方創生加速化交付金の支援対象事業は、各
地方公共団体において、それぞれの総合戦略に位
置付けられた（ないしは位置付けられる予定であ
る）事業であって、地域のしごと創生に重点を置き
つつ、一億総活躍社会実現に向けた緊急対策にも
資する、効果の発現が高い分野とされる。

埼玉県では、以下の6事業が、県内市町村では
40事業Ⅳが交付対象事業の決定を受けた。
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はじめに
本年度の当財団の地域研究レポートは「地方創

生の深化～一億総活躍社会の実現へ向けて～」を
統一テーマに、平成26年度にスタートした地方創生
の深化と、新たに安倍内閣が掲げる一億総活躍の
取り組みを取り上げ、埼玉県、市町村の動向を概観
しつつ提言等を行っていく。まず、国や県の地方創
生をめぐる直近の動きと、その課題を概観する。

地方創生のスタート
平成26年５月に民間機関である日本創成会議に

より公表された消滅可能性自治体（2040年に20～
39歳の女性の数が2010年より半分以下になると
推計された自治体）リストが大きな話題を呼び、同
年９月に「人口急減・超高齢化というわが国が直面
する大きな課題に対し政府一体となって取り組み、
各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続
的な社会を創生」できるようまち・ひと・しごと創生
本部が内閣に設置された。まち・ひと・しごと創生と
は、以下を一体的に推進することとされる。 

まち・ひと・しごと創生法が同年11月に成立し、
12月に50年後に１億人程度の人口維持を目指す
「長期ビジョン」と、人口減少を克服し将来にわたっ
て活力ある日本社会を実現するための５カ年の計
画を示す「総合戦略」が策定された。
総合戦略の基本的な考え方は次の通りである。

そして、総合戦略の基本目標は次の通りである。

都道府県・市町村は、まち・ひと・しごと創生法に基
づき、地方人口ビジョン（各地域の人口動向や将来
人口推計の分析や中長期の将来展望を提示）、と
地方版総合戦略（各地域の人口動向や産業実態等
を踏まえ、2015～2019年度（５カ年）の政策目標・
施策）の策定を27年度中に行った。

国の基本方針 2015と総合戦略2015 改訂版
成長戦略は毎年見直されるが、平成27年６月に

「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015－ローカル・

アベノミクスⅰの実現に向けて－」が閣議決定され、
さらに同年12月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（2015改訂版）」が閣議決定された。
その中では、地方創生をめぐる厳しい現状認識
が示され、地方創生の深化をすすめるとしている。

日本版DMOⅱの設置、少子化対策における地域ア
プローチ（地方の特性に応じた対策：地域の「見え
る化」の推進－「地域指標」の公表－、地域の実情
に応じた「働き方改革」の推進、地域の先駆的・優
良事例の横展開）などが特長である。
地方自治体が総合戦略を推進するにあたっての

国の支援として、「地方創生に向けた多様な支援-
『地方創生版・三本の矢』」として「情報支援」「人
的支援」「財政支援」が挙げられ、国家戦略特区制
度、社会保障制度改革、地方分権、規制改革等と
の連携がうたわれている。

平成28年３月になされた加速化交付金の事業決
定は、以下の表のように、約1,900事業、906億円と
なっている。（残り94億円は2次分として交付予定）

地方創生と一億総活躍社会
平成27月９月の記者会見で安倍首相は、次の３

年間を「アベノミクス第２ステージ」と位置付け、新
しい「３本の矢」ⅴを示すとともに「一億総活躍」社
会を目指すと宣言した。同年10月に発足した第３次
安倍内閣は、一億総活躍国民会議を設置し平成
28年春策定予定の「ニッポン一億総活躍プラン」
の前段階として「一億総活躍社会の実現に向けて
緊急に実施すべき対策－成長と分配の好循環の
形成に向けて－」（平成27年11月26日）をとりまと
めた。
地方創生と一億総活躍社会の施策については、

以下の図のように重なるところが多い。

地方創生加速化交付金の交付事業には一億総
活躍社会実現に向けた対策に資することが条件と
なっており、両者は一体として推進されている。

2016年度の賃上げ状況について、県内企業への
アンケート調査を実施した。

正社員の賃上げ実施状況
今年度の正社員の賃上げ実施状況をたずねたとこ

ろ、「定昇、ベースアップとも実施する」としたところは
18.3％、「定昇のみ実施する」は39.6％、「ベースアッ
プのみ実施する」は6.3％となり、「賃上げを実施す
る」ところは64.2％と前年調査に比べ1.3ポイント増
加した。
「賃上げを実施する」ところは2012年度の本調査
開始以降、4年連続で増加した。当財団が実施してい
る「埼玉県企業経営動向調査」（4月調査）をみると、
「経営上の問題点」として「人材・人手不足」をあげる
ところが53.4％と過半を超えるなど人手不足感が強
いこともあり、賃上げを実施する企業が多くなっている。
一方、「定昇、ベースアップとも実施しない」とすると

ころは9.2％、「年俸制などの賃金制度を採っており、
一律の賃上げは行っていない」が5.4％、「現在未定」
が20.4％となった。
業種別にみると、「定昇、ベースアップとも実施す

る」は製造業で22.3％と非製造業での15.3％に比べ
多く、「現在未定」は非製造業で24.1％と製造業での
15.5％に比べ多くなっている。

賃上げ率、賃上げ額
賃上げを「実施する」企業に、賃上げ率と賃上げ額

をたずねたところ、賃上げ率は1.9％（前年調査2.0％）、
賃上げ額は4,277円（同4,499円）となった（賃上げ率、
または賃上げ額を記入いただいた121社について集
計、それぞれ単純平均）。前年調査と比べると、賃上げ
率、賃上げ額ともにやや減少となっている。
調査開始以降５年間についてみると、賃上げを実施

する企業の賃上げ率は1.8％→1.9％→1.8％→2.0
→1.9％と変化は大きくなく1.8％～2.0％の範囲にあ
る。一方、賃上げを実施する企業割合はこの４年間で
52.3％→64.2％と10ポイント以上増えており、全体と
してみて県内企業の賃金の状況は改善が進んでいる。
業種別にみると、製造業では賃上げ率1.8％、賃上

げ額4,084円、非製造業では賃上げ率2.0％、賃上げ
額4,448円で賃上げ率、額ともに非製造業でやや高
い結果となった。

賃上げの決定にあたり重視すること
賃上げの決定にあたり重視することとしては（複数

回答）、「企業業績」が最も多く83.6％、以下「労働力

の確保定着」39.9％、「例年の賃上げ実績」25.2％、
「世間相場」21.8％、「労使関係の安定」8.8％、「物
価動向」5.0％の順となった。
前年調査と比較すると「労働力の確保定着」が6.7

ポイント増加しており、人手不足の状況を反映し、賃上
げを行うところも増えているようだ。
業種別では「労働力の確保定着」を重視するところ

が、製造業30.1％に対して非製造業47.4％と非製造
業で多く、非製造業で人手不足感が強いことを反映し
ている。

正社員以外の賃上げ実施状況
パート・アルバイトなど正社員以外に対する賃上げ
状況をたずねたところ、「定昇、ベースアップとも実施
する」と答えた企業は4.0％、「定昇のみ実施する」と
した企業は16.6％、「ベースアップのみ実施する」と
した企業は4.9％となり、「賃上げを実施する」ところ
は25.5％となった。正社員については、「賃上げを実
施する」ところは64.2％であり、その差は大きく正社
員以外の賃金改善は正社員に比べ、依然厳しい状況
にある。
一方、「定昇、ベースアップとも実施しない」とすると

ころは22.0％、「年俸制などの賃金制度を採っており、
一律の賃上げは行っていない」が5.8％、「現在未定」
が34.1％となった。
業種別にみると、「賃上げを実施する」ところは製造

業で24.8％、非製造業では26.2％と非製造業で多く
なっている。

　　　　　

　　　
労働条件等に関して重視すること
労働条件等に関して重視することについては（複数

回答）、「雇用の維持、拡大」が64.7％と最も多く、次
いで「賃金の維持、向上」が64.3％となった。「雇用」
および「賃金」の維持、拡大が重視されていることが
わかる。また、前年調査と比べると、「雇用の維持、拡
大」が11.8ポイント増加した。　
以下、「総労働時間の短縮など労働条件の改善」

が29.4％、「従業員の能力開発などへの支援制度の
充実」が21.0％となっている。一方、「育児・介護休暇
などの支援制度の充実」は6.7％と少なかった。なお、
業種別で大きな差は見られなかった。 （吉嶺暢嗣）

2016年4月中旬実施。対象企業数990社。
回答企業数240社。回答率24.2%。
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億円が地方創生加速化交付金として充てられた。

まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）に
おける政策パッケージ（一連の施策）は次の通りで、
下線が特に修正・強化された部分である。
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地方公共団体において、それぞれの総合戦略に位
置付けられた（ないしは位置付けられる予定であ
る）事業であって、地域のしごと創生に重点を置き
つつ、一億総活躍社会実現に向けた緊急対策にも
資する、効果の発現が高い分野とされる。
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埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直し ている。
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景気動向指数 足踏みを示している

2月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：77.8（前月比＋2.4ポイント）、一致指数：152.3
（同＋2.4ポイント）、遅行指数：101.0（同＋0.4ポイン
ト）となった。
先行指数は5カ月ぶりに上昇した。
一致指数は3カ月連続の上昇となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比＋1.9ポイント
と、2カ月ぶりに上昇した。埼玉県は、景気の基調判断
を11カ月連続で「足踏みを示している」としている。
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3カ月ぶりに減少

3月の百貨店・スーパー販売額は863億円、前年
比▲1.7％（既存店）と3カ月ぶりに減少した。業態別
では、百貨店（同▲5.5％）、スーパー（同▲0.5％）と
もに減少した。新設店を含む全店ベースの販売額も
同▲1.2％と3カ月ぶりに減少した。
4月の新車販売台数（乗用車）は9,610台、前年比

＋7.9％と3カ月ぶりに増加した。車種別では普通乗
用車が5,023台（同＋14.9％）、小型乗用車は4,587
台（同＋1.2％）だった。

住 宅 ２カ月ぶりに前年を下回る

３月の新設住宅着工戸数は4,512戸、前年比▲
2.2％と２カ月ぶりに前年を下回った。
利用関係別では、分譲住宅が2,058戸（前年比＋
35.2％）と２カ月連続して増加したものの、持家が
1,085戸（同▲12.8％）と５カ月連続して減少、貸家
が1,322戸（同▲26.7％）と２カ月連続して減少した。
分譲住宅は、戸建が1,003戸（同▲3.8％）と９カ月

ぶりに減少したものの、マンションが1,028戸（同＋
126.9％）と９カ月ぶりに増加した。

公共工事 ３カ月連続して前年を下回る

４月の公共工事請負金額は498億円、前年比▲
15.1％と３カ月連続して前年を下回った。
発注者別では、国（前年比＋15.7％）、埼玉県（同

＋52.9％）が増加したものの、独立行政法人等（同
▲55.1％）、市町村（同▲38.0％）が減少した。
なお、４月の請負件数は345件（同＋14.2％）と

５カ月ぶりに前年を上回った。

生 産 前月の反動もあり減少

２月の鉱工業指数をみると、生産指数は92.6、前
月比▲8.6％と前月の反動もあり減少した。
業種別では、輸送機械、印刷、窯業・土石などが増
加したものの、生産用機械、化学、情報通信機械な
どが減少した。
在庫指数は前月比▲3.2％の130.1と、３カ月連
続して減少した。
業種別では、電子部品・デバイス、鉄鋼、パルプ・
紙などが増加したものの、輸送機械、金属製品、窯
業・土石などが減少した。

雇 用 有効求人倍率は0.98倍

３月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.02ポイント上昇の0.98倍となった。　
有効求職者数が85,976人（前年比▲5.8％）と、
70カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
89,919人（同＋15.3％）と、33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
0.06ポイント上昇の1.53倍となっている。
なお、３月の就業地別有効求人倍率（季節調整値）
は、前月から0.02ポイント上昇の1.16倍であった。
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埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直し ている。
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2月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：77.8（前月比＋2.4ポイント）、一致指数：152.3
（同＋2.4ポイント）、遅行指数：101.0（同＋0.4ポイン
ト）となった。
先行指数は5カ月ぶりに上昇した。
一致指数は3カ月連続の上昇となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比＋1.9ポイント
と、2カ月ぶりに上昇した。埼玉県は、景気の基調判断
を11カ月連続で「足踏みを示している」としている。
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3カ月ぶりに減少

3月の百貨店・スーパー販売額は863億円、前年
比▲1.7％（既存店）と3カ月ぶりに減少した。業態別
では、百貨店（同▲5.5％）、スーパー（同▲0.5％）と
もに減少した。新設店を含む全店ベースの販売額も
同▲1.2％と3カ月ぶりに減少した。
4月の新車販売台数（乗用車）は9,610台、前年比

＋7.9％と3カ月ぶりに増加した。車種別では普通乗
用車が5,023台（同＋14.9％）、小型乗用車は4,587
台（同＋1.2％）だった。

住 宅 ２カ月ぶりに前年を下回る

３月の新設住宅着工戸数は4,512戸、前年比▲
2.2％と２カ月ぶりに前年を下回った。
利用関係別では、分譲住宅が2,058戸（前年比＋
35.2％）と２カ月連続して増加したものの、持家が
1,085戸（同▲12.8％）と５カ月連続して減少、貸家
が1,322戸（同▲26.7％）と２カ月連続して減少した。
分譲住宅は、戸建が1,003戸（同▲3.8％）と９カ月

ぶりに減少したものの、マンションが1,028戸（同＋
126.9％）と９カ月ぶりに増加した。

公共工事 ３カ月連続して前年を下回る

４月の公共工事請負金額は498億円、前年比▲
15.1％と３カ月連続して前年を下回った。
発注者別では、国（前年比＋15.7％）、埼玉県（同

＋52.9％）が増加したものの、独立行政法人等（同
▲55.1％）、市町村（同▲38.0％）が減少した。
なお、４月の請負件数は345件（同＋14.2％）と

５カ月ぶりに前年を上回った。

生 産 前月の反動もあり減少

２月の鉱工業指数をみると、生産指数は92.6、前
月比▲8.6％と前月の反動もあり減少した。
業種別では、輸送機械、印刷、窯業・土石などが増
加したものの、生産用機械、化学、情報通信機械な
どが減少した。
在庫指数は前月比▲3.2％の130.1と、３カ月連
続して減少した。
業種別では、電子部品・デバイス、鉄鋼、パルプ・
紙などが増加したものの、輸送機械、金属製品、窯
業・土石などが減少した。

雇 用 有効求人倍率は0.98倍

３月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.02ポイント上昇の0.98倍となった。　
有効求職者数が85,976人（前年比▲5.8％）と、
70カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
89,919人（同＋15.3％）と、33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
0.06ポイント上昇の1.53倍となっている。
なお、３月の就業地別有効求人倍率（季節調整値）
は、前月から0.02ポイント上昇の1.16倍であった。
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月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2016.6埼玉りそな経済情報2016.6

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模30人以上、Ｐは速報値
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鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業在庫指数（季調値） 建築着工非居住用（床面積）
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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
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▲ 9.0

1.9

▲ 3.1

0.7

0.4

5.8

16.3

7.4

8.8

2.6

▲ 2.5

1.7

▲ 1.3

0.2

7.8

8.4

13.8

14.5

15.3

16.8

18.6

18.1

17.8

14.9

16.1

16.4

15.7

17.9

16.8

17.2

16.6

14.5

16.5

9.2

12.8

12.6

▲ 6.9

2.2

▲ 4.2

▲ 8.6

▲ 11.0

▲ 6.4

▲ 5.7

▲ 6.4

4.8

▲ 8.6

▲ 14.7

▲ 21.4

▲ 9.9

▲ 11.3

15.8

16.4

17.5

17.6

17.9

18.2

17.9

16.3

17.2

17.5

16.9

17.7

17.9

18.3

18.2

16.1

17.5

Ｐ 17.9

0.3

4.3

6.8

▲ 0.5

▲ 0.9

▲ 3.0

▲ 1.4

▲ 2.7

0.2

▲0.4

1.3

1.2

0.1

0.0

▲ 1.2

▲ 4.2

▲ 2.2

Ｐ ▲1.6

102.5

102.5

103.0

104.5

104.6

102.8

104.6

104.9

104.7

104.7

104.8

104.7

104.6

104.6

104.1

104.6

104.2

0.2

0.0

0.5

1.5

2.8

1.4

1.6

1.9

1.6

1.7

2.0

1.0

0.7

0.7

0.2

▲ 0.4

▲ 0.4

99.7

99.5

99.9

100.9

99.9

99.1

101.1

101.2

101.4

101.5

101.3

101.1

101.2

101.3

101.5

101.2

100.9

Ｐ 100.3

▲ 0.3

▲ 0.2

0.4

1.0

0.9

0.6

1.0

0.9

0.9

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.3

1.2

1.0

Ｐ 1.2

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

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

埼玉県

2012年

2013年

2014年

2015年

15年  2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

資料出所

0.57

0.62

0.74

0.85

0.79

0.80

0.80

0.82

0.83

0.85

0.87

0.89

0.91

0.91

0.93

0.94

0.96

0.98

0.80

0.93

1.09

1.20

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.21

1.22

1.23

1.24

1.26

1.27

1.28

1.28

1.30

23,604

23,721

24,898

27,136

27,475

25,187

25,360

23,995

25,777

27,254

25,712

28,108

32,544

28,117

26,061

31,953

32,720

29,107

4.8

0.5

5.0

9.0

7.4

3.7

▲ 1.5

1.5

12.2

3.7

13.9

6.2

14.1

19.9

17.5

6.4

19.1

15.6

737

794

834

863

881

875

861

773

859

901

816

866

967

829

781

972

966

921

12.5

7.8

5.0

3.5

1.7

4.7

0.1

▲ 4.0

6.8

4.3

4.9

0.9

5.4

9.3

6.2

2.7

9.6

5.2

10,428

10,575

10,799

10,572

799

931

853

923

886

874

835

799

837

868

1,067

870

789

863

▲ 2.0

▲ 2.6

1.4

▲ 1.0

1.2

▲ 12.4

5.6

2.7

▲ 2.0

0.1

▲ 0.8

▲ 0.8

1.6

▲ 1.9

▲ 1.9

1.4

3.8

▲ 1.7

195,916

197,774

201,973

200,491

14,987

17,151

16,081

16,929

16,413

17,057

16,056

15,114

16,072

16,490

20,925

16,913

14,886

16,463

▲ 0.8

▲ 0.4

0.9

0.4

1.3

▲ 12.9

8.6

5.3

▲ 0.2

2.1

1.8

1.7

2.9

▲ 1.6

0.0

0.9

2.2

▲ 1.2

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●有効求人倍率の年次は原数値。百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース



19 20

月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2016.6埼玉りそな経済情報2016.6

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模30人以上、Ｐは速報値

2012年

2013年

2014年

2015年

15年  2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

資料出所

165,110

158,230

156,168

147,166

13,525

18,593

8,905

10,047

12,741

13,354

9,885

14,329

11,774

11,221

11,319

11,515

13,381

18,458

9,610

27.8

▲ 4.2

▲ 1.3

▲ 5.8

▲ 16.6

▲ 13.9

0.6

0.9

1.7

▲ 0.9

▲ 1.5

▲ 3.8

3.5

▲ 0.3

3.1

0.4

▲ 1.1

▲ 0.7

7.9

3,014,651

2,872,111

2,860,472

2,704,485

249,565

356,412

170,240

180,759

239,582

245,680

180,850

259,813

206,608

203,014

204,327

210,384

239,409

346,794

184,562

26.3

▲ 4.7

▲ 0.4

▲ 5.5

▲ 16.8

▲ 14.6

2.9

1.2

4.6

▲ 2.0

1.7

▲ 3.2

▲ 0.0

▲ 0.4

3.0

1.3

▲ 4.1

▲ 2.7

8.4

543

483

403

359

31

30

27

39

36

28

19

27

28

31

28

25

31

17

26

69,848

74,225

56,640

36,187

4,782

3,188

1,790

3,993

3,482

5,019

1,838

2,387

3,327

3,915

1,073

1,413

2,276

3,967

8,911

12,124

10,855

9,731

8,812

692

859

748

724

824

787

632

673

742

711

699

675

723

746

695

3,834,563

2,782,347

1,874,065

2,112,382

151,180

223,631

192,779

127,755

126,861

120,068

97,896

270,898

106,241

141,650

385,353

126,927

163,516

175,899

103,344

100.3

100.8

103.7

104.6

104.2

104.5

105.0

105.0

104.8

104.5

104.8

104.7

104.7

104.3

104.4

104.1

104.2

104.1

0.4

0.6

2.8

0.9

2.5

2.7

1.1

0.8

0.4

0.1

0.1

0.1

0.2

0.3

0.0

▲ 0.2

0.1

▲ 0.1

99.7

100.0

102.8

103.6

102.9

103.3

103.7

104.0

103.8

103.7

103.9

103.9

103.9

103.5

103.5

103.0

103.2

103.3

0.0

0.4

2.7

0.8

2.2

2.3

0.6

0.5

0.4

0.2

0.2

0.0

0.3

0.3

0.2

0.0

0.3

▲ 0.1

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

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） 2010年=100 前年比（％）2010年=100 前年比（％）

2012年

2013年

2014年

2015年

15年  2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

資料出所

96.3

93.1

97.6

94.9

97.4

94.0

93.4

89.7

94.2

94.3

95.3

89.8

96.3

96.7

94.6

101.3

92.6

▲ 2.2

▲ 3.3

4.8

▲ 2.8

▲ 6.4

▲ 3.5

▲ 0.6

▲ 4.0

5.0

0.1

1.1

▲ 5.8

7.2

0.4

▲ 2.2

7.1

▲ 8.6

97.8

97.0

99.0

97.8

98.7

98.2

98.9

96.7

98.3

97.4

96.7

97.0

98.2

97.1

95.9

98.3

93.2

96.7

0.6

▲ 0.8

2.1

▲ 1.2

▲ 2.2

▲ 0.5

0.7

▲ 2.2

1.7

▲ 0.9

▲ 0.7

0.3

1.2

▲ 1.1

▲ 1.2

2.5

▲ 5.2

3.8

143.0

112.2

170.6

145.0

153.7

156.6

165.3

154.4

144.4

136.5

134.6

128.4

129.9

139.9

135.0

134.4

130.1

41.9

▲ 21.5

52.0

▲ 15.0

▲ 3.5

1.9

5.6

▲ 6.6

▲ 6.5

▲ 5.5

▲ 1.4

▲ 4.6

1.2

7.7

▲ 3.5

▲ 0.4

▲ 3.2

110.5

105.7

112.3

112.3

113.2

113.3

113.3

113.0

113.9

113.2

113.4

113.3

111.9

112.3

112.7

112.4

112.2

115.4

5.2

▲ 4.3

6.2

0.0

0.9

0.1

0.0

▲ 0.3

0.8

▲ 0.6

0.2

▲ 0.1

▲ 1.2

0.4

0.4

▲ 0.3

▲ 0.2

2.9

2,705

3,378

3,038

2,376

250

218

200

248

205

226

204

96

223

175

176

108

288

182

24.9

24.9

▲ 10.1

▲ 21.8

▲ 21.2

▲ 33.2

9.8

▲ 0.1

▲ 32.4

21.2

▲ 21.7

▲ 32.4

▲ 30.7

12.1

13.4

▲ 29.9

15.1

▲ 16.5

50,184

55,947

53,818

50,695

4,561

3,567

4,943

4,244

4,491

4,774

4,178

4,027

4,252

3,803

3,962

3,460

4,013

4,019

6.2

11.5

▲ 3.8

▲ 5.8

9.4

▲ 18.9

2.2

4.1

▲ 11.3

0.9

▲ 7.6

▲ 2.0

▲ 22.1

▲ 6.8

6.7

▲ 11.1

▲ 12.0

12.7

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

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

2012年

2013年

2014年

2015年

15年  2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

資料出所

59,605

63,024

56,504

57,357

4,494

4,612

4,553

4,544

5,247

4,874

4,714

4,713

5,285

5,195

4,951

4,125

4,644

4,512

3.2

5.7

▲ 10.3

1.5

▲ 12.1

9.0

▲ 3.3

11.1

7.5

2.7

7.6

5.9

13.0

4.0

▲ 5.5

▲ 1.2

3.3

▲ 2.2

882,797

980,025

892,261

909,299

67,552

69,887

75,617

71,720

88,118

78,263

80,255

77,872

77,153

79,697

75,452

67,815

72,831

75,744

5.8

11.0

▲ 9.0

1.9

▲ 3.1

0.7

0.4

5.8

16.3

7.4

8.8

2.6

▲ 2.5

1.7

▲ 1.3

0.2

7.8

8.4

13.8

14.5

15.3

16.8

18.6

18.1

17.8

14.9

16.1

16.4

15.7

17.9

16.8

17.2

16.6

14.5

16.5

9.2

12.8

12.6

▲ 6.9

2.2

▲ 4.2

▲ 8.6

▲ 11.0

▲ 6.4

▲ 5.7

▲ 6.4

4.8

▲ 8.6

▲ 14.7

▲ 21.4

▲ 9.9

▲ 11.3

15.8

16.4

17.5

17.6

17.9

18.2

17.9

16.3

17.2

17.5

16.9

17.7

17.9

18.3

18.2

16.1

17.5

Ｐ 17.9

0.3

4.3

6.8

▲ 0.5

▲ 0.9

▲ 3.0

▲ 1.4

▲ 2.7

0.2

▲0.4

1.3

1.2

0.1

0.0

▲ 1.2

▲ 4.2

▲ 2.2

Ｐ ▲1.6

102.5

102.5

103.0

104.5

104.6

102.8

104.6

104.9

104.7

104.7

104.8

104.7

104.6

104.6

104.1

104.6

104.2

0.2

0.0

0.5

1.5

2.8

1.4

1.6

1.9

1.6

1.7

2.0

1.0

0.7

0.7

0.2

▲ 0.4

▲ 0.4

99.7

99.5

99.9

100.9

99.9

99.1

101.1

101.2

101.4

101.5

101.3

101.1

101.2

101.3

101.5

101.2

100.9

Ｐ 100.3

▲ 0.3

▲ 0.2

0.4

1.0

0.9

0.6

1.0

0.9

0.9

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.3

1.2

1.0

Ｐ 1.2

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

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

埼玉県

2012年

2013年

2014年

2015年

15年  2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

資料出所

0.57

0.62

0.74

0.85

0.79

0.80

0.80

0.82

0.83

0.85

0.87

0.89

0.91

0.91

0.93

0.94

0.96

0.98

0.80

0.93

1.09

1.20

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.21

1.22

1.23

1.24

1.26

1.27

1.28

1.28

1.30

23,604

23,721

24,898

27,136

27,475

25,187

25,360

23,995

25,777

27,254

25,712

28,108

32,544

28,117

26,061

31,953

32,720

29,107

4.8

0.5

5.0

9.0

7.4

3.7

▲ 1.5

1.5

12.2

3.7

13.9

6.2

14.1

19.9

17.5

6.4

19.1

15.6

737

794

834

863

881

875

861

773

859

901

816

866

967

829

781

972

966

921

12.5

7.8

5.0

3.5

1.7

4.7

0.1

▲ 4.0

6.8

4.3

4.9

0.9

5.4

9.3

6.2

2.7

9.6

5.2

10,428

10,575

10,799

10,572

799

931

853

923

886

874

835

799

837

868

1,067

870

789

863

▲ 2.0

▲ 2.6

1.4

▲ 1.0

1.2

▲ 12.4

5.6

2.7

▲ 2.0

0.1

▲ 0.8

▲ 0.8

1.6

▲ 1.9

▲ 1.9

1.4

3.8

▲ 1.7

195,916

197,774

201,973

200,491

14,987

17,151

16,081

16,929

16,413

17,057

16,056

15,114

16,072

16,490

20,925

16,913

14,886

16,463

▲ 0.8

▲ 0.4

0.9

0.4

1.3

▲ 12.9

8.6

5.3

▲ 0.2

2.1

1.8

1.7

2.9

▲ 1.6

0.0

0.9

2.2

▲ 1.2

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●有効求人倍率の年次は原数値。百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース



Town Scape
タウンスケープ

2221 埼玉りそな経済情報2016.6埼玉りそな経済情報2016.6

している。今年度は、用地買収を行うとともに、アクセ
ス道の整備を進めていく。
現在、三芳スマートＩＣは新潟方面への出入りが

可能なハーフ運用で、車種が普通車（車長が6ｍ以
下）に制限されている。フルインター化により、東京
方面への出入りが可能となり、車種制限も大型車
（車長が12ｍ以下）まで拡大する。さらに、高速道路
利用の利便性向上、交通量分散の渋滞緩和、産業
振興・物流の効率化、地域経済の活性化などの効
果が期待されている。
町では、フルインター化に伴い、地域産業の活性

化と雇用の促進を図るため、産業ゾーンを形成し整
備を進め、新規企業の立地を促進する。また、三芳
PAの周辺に「（仮称）三芳バザール賑わい公園構
想」の検討を進め、地域観光や産業の情報発信や
イベント交流を通じて独自性を打ちだし、新たな商業
機能の創出を図っていく。

みよし野菜 食べて！歩いて！健康長寿！
埼玉県から健康長寿埼玉モデルの「とことんモデ

ル」の指定を志木市とともに受けた三芳町では、昨
年度から「みよし野菜 食べて！歩いて！健康長寿！」事
業を開始している。町内に在住・在勤する18歳以上
が対象で、昨年度は1,000人が参加、今年度は500
人を追加募集する。
事業は、地場産の「みよし野菜」を用いた食育の

推進と毎日１万歩運動の２本柱である。みよし野菜
を用いた食育では、生涯健康でいるために、地元で
採れた新鮮な野菜を美味しく食べて食生活の改善
を目指す。参加者は、無料でインターネットからタニ
タの健康応援ネット「からだカルテ」を利用でき、「タ
ニタ食堂のレシピ」も見ることができる。
毎日１万歩運動では、活動量計（歩数計）は無償貸

与され、歩数、活動エネルギー量などが記録される。
また、公民館等に設置された体組成計で筋肉量や
体脂肪など気になる数値を細かく測ることができる。
今年度は、「健康づくり推進計画」を策定し、保

健・医療・福祉の連携、健康づくりのモチベーション
向上施策等により、高齢者をはじめ、住民がいつまで
も元気に活躍できる健康長寿のまちを推進する。

「よみ愛・読書のまち」を推進
町の図書館は、中央図書館・竹間沢分館の２館と

配本所１カ所で、図書館サービスを実施している。
住民の豊かな読書生活と生涯にわたる学習を保障

未来につなぐ　ひと　まち　みどり　誇れる町

三芳町長　林 伊佐雄氏

三芳町
町長のメッセージ

するために図書館資料を充実させ、資料提供、予
約・レファレンスサービスの向上に努めている。
また図書館は、「子ども読書活動推進計画」に基
づき、ブックスタート（４カ月児対象）、ブックスタート
プラス（２歳６カ月児対象）など数々の事業を実施し
成果を上げている。ブックスタートとは、乳幼児健康
診査などの機会に、赤ちゃんとその保護者に絵本を
手渡し、絵本を介して心触れ合うひと時や本に親し
むきっかけを提供すること。子どもたちの読書活動が
豊かに展開されていることが評価され、平成14年と
平成26年に、文部科学省から「子どもの読書活動
優秀実践図書館」として表彰された。
本年度は、第２次子ども読書活動推進計画（平成

29年度～平成33年度）を策定するとともに、家読
（家族ふれあい読書）、読み聞かせ、読書会、ビブリ
オバトル（知的書評合戦）などが活発に展開される
「よみ愛・読書のまち」を推進し、生涯にわたり様々
な場所で読書の喜びが共有できるまちづくりに努め
ていく。 （山口祐次）

はじめに
三芳町は、東京都心から30㎞圏に位置し、「都心

から一番近い緑のオアシス」である。江戸時代に川
越藩によって開発された三富新田を代表とした自然
豊かな風景、そこで育ったブランド品「富の川越い
も」や「狭山茶」、数々の「みよし野菜」は名産品のひ
とつである。今も多くの平地林や畑が残り、平地林の
落ち葉を堆肥とする、エコロジーに配慮した循環型
農法が現代にも受け継がれている。町域は、東西
6.9㎞、南北4.2㎞、面積15.33㎢で、東は志木市と
富士見市、南東は新座市、南西は所沢市、北はふじ
み野市と川越市に接している。
道路は、関越自動車道と国道254号が南北に

走っており、所沢ＩＣからも近く、さらに平成18年10
月に三芳ＰＡにスマートICが設置された。昨年、ス
マートＩＣのフルインター化が決定し、さらなる利便性
の向上が期待されている。
今年度、まちの将来像を「未来につなぐ　ひと　

まち　みどり　誇れる町」とする「三芳町第５次総合
計画」がスタートした。

三芳スマートＩＣのフルインター化
「西の玄関口」プロジェクトとして、関越自動車道
三芳スマートＩＣのフルインター化及び車種拡大に
取り組んでいる。この整備は、国土交通省より、平成
27年６月に事業化が決定され、７月には町道の連結
が許可されたことから、平成32年の供用開始を目指

三芳町は埼玉県の南西部、東京都心から30㎞に位置する「東京に一番近い町」。人口
38,234人（平成28年3月末現在）、面積15.33㎢のコンパクトな町です。西から東へゆるやか
な勾配をもつ、関東ローム層に覆われた台地に立地しています。
武蔵野の平地林に代表される自然に恵まれた「都心から一番近い緑のオアシス」として、今も

首都近郊農業が盛んです。
町内には鉄道駅はありませんが、関東自動車道の三芳スマートＩＣがあり、「西の玄関口」と

呼んでいます。現在は新潟方面の出入口しかない「ハーフ運用」ですが、地区協議会を設立し、
東京方面の利用もできる「フルインター化」を計画しています。東京オリンピックが開催され
る2020年までに実現したいと考えています。

フルインター化が決定した「三芳スマートＩＣ」 ブックスタートの風景

三芳町概要

●関越自動車道　所沢ＩＣから町役場まで約2.5㎞
 三芳スマートＩＣから町役場まで約3.8㎞

主な交通機関

人口（平成28年3月末現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成28年1月1日現在）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（商業統計）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

資料:「埼玉県市町村勢概要」（平成28年3月）ほか
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45.7歳

15.33k㎡
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52.0％
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富士見市

新座市所沢市

さん とめ

うち  どく

三芳町
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また図書館は、「子ども読書活動推進計画」に基
づき、ブックスタート（４カ月児対象）、ブックスタート
プラス（２歳６カ月児対象）など数々の事業を実施し
成果を上げている。ブックスタートとは、乳幼児健康
診査などの機会に、赤ちゃんとその保護者に絵本を
手渡し、絵本を介して心触れ合うひと時や本に親し
むきっかけを提供すること。子どもたちの読書活動が
豊かに展開されていることが評価され、平成14年と
平成26年に、文部科学省から「子どもの読書活動
優秀実践図書館」として表彰された。
本年度は、第２次子ども読書活動推進計画（平成

29年度～平成33年度）を策定するとともに、家読
（家族ふれあい読書）、読み聞かせ、読書会、ビブリ
オバトル（知的書評合戦）などが活発に展開される
「よみ愛・読書のまち」を推進し、生涯にわたり様々
な場所で読書の喜びが共有できるまちづくりに努め
ていく。 （山口祐次）

はじめに
三芳町は、東京都心から30㎞圏に位置し、「都心

から一番近い緑のオアシス」である。江戸時代に川
越藩によって開発された三富新田を代表とした自然
豊かな風景、そこで育ったブランド品「富の川越い
も」や「狭山茶」、数々の「みよし野菜」は名産品のひ
とつである。今も多くの平地林や畑が残り、平地林の
落ち葉を堆肥とする、エコロジーに配慮した循環型
農法が現代にも受け継がれている。町域は、東西
6.9㎞、南北4.2㎞、面積15.33㎢で、東は志木市と
富士見市、南東は新座市、南西は所沢市、北はふじ
み野市と川越市に接している。
道路は、関越自動車道と国道254号が南北に

走っており、所沢ＩＣからも近く、さらに平成18年10
月に三芳ＰＡにスマートICが設置された。昨年、ス
マートＩＣのフルインター化が決定し、さらなる利便性
の向上が期待されている。
今年度、まちの将来像を「未来につなぐ　ひと　

まち　みどり　誇れる町」とする「三芳町第５次総合
計画」がスタートした。

三芳スマートＩＣのフルインター化
「西の玄関口」プロジェクトとして、関越自動車道
三芳スマートＩＣのフルインター化及び車種拡大に
取り組んでいる。この整備は、国土交通省より、平成
27年６月に事業化が決定され、７月には町道の連結
が許可されたことから、平成32年の供用開始を目指

三芳町は埼玉県の南西部、東京都心から30㎞に位置する「東京に一番近い町」。人口
38,234人（平成28年3月末現在）、面積15.33㎢のコンパクトな町です。西から東へゆるやか
な勾配をもつ、関東ローム層に覆われた台地に立地しています。
武蔵野の平地林に代表される自然に恵まれた「都心から一番近い緑のオアシス」として、今も

首都近郊農業が盛んです。
町内には鉄道駅はありませんが、関東自動車道の三芳スマートＩＣがあり、「西の玄関口」と

呼んでいます。現在は新潟方面の出入口しかない「ハーフ運用」ですが、地区協議会を設立し、
東京方面の利用もできる「フルインター化」を計画しています。東京オリンピックが開催され
る2020年までに実現したいと考えています。

フルインター化が決定した「三芳スマートＩＣ」 ブックスタートの風景

三芳町概要

●関越自動車道　所沢ＩＣから町役場まで約2.5㎞
 三芳スマートＩＣから町役場まで約3.8㎞

主な交通機関

人口（平成28年3月末現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成28年1月1日現在）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（商業統計）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

資料:「埼玉県市町村勢概要」（平成28年3月）ほか

38,234人

15,877世帯

45.7歳

15.33k㎡

154所

1,852.7億円

215店

1,121.2億円

93.4％

52.0％

さいたま市

富士見市

新座市所沢市

さん とめ

うち  どく

三芳町



株式会社 埼玉りそな銀行
公益財団法人 埼玉りそな産業経済振興財団
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂2－9－15
Tel:048-824-1475　FAX:048-824-7821
ホームページアドレス　http://www.sarfic.or.jp/

発 行
企 画 ･ 編 集

埼玉りそな産業経済振興財団企画
編集

公益財団法人

市町村経済データ

世界農業遺産への登録を目指す三富地域（三芳町）

June 2016  No.150 6月号

埼玉りそな
経済情報
1

2

5

9

13

15

17

19

21

裏表紙

彩論  埼玉労働局長 田畑一雄 氏
 「一億総活躍社会」の実現に向けて～埼玉労働局における取組～

ズームアップ  特定医療法人明浩会西大宮病院
経営者セミナー そのお菓子づくりを、もっと美味しく、新しく
  株式会社マスダック 代表取締役社長 増田文治 氏
地域研究レポート  

地方創生の動向と埼玉県の位置付け（Ⅰ）
アンケート調査①  埼玉県内新規学卒者採用状況調査
 採用計画「有り」が６年連続増加

アンケート調査②  埼玉県内賃金改定状況調査
県内経済の動き

月次経済指標
タウンスケープ  三芳町
 未来につなぐ　ひと　まち　みどり　誇れる町

市町村経済データ

地方創生の深化 ～一億総活躍社会の実現へ向けて～シリーズ

埼
玉
り
そ
な
経
済
情
報

6月
号

発
行
・
株
式
会
社
埼
玉
り
そ
な
銀
行
　
●
平
成
28年

6月
1日
発
行
（
毎
月
1回
1日
発
行
・
通
巻
150号

）

この冊子はFSC® 認証用紙および環境調和型の植物性インキを使用しています。

2016年6月1日発行
6月号 No.150

市町村名 市町村名 市町村名

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町
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杉 戸 町
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新設住宅着工戸数

資料：国土交通省「住宅着工統計」

平成27年度
（戸）

前年度比
（％）

12,761

2,726

1,282

5,267

558

359

2,104

534

776

443

773

1,751

1,064

403

837

970

1,596

1,839

3,510

582

1,051

903

平成26年度
（戸）

11,778

2,711

1,444

4,335

492

281

2,432

498

759

615

839

1,192

1,117

508

801

931

1,683

2,274

3,404

773

1,077

736

8.3

0.6

▲ 11.2

21.5

13.4

27.8

▲ 13.5

7.2

2.2

▲ 28.0

▲ 7.9

46.9

▲ 4.7

▲ 20.7

4.5

4.2

▲ 5.2

▲ 19.1

3.1

▲ 24.7

▲ 2.4

22.7

平成27年度
（戸）

前年度比
（％）

前年度比
（％）

988

474

746

1,226

507

842

304

1,240

874

1,389

378

819

269

368

251

1,009

773

355

54,901

278

168

166

平成26年度
（戸）

1,294

895

489

1,132

428

1,085

287

988

890

1,271

295

720

264

396

228

443

790

393

52,968

222

254

163

▲ 23.6

▲ 47.0

52.6

8.3

18.5

▲ 22.4

5.9

25.5

▲ 1.8

9.3

28.1

13.8

1.9

▲ 7.1

10.1

127.8

▲ 2.2

▲ 9.7

3.6

25.2

▲ 33.9

1.8

平成27年度
（戸）

51

218

66

85

88

56

49

30

36

35

34

40

0

47

48

130

156

338

217

120

2,456

57,357

平成26年度
（戸）

33

230

121

63

97

55

39

37

40

47

15

15

3

56

40

182

135

275

215

144

2,481

55,449

54.5

▲ 5.2

▲ 45.5

34.9

▲ 9.3

1.8

25.6

▲ 18.9

▲ 10.0

▲ 25.5

126.7

166.7

-

▲ 16.1

20.0

▲ 28.6

15.6

22.9

0.9

▲ 16.7

▲ 1.0

3.4


