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裏表紙

自治体SDGsの達成に向けてシリーズ

彩論  公益社団法人 埼玉県情報サービス産業協会 会長 石井 進 氏
 ＩＴ新時代の幕開け　～埼玉県の経済発展を願って～

ズームアップ  株式会社菅野製麺所
地域研究レポート  

地方創生SDGsの現状について
調査  埼玉県経済の現状と先行き
 埼玉県の景気は緩やかに持ち直してきたものの、このところ足踏みがみられる

アンケート調査①  埼玉県内新卒者採用状況調査
 新卒者の採用意欲は引き続き強い

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  志木市
 市民力でつくる 未来へ続くふるさと 志木市
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ズ ー ムアップ

インバウンド需要も取り込みながら、ここ十数年
ラーメンブームが続いている。種類も定番の醤油、味
噌、塩のほか横浜家系（豚骨醤油）、豚骨、鶏白湯、
つけ麺、まぜそばなど多様化が進む。そのブームを
支えるのが、全国に３万超あるといわれるラーメン店。
多くは個人経営の店だという。
東京に本社を置き、埼玉県の松伏町に主要生産
工場を置く株式会社菅野製麺所は、個人経営店約
2,400店向けを中心に中華生麺を日産約12万食製
造。三十数台持つトラックで自社配送するほか、関東
圏以外は宅配便で全国に発送している。
「麺の製法はスープによって違います。例えば一
般的に北海道のラーメンは、寒いという地域柄カロ
リーは高めでラードを張ってスープが冷めないように
しているから、脂が多めで味も濃い。そのため麺は
スープがしみ込まない硬くて太いものが多いです。で
も、最近は麺もスープも多様化が進んでいますね。動
物性食品を一切口にしない“ビーガン”向けラーメン
を提供する店もあります」（菅野善男社長）
最小ロットは500～600食。スープの種類や多様

な麺の好みに応じて和風魚介、豚骨魚介、淡麗塩、

の機械でつくっています」
知り合いに頼み、仕上がった生パスタをローマや

フィレンツェの有名店のシェフに試食してもらったとこ
ろ「おいしい」と太鼓判を押され、本格的に販売をス
タート。早速、大型チェーン店に採用された。
「全く新しい商品でしたから、営業は最初、売り先
や販売方法が分からず戸惑っていたようです。ここ
のところ徐々に声がかかり、手ごたえを感じています。
今後は戦略的に営業をかけていきたいです」
これまでは、口コミや得意先からの紹介で新規
の顧客を獲得することが多かったというが、今後は
営業教育と「オウンドメディア（自社所有の広報媒
体）」等のプロモーション活動に力を入れて、製品
と会社の知名度を上げ、売り上げにつなげていく
考えだ。

埼玉県松伏町、東京都大田区と西多摩郡瑞穂町、
茨城県つくば市、神奈川県相模原市に拠点を置く同
社。今後は圏央道の内側エリアの販売をより一層拡
大・強化していきたいと菅野社長は語る。
「ラーメンは起業ハードルが低い事業です。入れ
替わりも激しい市場なのですが、おかげさまで取
引先は順調に増えています。国内の販売を強化し
たのちには、海外輸出にも挑戦していきたいと思
います」
ここ十数年来のラーメンブームによって市場は活
況。これを商機に顧客数を増やし工場の稼働率を上
げて増産体制をつくり、成長をドライブさせる道筋を
描く。そして、その先に見えてくるのが世界だ。菅野
社長には、将来海外進出するラーメン店に向けた輸
出を行うビジョンがある。その最初のステップが
「FSSC22000」の取得ということになる。
激戦を繰り広げながら多様化し続けるラーメン市

場。ニーズに対応しながら、同社の製品は今後も進
化と変化を続けていく。

工場を移転したことでお客さまも減らしてしまいまし
た。困ったなと思っていたところ、大手製麺メーカー
から量販店向け袋物中華麺の依頼があり、OEMで
製造することになったのです」
今から30年ほど前。食品製造の衛生管理が今ほ

ど厳しくはなかった時代に、大手製麺メーカーは5S運
動やHACCP（食品衛生管理システム）に準じた独
自の衛生管理基準を設け運用する取り組みを進めて
いた。同社もそれにならった厳しい衛生管理を行い、
取引先の基準を難なくクリア、HACCPもいち早く取
得した。
大手製麺メーカーとの取引を終了した現在でもそ

の取り組みは継続され、社員の基本姿勢となってい
る。昨年には、食品安全マネジメントシステムの国際
規格である「FSSC22000」の認証も取得した。

では、業界でもトップクラスといわれる同社の衛生
管理、品質管理とはどのようなものなのか？
まず、年間を通して安定した品質を保つために製麺
室、作業場、練り水、製麺冷却庫等各部の温度・湿度
をモニタリング管理、麺の水分量やPH値の検査も行
う。回収コンテナの高温消毒洗浄、出来上がった製品
のみならず原料である小麦にも及ぶ微生物検査、金
属の異物混入検査、各製品にアレルギー表示の明記。
さらには―。
「麺同士がくっつかないようにまぶす“打ち粉”を再
使用する事業者さんは多いようなのですが、当社は使
用後すべて廃棄します。同業の方が工場見学される
とその徹底した管理に、よく驚かれます」
製造後は自社の冷蔵車両で配送。こうして川下ま

で管理された製品が、顧客に届くのである。

長年の経験と実績から、同社は麺のPHや糖度の

個人経営のラーメン店を中心に中華生麺を製造・販売。徹底した
衛生管理と豊富なノウハウで、食の安全と多様な麺を届ける
中華生麺を製造し続けて70年。長年の実績と経験で、顧客が求める多種多様な中華生麺を提供してきた菅野製麺所は、
早くから品質・衛生管理に取り組みながら製造を行ってきた。長らく続くラーメンブームを商機に、今後はより一層の
顧客獲得に力を入れ販売先を拡大するビジョンを描く。そしてその先にある世界市場を見つめる。

株式会社菅野製麺所

違いによるスープの絡み具合をデータ化。培ってき
たノウハウも駆使して、“酸性度の高いスープは麺で
PH濃度を調整”“主張の強いスープにはその味を変
えない麺が最適”等、麺とスープのベストな組み合わ
せを見つけ、数多くのオリジナル麺を研究・開発して
きた。そして、個人店に向けて少量でバリエーション
豊かな麺づくりを実現させるため、平成23（2011）
年松伏町に工場を新設する。

「少量多品種で製造するために、工場のラインを
すぐに切り替えられる仕組みにしました。できるだけ
製造を自動化させて生産性の向上も図っています」
粉をラインに投入する給粉、麺の種類に応じたか

ん水（麺の風味とこしを生み出す添加物）や卵白粉
などの投入後の攪拌、熟成後の麺の圧延、麺切り、
包装まで、製造工程の多くが機械によって自動化さ
れている。麺の太さ、ストレート・手もみ風といった複
雑な形状さえも約50種類の切り刃で実現することが
でき、顧客のいかなる要望にも応じることができる。
その一方で、工場ラインに麺の製造や特性を熟知

した専任担当者（製麺技能士）を配置。材料の種類
や分量、加工の仕方など製品ごとに機械の調整を行
い、顧客の微細なニーズに対応している。こうして、

麺の歯ごたえと風味が特徴の「低加水麺」、モチモ
チした食感の「多加水手もみ麺」、コシが特徴の「多
加水熟成麺」等、同社独自のオリジナル麺が数多く
生み出されているのである。
顧客からは、「難しいオーダーにも応えてくれる」

「スープに合う麺の選択肢が豊富」「老舗ならでは
の麺のデータがある」「1年中安定した品質の麺」な
ど、高い評価と絶大な信頼が寄せられている。

同社は主軸とする中華生麺のほかに中華まんや
シューマイ、春巻き、ギョーザ等の製造も行い、高速
道サービスエリアやラーメン店などに卸している。
さらに近年は製粉会社からの指導を受け、中華麺
で培ってきた製麺技術を生かして生パスタの製造を
開始した。生パスタはデュラム小麦粉等に卵、塩、水
を加え練りこんでつくり、モチモチした食感が特徴。こ
れは中華麺に共通したものだった。そこで、これまで
の技術を横展開できるのでは、と考えたからであった。
「イタリアでは生パスタをつくる際、中華麺の製造
と同じように圧延して生地を延ばしてカットするらし
いんです。ですから生パスタの材料を用いて、中華麺

●代 表 者 代表取締役　菅野 善男
●創　　業 昭和24年10月
●設　　立 昭和28年11月
●資 本 金 4,970万円
●従業員数 75名
●事業内容 生麺類および中華惣菜・冷凍食品の製造販売
●所 在 地 〒144-0051 東京都大田区西蒲田6-29-2
 TEL 03-3735-1561　FAX 03-3730-0599
●U R L http://www.kannoseimen.com

代表取締役　菅野 善男氏

担々麺、つけ麺、まぜそば、九州・博多向けなど300
種類以上のオリジナル品を持つ。また、顧客の依頼
に応じたオーダー麺の開発も手掛けている。

創業者である菅野社長の父は戦後の厳しい食料
事情を目にし、「安くておいしいものを提供したい」と
いう情熱から独学で製麺技術を習得。昭和24
（1949）年、東京都大田区で創業した。食料不足と
いう時代背景もあり、業績は順調に推移していった。
「当時はラーメン専門店が少なくて、ラーメンとい
えば中華料理店で食べるのが普通でした。その需要
に応えて、中華料理店に一般的な東京ラーメンの細
い縮れ麺や卵の入った麺を卸していたようです」
昭和45年、同社は埼玉県吉川市に大型工場を建
設する。当時、近隣の個人ベーカリーが徐々に姿を
消し、大手製パンメーカーが町場の小売店に卸すス
タイルに変化するのを見た先代が、「いずれ製麺業
界もそうなるだろう」と考えての決断だった。
「ところが販売店に麺を卸す計画がうまくいかず、

公益社団法人
埼玉県情報サービス産業協会
会長 石井 進氏

当協会は埼玉県に拠点を有する情報サービス
企業が集まり、情報の高度化を促進し、地域経済
振興に寄与することを目的に、平成5年任意団体
として発足しました。平成8年には埼玉県知事より
社団法人の認可を受け、ＩＴ人材育成・地域情報
高度化推進・調査研究・啓蒙普及・産学官交流・
国際交流・福利厚生・労働環境改善・共同求人な
どの諸事業を推進してまいりました。その後、平成
24年3月、公益法人制度改革関連法にのっとり、
情報サービス産業団体として埼玉県唯一の公益
社団法人の認可を県知事より受け、4月より「公益
社団法人埼玉県情報サービス産業協会」として
新発足しました。
わが国は、高齢化社会の到来に伴い労働力人

口が急速な勢いで減少し、高齢者や女性・外国人
労働者の活躍機会の創出が叫ばれております。一
方で、ＩＴ技術の進展は著しく、ＩｏＴの活用が進み、
労働力の不足を補う形で、クラウド機能やＲＰＡ
（Robotic Process Automation）などの安価
な人工知能の活用により企業規模に関わらずＩＴ
の普及拡大が進み、更には、企業戦略策定・遂行
にまでＩＴ機能が活用される時代が訪れつつあり
ます。
平成から令和に元号が変わりましたが、本年は、

令和の始まりと共に、人間の生活に豊かさや便利
さを提供するＩＴのエンジンとして、本格的に人工
知能の活用が始まる「人工知能元年」のスタート
と言っていいかもしれません。

加えて、2020年には、教育指導要領でプログラ
ミング教育が必修化され、ＩＴが小学生時代からよ
り身近な存在となり、まさに社会インフラとして重
要な役割を担う時代が到来すると思っています。
そうした時代背景を踏まえ、当協会では地域情

報化推進事業の2大イベントとして、昨年11月に、
次世代を担う若い人材のＩＴ技術育成を図るため
に「彩の国ＩＣＴコンテスト2018」を開催し、138
企業・団体・個人に応募いただきました。本コンテ
ストは、昨年で23回目を迎えましたが、埼玉県、さ
いたま市、関東総合通信局、関東経済産業局、埼
玉労働局などの後援団体及び多くの協賛企業の
ご支援の下、地域における若い世代のＩＴリテラ
シー向上を図るために開催しております。
もう1つのイベントとして、今年1月にはさいたま

スーパーアリーナにて、「彩の国ビジネスアリーナ
2019」を埼玉県・埼玉県産業振興公社・県内6金
融機関と共同開催しました。今やＳＮＳなどの普及
により、世の中には、さまざまな情報が蔓延してお
り、自社の企業戦略にとって、有益な情報の発掘
や選別の重要性が増していると感じております。
「彩の国ビジネスアリーナ2019」はそうした時代
のニーズにお応えするものであります。
これからも、更なる高度情報化を推進するため

に、関係機関と連携を強化し、ＩＴで地域経済の発
展に寄与すべく、諸事業を展開してまいる所存で
すので、今後とも、当協会へのご支援ご協力をよろ
しくお願い申し上げます。

業界に先駆け食の安全に取り組む

ＩＴ新時代の幕開け 
～埼玉県の経済発展を願って～
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ズ ー ムアップ

インバウンド需要も取り込みながら、ここ十数年
ラーメンブームが続いている。種類も定番の醤油、味
噌、塩のほか横浜家系（豚骨醤油）、豚骨、鶏白湯、
つけ麺、まぜそばなど多様化が進む。そのブームを
支えるのが、全国に３万超あるといわれるラーメン店。
多くは個人経営の店だという。
東京に本社を置き、埼玉県の松伏町に主要生産
工場を置く株式会社菅野製麺所は、個人経営店約
2,400店向けを中心に中華生麺を日産約12万食製
造。三十数台持つトラックで自社配送するほか、関東
圏以外は宅配便で全国に発送している。
「麺の製法はスープによって違います。例えば一
般的に北海道のラーメンは、寒いという地域柄カロ
リーは高めでラードを張ってスープが冷めないように
しているから、脂が多めで味も濃い。そのため麺は
スープがしみ込まない硬くて太いものが多いです。で
も、最近は麺もスープも多様化が進んでいますね。動
物性食品を一切口にしない“ビーガン”向けラーメン
を提供する店もあります」（菅野善男社長）
最小ロットは500～600食。スープの種類や多様

な麺の好みに応じて和風魚介、豚骨魚介、淡麗塩、

の機械でつくっています」
知り合いに頼み、仕上がった生パスタをローマや

フィレンツェの有名店のシェフに試食してもらったとこ
ろ「おいしい」と太鼓判を押され、本格的に販売をス
タート。早速、大型チェーン店に採用された。
「全く新しい商品でしたから、営業は最初、売り先
や販売方法が分からず戸惑っていたようです。ここ
のところ徐々に声がかかり、手ごたえを感じています。
今後は戦略的に営業をかけていきたいです」
これまでは、口コミや得意先からの紹介で新規
の顧客を獲得することが多かったというが、今後は
営業教育と「オウンドメディア（自社所有の広報媒
体）」等のプロモーション活動に力を入れて、製品
と会社の知名度を上げ、売り上げにつなげていく
考えだ。

埼玉県松伏町、東京都大田区と西多摩郡瑞穂町、
茨城県つくば市、神奈川県相模原市に拠点を置く同
社。今後は圏央道の内側エリアの販売をより一層拡
大・強化していきたいと菅野社長は語る。
「ラーメンは起業ハードルが低い事業です。入れ
替わりも激しい市場なのですが、おかげさまで取
引先は順調に増えています。国内の販売を強化し
たのちには、海外輸出にも挑戦していきたいと思
います」
ここ十数年来のラーメンブームによって市場は活
況。これを商機に顧客数を増やし工場の稼働率を上
げて増産体制をつくり、成長をドライブさせる道筋を
描く。そして、その先に見えてくるのが世界だ。菅野
社長には、将来海外進出するラーメン店に向けた輸
出を行うビジョンがある。その最初のステップが
「FSSC22000」の取得ということになる。
激戦を繰り広げながら多様化し続けるラーメン市

場。ニーズに対応しながら、同社の製品は今後も進
化と変化を続けていく。

工場を移転したことでお客さまも減らしてしまいまし
た。困ったなと思っていたところ、大手製麺メーカー
から量販店向け袋物中華麺の依頼があり、OEMで
製造することになったのです」
今から30年ほど前。食品製造の衛生管理が今ほ

ど厳しくはなかった時代に、大手製麺メーカーは5S運
動やHACCP（食品衛生管理システム）に準じた独
自の衛生管理基準を設け運用する取り組みを進めて
いた。同社もそれにならった厳しい衛生管理を行い、
取引先の基準を難なくクリア、HACCPもいち早く取
得した。
大手製麺メーカーとの取引を終了した現在でもそ

の取り組みは継続され、社員の基本姿勢となってい
る。昨年には、食品安全マネジメントシステムの国際
規格である「FSSC22000」の認証も取得した。

では、業界でもトップクラスといわれる同社の衛生
管理、品質管理とはどのようなものなのか？
まず、年間を通して安定した品質を保つために製麺
室、作業場、練り水、製麺冷却庫等各部の温度・湿度
をモニタリング管理、麺の水分量やPH値の検査も行
う。回収コンテナの高温消毒洗浄、出来上がった製品
のみならず原料である小麦にも及ぶ微生物検査、金
属の異物混入検査、各製品にアレルギー表示の明記。
さらには―。
「麺同士がくっつかないようにまぶす“打ち粉”を再
使用する事業者さんは多いようなのですが、当社は使
用後すべて廃棄します。同業の方が工場見学される
とその徹底した管理に、よく驚かれます」
製造後は自社の冷蔵車両で配送。こうして川下ま

で管理された製品が、顧客に届くのである。

長年の経験と実績から、同社は麺のPHや糖度の

個人経営のラーメン店を中心に中華生麺を製造・販売。徹底した
衛生管理と豊富なノウハウで、食の安全と多様な麺を届ける
中華生麺を製造し続けて70年。長年の実績と経験で、顧客が求める多種多様な中華生麺を提供してきた菅野製麺所は、
早くから品質・衛生管理に取り組みながら製造を行ってきた。長らく続くラーメンブームを商機に、今後はより一層の
顧客獲得に力を入れ販売先を拡大するビジョンを描く。そしてその先にある世界市場を見つめる。

株式会社菅野製麺所

違いによるスープの絡み具合をデータ化。培ってき
たノウハウも駆使して、“酸性度の高いスープは麺で
PH濃度を調整”“主張の強いスープにはその味を変
えない麺が最適”等、麺とスープのベストな組み合わ
せを見つけ、数多くのオリジナル麺を研究・開発して
きた。そして、個人店に向けて少量でバリエーション
豊かな麺づくりを実現させるため、平成23（2011）
年松伏町に工場を新設する。

「少量多品種で製造するために、工場のラインを
すぐに切り替えられる仕組みにしました。できるだけ
製造を自動化させて生産性の向上も図っています」
粉をラインに投入する給粉、麺の種類に応じたか

ん水（麺の風味とこしを生み出す添加物）や卵白粉
などの投入後の攪拌、熟成後の麺の圧延、麺切り、
包装まで、製造工程の多くが機械によって自動化さ
れている。麺の太さ、ストレート・手もみ風といった複
雑な形状さえも約50種類の切り刃で実現することが
でき、顧客のいかなる要望にも応じることができる。
その一方で、工場ラインに麺の製造や特性を熟知

した専任担当者（製麺技能士）を配置。材料の種類
や分量、加工の仕方など製品ごとに機械の調整を行
い、顧客の微細なニーズに対応している。こうして、

麺の歯ごたえと風味が特徴の「低加水麺」、モチモ
チした食感の「多加水手もみ麺」、コシが特徴の「多
加水熟成麺」等、同社独自のオリジナル麺が数多く
生み出されているのである。
顧客からは、「難しいオーダーにも応えてくれる」

「スープに合う麺の選択肢が豊富」「老舗ならでは
の麺のデータがある」「1年中安定した品質の麺」な
ど、高い評価と絶大な信頼が寄せられている。

同社は主軸とする中華生麺のほかに中華まんや
シューマイ、春巻き、ギョーザ等の製造も行い、高速
道サービスエリアやラーメン店などに卸している。
さらに近年は製粉会社からの指導を受け、中華麺
で培ってきた製麺技術を生かして生パスタの製造を
開始した。生パスタはデュラム小麦粉等に卵、塩、水
を加え練りこんでつくり、モチモチした食感が特徴。こ
れは中華麺に共通したものだった。そこで、これまで
の技術を横展開できるのでは、と考えたからであった。
「イタリアでは生パスタをつくる際、中華麺の製造
と同じように圧延して生地を延ばしてカットするらし
いんです。ですから生パスタの材料を用いて、中華麺

●代 表 者 代表取締役　菅野 善男
●創　　業 昭和24年10月
●設　　立 昭和28年11月
●資 本 金 4,970万円
●従業員数 75名
●事業内容 生麺類および中華惣菜・冷凍食品の製造販売
●所 在 地 〒144-0051 東京都大田区西蒲田6-29-2
 TEL 03-3735-1561　FAX 03-3730-0599
●U R L http://www.kannoseimen.com

代表取締役　菅野 善男氏

担々麺、つけ麺、まぜそば、九州・博多向けなど300
種類以上のオリジナル品を持つ。また、顧客の依頼
に応じたオーダー麺の開発も手掛けている。

創業者である菅野社長の父は戦後の厳しい食料
事情を目にし、「安くておいしいものを提供したい」と
いう情熱から独学で製麺技術を習得。昭和24
（1949）年、東京都大田区で創業した。食料不足と
いう時代背景もあり、業績は順調に推移していった。
「当時はラーメン専門店が少なくて、ラーメンとい
えば中華料理店で食べるのが普通でした。その需要
に応えて、中華料理店に一般的な東京ラーメンの細
い縮れ麺や卵の入った麺を卸していたようです」
昭和45年、同社は埼玉県吉川市に大型工場を建
設する。当時、近隣の個人ベーカリーが徐々に姿を
消し、大手製パンメーカーが町場の小売店に卸すス
タイルに変化するのを見た先代が、「いずれ製麺業
界もそうなるだろう」と考えての決断だった。
「ところが販売店に麺を卸す計画がうまくいかず、

公益社団法人
埼玉県情報サービス産業協会
会長 石井 進氏

当協会は埼玉県に拠点を有する情報サービス
企業が集まり、情報の高度化を促進し、地域経済
振興に寄与することを目的に、平成5年任意団体
として発足しました。平成8年には埼玉県知事より
社団法人の認可を受け、ＩＴ人材育成・地域情報
高度化推進・調査研究・啓蒙普及・産学官交流・
国際交流・福利厚生・労働環境改善・共同求人な
どの諸事業を推進してまいりました。その後、平成
24年3月、公益法人制度改革関連法にのっとり、
情報サービス産業団体として埼玉県唯一の公益
社団法人の認可を県知事より受け、4月より「公益
社団法人埼玉県情報サービス産業協会」として
新発足しました。
わが国は、高齢化社会の到来に伴い労働力人

口が急速な勢いで減少し、高齢者や女性・外国人
労働者の活躍機会の創出が叫ばれております。一
方で、ＩＴ技術の進展は著しく、ＩｏＴの活用が進み、
労働力の不足を補う形で、クラウド機能やＲＰＡ
（Robotic Process Automation）などの安価
な人工知能の活用により企業規模に関わらずＩＴ
の普及拡大が進み、更には、企業戦略策定・遂行
にまでＩＴ機能が活用される時代が訪れつつあり
ます。
平成から令和に元号が変わりましたが、本年は、

令和の始まりと共に、人間の生活に豊かさや便利
さを提供するＩＴのエンジンとして、本格的に人工
知能の活用が始まる「人工知能元年」のスタート
と言っていいかもしれません。

加えて、2020年には、教育指導要領でプログラ
ミング教育が必修化され、ＩＴが小学生時代からよ
り身近な存在となり、まさに社会インフラとして重
要な役割を担う時代が到来すると思っています。
そうした時代背景を踏まえ、当協会では地域情

報化推進事業の2大イベントとして、昨年11月に、
次世代を担う若い人材のＩＴ技術育成を図るため
に「彩の国ＩＣＴコンテスト2018」を開催し、138
企業・団体・個人に応募いただきました。本コンテ
ストは、昨年で23回目を迎えましたが、埼玉県、さ
いたま市、関東総合通信局、関東経済産業局、埼
玉労働局などの後援団体及び多くの協賛企業の
ご支援の下、地域における若い世代のＩＴリテラ
シー向上を図るために開催しております。
もう1つのイベントとして、今年1月にはさいたま

スーパーアリーナにて、「彩の国ビジネスアリーナ
2019」を埼玉県・埼玉県産業振興公社・県内6金
融機関と共同開催しました。今やＳＮＳなどの普及
により、世の中には、さまざまな情報が蔓延してお
り、自社の企業戦略にとって、有益な情報の発掘
や選別の重要性が増していると感じております。
「彩の国ビジネスアリーナ2019」はそうした時代
のニーズにお応えするものであります。
これからも、更なる高度情報化を推進するため

に、関係機関と連携を強化し、ＩＴで地域経済の発
展に寄与すべく、諸事業を展開してまいる所存で
すので、今後とも、当協会へのご支援ご協力をよろ
しくお願い申し上げます。

業界に先駆け食の安全に取り組む

ＩＴ新時代の幕開け 
～埼玉県の経済発展を願って～
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インバウンド需要も取り込みながら、ここ十数年
ラーメンブームが続いている。種類も定番の醤油、味
噌、塩のほか横浜家系（豚骨醤油）、豚骨、鶏白湯、
つけ麺、まぜそばなど多様化が進む。そのブームを
支えるのが、全国に３万超あるといわれるラーメン店。
多くは個人経営の店だという。
東京に本社を置き、埼玉県の松伏町に主要生産
工場を置く株式会社菅野製麺所は、個人経営店約
2,400店向けを中心に中華生麺を日産約12万食製
造。三十数台持つトラックで自社配送するほか、関東
圏以外は宅配便で全国に発送している。
「麺の製法はスープによって違います。例えば一
般的に北海道のラーメンは、寒いという地域柄カロ
リーは高めでラードを張ってスープが冷めないように
しているから、脂が多めで味も濃い。そのため麺は
スープがしみ込まない硬くて太いものが多いです。で
も、最近は麺もスープも多様化が進んでいますね。動
物性食品を一切口にしない“ビーガン”向けラーメン
を提供する店もあります」（菅野善男社長）
最小ロットは500～600食。スープの種類や多様

な麺の好みに応じて和風魚介、豚骨魚介、淡麗塩、

の機械でつくっています」
知り合いに頼み、仕上がった生パスタをローマや

フィレンツェの有名店のシェフに試食してもらったとこ
ろ「おいしい」と太鼓判を押され、本格的に販売をス
タート。早速、大型チェーン店に採用された。
「全く新しい商品でしたから、営業は最初、売り先
や販売方法が分からず戸惑っていたようです。ここ
のところ徐々に声がかかり、手ごたえを感じています。
今後は戦略的に営業をかけていきたいです」
これまでは、口コミや得意先からの紹介で新規
の顧客を獲得することが多かったというが、今後は
営業教育と「オウンドメディア（自社所有の広報媒
体）」等のプロモーション活動に力を入れて、製品
と会社の知名度を上げ、売り上げにつなげていく
考えだ。

埼玉県松伏町、東京都大田区と西多摩郡瑞穂町、
茨城県つくば市、神奈川県相模原市に拠点を置く同
社。今後は圏央道の内側エリアの販売をより一層拡
大・強化していきたいと菅野社長は語る。
「ラーメンは起業ハードルが低い事業です。入れ
替わりも激しい市場なのですが、おかげさまで取
引先は順調に増えています。国内の販売を強化し
たのちには、海外輸出にも挑戦していきたいと思
います」
ここ十数年来のラーメンブームによって市場は活
況。これを商機に顧客数を増やし工場の稼働率を上
げて増産体制をつくり、成長をドライブさせる道筋を
描く。そして、その先に見えてくるのが世界だ。菅野
社長には、将来海外進出するラーメン店に向けた輸
出を行うビジョンがある。その最初のステップが
「FSSC22000」の取得ということになる。
激戦を繰り広げながら多様化し続けるラーメン市
場。ニーズに対応しながら、同社の製品は今後も進
化と変化を続けていく。

工場を移転したことでお客さまも減らしてしまいまし
た。困ったなと思っていたところ、大手製麺メーカー
から量販店向け袋物中華麺の依頼があり、OEMで
製造することになったのです」
今から30年ほど前。食品製造の衛生管理が今ほ

ど厳しくはなかった時代に、大手製麺メーカーは5S運
動やHACCP（食品衛生管理システム）に準じた独
自の衛生管理基準を設け運用する取り組みを進めて
いた。同社もそれにならった厳しい衛生管理を行い、
取引先の基準を難なくクリア、HACCPもいち早く取
得した。
大手製麺メーカーとの取引を終了した現在でもそ

の取り組みは継続され、社員の基本姿勢となってい
る。昨年には、食品安全マネジメントシステムの国際
規格である「FSSC22000」の認証も取得した。

では、業界でもトップクラスといわれる同社の衛生
管理、品質管理とはどのようなものなのか？
まず、年間を通して安定した品質を保つために製麺
室、作業場、練り水、製麺冷却庫等各部の温度・湿度
をモニタリング管理、麺の水分量やPH値の検査も行
う。回収コンテナの高温消毒洗浄、出来上がった製品
のみならず原料である小麦にも及ぶ微生物検査、金
属の異物混入検査、各製品にアレルギー表示の明記。
さらには―。
「麺同士がくっつかないようにまぶす“打ち粉”を再
使用する事業者さんは多いようなのですが、当社は使
用後すべて廃棄します。同業の方が工場見学される
とその徹底した管理に、よく驚かれます」
製造後は自社の冷蔵車両で配送。こうして川下ま

で管理された製品が、顧客に届くのである。

長年の経験と実績から、同社は麺のPHや糖度の

国内の販売を強化した先に見えてくる世界

株式会社菅野製麺所ZOOM UP

違いによるスープの絡み具合をデータ化。培ってき
たノウハウも駆使して、“酸性度の高いスープは麺で
PH濃度を調整”“主張の強いスープにはその味を変
えない麺が最適”等、麺とスープのベストな組み合わ
せを見つけ、数多くのオリジナル麺を研究・開発して
きた。そして、個人店に向けて少量でバリエーション
豊かな麺づくりを実現させるため、平成23（2011）
年松伏町に工場を新設する。

「少量多品種で製造するために、工場のラインを
すぐに切り替えられる仕組みにしました。できるだけ
製造を自動化させて生産性の向上も図っています」
粉をラインに投入する給粉、麺の種類に応じたか

ん水（麺の風味とこしを生み出す添加物）や卵白粉
などの投入後の攪拌、熟成後の麺の圧延、麺切り、
包装まで、製造工程の多くが機械によって自動化さ
れている。麺の太さ、ストレート・手もみ風といった複
雑な形状さえも約50種類の切り刃で実現することが
でき、顧客のいかなる要望にも応じることができる。
その一方で、工場ラインに麺の製造や特性を熟知

した専任担当者（製麺技能士）を配置。材料の種類
や分量、加工の仕方など製品ごとに機械の調整を行
い、顧客の微細なニーズに対応している。こうして、

麺の歯ごたえと風味が特徴の「低加水麺」、モチモ
チした食感の「多加水手もみ麺」、コシが特徴の「多
加水熟成麺」等、同社独自のオリジナル麺が数多く
生み出されているのである。
顧客からは、「難しいオーダーにも応えてくれる」

「スープに合う麺の選択肢が豊富」「老舗ならでは
の麺のデータがある」「1年中安定した品質の麺」な
ど、高い評価と絶大な信頼が寄せられている。

同社は主軸とする中華生麺のほかに中華まんや
シューマイ、春巻き、ギョーザ等の製造も行い、高速
道サービスエリアやラーメン店などに卸している。
さらに近年は製粉会社からの指導を受け、中華麺
で培ってきた製麺技術を生かして生パスタの製造を
開始した。生パスタはデュラム小麦粉等に卵、塩、水
を加え練りこんでつくり、モチモチした食感が特徴。こ
れは中華麺に共通したものだった。そこで、これまで
の技術を横展開できるのでは、と考えたからであった。
「イタリアでは生パスタをつくる際、中華麺の製造
と同じように圧延して生地を延ばしてカットするらし
いんです。ですから生パスタの材料を用いて、中華麺

担々麺、つけ麺、まぜそば、九州・博多向けなど300
種類以上のオリジナル品を持つ。また、顧客の依頼
に応じたオーダー麺の開発も手掛けている。

創業者である菅野社長の父は戦後の厳しい食料
事情を目にし、「安くておいしいものを提供したい」と
いう情熱から独学で製麺技術を習得。昭和24
（1949）年、東京都大田区で創業した。食料不足と
いう時代背景もあり、業績は順調に推移していった。
「当時はラーメン専門店が少なくて、ラーメンとい
えば中華料理店で食べるのが普通でした。その需要
に応えて、中華料理店に一般的な東京ラーメンの細
い縮れ麺や卵の入った麺を卸していたようです」
昭和45年、同社は埼玉県吉川市に大型工場を建
設する。当時、近隣の個人ベーカリーが徐々に姿を
消し、大手製パンメーカーが町場の小売店に卸すス
タイルに変化するのを見た先代が、「いずれ製麺業
界もそうなるだろう」と考えての決断だった。
「ところが販売店に麺を卸す計画がうまくいかず、

業界トップクラスの衛生管理とは

多様な店の要望に応える技術力

中華麺の技術を生パスタに横展開

製麺機が麺を切り出す様子工場外観

微生物検査の様子 生パスタ 中華生麺製品群
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インバウンド需要も取り込みながら、ここ十数年
ラーメンブームが続いている。種類も定番の醤油、味
噌、塩のほか横浜家系（豚骨醤油）、豚骨、鶏白湯、
つけ麺、まぜそばなど多様化が進む。そのブームを
支えるのが、全国に３万超あるといわれるラーメン店。
多くは個人経営の店だという。
東京に本社を置き、埼玉県の松伏町に主要生産

工場を置く株式会社菅野製麺所は、個人経営店約
2,400店向けを中心に中華生麺を日産約12万食製
造。三十数台持つトラックで自社配送するほか、関東
圏以外は宅配便で全国に発送している。
「麺の製法はスープによって違います。例えば一
般的に北海道のラーメンは、寒いという地域柄カロ
リーは高めでラードを張ってスープが冷めないように
しているから、脂が多めで味も濃い。そのため麺は
スープがしみ込まない硬くて太いものが多いです。で
も、最近は麺もスープも多様化が進んでいますね。動
物性食品を一切口にしない“ビーガン”向けラーメン
を提供する店もあります」（菅野善男社長）
最小ロットは500～600食。スープの種類や多様

な麺の好みに応じて和風魚介、豚骨魚介、淡麗塩、

の機械でつくっています」
知り合いに頼み、仕上がった生パスタをローマや

フィレンツェの有名店のシェフに試食してもらったとこ
ろ「おいしい」と太鼓判を押され、本格的に販売をス
タート。早速、大型チェーン店に採用された。
「全く新しい商品でしたから、営業は最初、売り先
や販売方法が分からず戸惑っていたようです。ここ
のところ徐々に声がかかり、手ごたえを感じています。
今後は戦略的に営業をかけていきたいです」
これまでは、口コミや得意先からの紹介で新規
の顧客を獲得することが多かったというが、今後は
営業教育と「オウンドメディア（自社所有の広報媒
体）」等のプロモーション活動に力を入れて、製品
と会社の知名度を上げ、売り上げにつなげていく
考えだ。

埼玉県松伏町、東京都大田区と西多摩郡瑞穂町、
茨城県つくば市、神奈川県相模原市に拠点を置く同
社。今後は圏央道の内側エリアの販売をより一層拡
大・強化していきたいと菅野社長は語る。
「ラーメンは起業ハードルが低い事業です。入れ
替わりも激しい市場なのですが、おかげさまで取
引先は順調に増えています。国内の販売を強化し
たのちには、海外輸出にも挑戦していきたいと思
います」
ここ十数年来のラーメンブームによって市場は活
況。これを商機に顧客数を増やし工場の稼働率を上
げて増産体制をつくり、成長をドライブさせる道筋を
描く。そして、その先に見えてくるのが世界だ。菅野
社長には、将来海外進出するラーメン店に向けた輸
出を行うビジョンがある。その最初のステップが
「FSSC22000」の取得ということになる。
激戦を繰り広げながら多様化し続けるラーメン市
場。ニーズに対応しながら、同社の製品は今後も進
化と変化を続けていく。

工場を移転したことでお客さまも減らしてしまいまし
た。困ったなと思っていたところ、大手製麺メーカー
から量販店向け袋物中華麺の依頼があり、OEMで
製造することになったのです」
今から30年ほど前。食品製造の衛生管理が今ほ

ど厳しくはなかった時代に、大手製麺メーカーは5S運
動やHACCP（食品衛生管理システム）に準じた独
自の衛生管理基準を設け運用する取り組みを進めて
いた。同社もそれにならった厳しい衛生管理を行い、
取引先の基準を難なくクリア、HACCPもいち早く取
得した。
大手製麺メーカーとの取引を終了した現在でもそ

の取り組みは継続され、社員の基本姿勢となってい
る。昨年には、食品安全マネジメントシステムの国際
規格である「FSSC22000」の認証も取得した。

では、業界でもトップクラスといわれる同社の衛生
管理、品質管理とはどのようなものなのか？
まず、年間を通して安定した品質を保つために製麺
室、作業場、練り水、製麺冷却庫等各部の温度・湿度
をモニタリング管理、麺の水分量やPH値の検査も行
う。回収コンテナの高温消毒洗浄、出来上がった製品
のみならず原料である小麦にも及ぶ微生物検査、金
属の異物混入検査、各製品にアレルギー表示の明記。
さらには―。
「麺同士がくっつかないようにまぶす“打ち粉”を再
使用する事業者さんは多いようなのですが、当社は使
用後すべて廃棄します。同業の方が工場見学される
とその徹底した管理に、よく驚かれます」
製造後は自社の冷蔵車両で配送。こうして川下ま

で管理された製品が、顧客に届くのである。

長年の経験と実績から、同社は麺のPHや糖度の

国内の販売を強化した先に見えてくる世界

株式会社菅野製麺所ZOOM UP

違いによるスープの絡み具合をデータ化。培ってき
たノウハウも駆使して、“酸性度の高いスープは麺で
PH濃度を調整”“主張の強いスープにはその味を変
えない麺が最適”等、麺とスープのベストな組み合わ
せを見つけ、数多くのオリジナル麺を研究・開発して
きた。そして、個人店に向けて少量でバリエーション
豊かな麺づくりを実現させるため、平成23（2011）
年松伏町に工場を新設する。

「少量多品種で製造するために、工場のラインを
すぐに切り替えられる仕組みにしました。できるだけ
製造を自動化させて生産性の向上も図っています」
粉をラインに投入する給粉、麺の種類に応じたか

ん水（麺の風味とこしを生み出す添加物）や卵白粉
などの投入後の攪拌、熟成後の麺の圧延、麺切り、
包装まで、製造工程の多くが機械によって自動化さ
れている。麺の太さ、ストレート・手もみ風といった複
雑な形状さえも約50種類の切り刃で実現することが
でき、顧客のいかなる要望にも応じることができる。
その一方で、工場ラインに麺の製造や特性を熟知

した専任担当者（製麺技能士）を配置。材料の種類
や分量、加工の仕方など製品ごとに機械の調整を行
い、顧客の微細なニーズに対応している。こうして、

麺の歯ごたえと風味が特徴の「低加水麺」、モチモ
チした食感の「多加水手もみ麺」、コシが特徴の「多
加水熟成麺」等、同社独自のオリジナル麺が数多く
生み出されているのである。
顧客からは、「難しいオーダーにも応えてくれる」

「スープに合う麺の選択肢が豊富」「老舗ならでは
の麺のデータがある」「1年中安定した品質の麺」な
ど、高い評価と絶大な信頼が寄せられている。

同社は主軸とする中華生麺のほかに中華まんや
シューマイ、春巻き、ギョーザ等の製造も行い、高速
道サービスエリアやラーメン店などに卸している。
さらに近年は製粉会社からの指導を受け、中華麺
で培ってきた製麺技術を生かして生パスタの製造を
開始した。生パスタはデュラム小麦粉等に卵、塩、水
を加え練りこんでつくり、モチモチした食感が特徴。こ
れは中華麺に共通したものだった。そこで、これまで
の技術を横展開できるのでは、と考えたからであった。
「イタリアでは生パスタをつくる際、中華麺の製造
と同じように圧延して生地を延ばしてカットするらし
いんです。ですから生パスタの材料を用いて、中華麺

担々麺、つけ麺、まぜそば、九州・博多向けなど300
種類以上のオリジナル品を持つ。また、顧客の依頼
に応じたオーダー麺の開発も手掛けている。

創業者である菅野社長の父は戦後の厳しい食料
事情を目にし、「安くておいしいものを提供したい」と
いう情熱から独学で製麺技術を習得。昭和24
（1949）年、東京都大田区で創業した。食料不足と
いう時代背景もあり、業績は順調に推移していった。
「当時はラーメン専門店が少なくて、ラーメンとい
えば中華料理店で食べるのが普通でした。その需要
に応えて、中華料理店に一般的な東京ラーメンの細
い縮れ麺や卵の入った麺を卸していたようです」
昭和45年、同社は埼玉県吉川市に大型工場を建
設する。当時、近隣の個人ベーカリーが徐々に姿を
消し、大手製パンメーカーが町場の小売店に卸すス
タイルに変化するのを見た先代が、「いずれ製麺業
界もそうなるだろう」と考えての決断だった。
「ところが販売店に麺を卸す計画がうまくいかず、

業界トップクラスの衛生管理とは

多様な店の要望に応える技術力

中華麺の技術を生パスタに横展開

製麺機が麺を切り出す様子工場外観

微生物検査の様子 生パスタ 中華生麺製品群

ハ  サ  ッ プ



地域研究レポート

埼玉りそな経済情報2019.7埼玉りそな経済情報2019.75 6

〈先行き〉　埼玉県内企業の2019年経営見通し
（当財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項
として、人手不足をあげる企業が3年連続で最も多
かった。埼玉県の有効求人倍率は、直近のピークか
らはわずかに低下しているものの、引き続き県内企
業の雇用の不足感は強いことから、県内の雇用情勢
は先行きも改善を続けるとみられる。
　また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、 2019年度に正社員の賃上げを実施すると回
答した企業の割合は69.3％、非正社員の賃上げを
行う企業の割合は30.9％となった。いずれも前年の
水準は下回ったものの、賃上げを実施する企業の割
合は引き続き高い水準にある。

2019年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、2四半期連続でプラス成長を記録した。わが国
の景気は、緩やかに回復しているとみられるものの、
中国経済の減速等の影響を受けて、輸出や生産の
弱さが続いている。
内訳をみると、輸出や生産がこのところ弱含んで

いる。雇用・所得環境の改善が続くなかで、個人消
費は持ち直している。住宅投資はおおむね横ばいと
なっているものの、設備投資は緩やかな増加傾向に
あり、公共投資は底堅い動きとなっている。

埼玉県の景気は、緩やかに持ち直してきたものの、
このところ足踏みがみられる。
内訳をみると、生産はこのところ弱い動きになっ

ている。雇用・所得環境の改善を受けて、個人消費
は緩やかに持ち直しているものの、そのテンポはや
や鈍化している。住宅投資は弱い動きが続いており、
設備投資は前年実績を下回っている。公共投資も
わずかに前年を下回っている。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りに下降となった2018年10～12月期に続いて、
2019年1～3月期も前期を大きく下回った。県内の
生産は、このところ弱い動きになっている。

いる。ドラッグストアの販売額は引き続き堅調に推
移しており、コンビニエンスストアについても、底堅
い動きが続いている。

　業種別にみると、輸送機械の生産は、緩やかに持
ち直していたが、2018年7～9月期から3四半期連
続の減少となっている。化学は、このところ一進一
退の動きを続けている。昨年前半に医療用機械器
具などが落ち込んでいた業務用機械は、年後半に
かけてパチンコを中心に徐々に持ち直していたが、
2019年1～3月期は再び大幅な落ち込みとなった。
　生産用機械は、中国経済の減速等を受けて、フ
ラットパネルディスプレイ製造装置などの生産が落
ち込んでおり、このところ減少が続いている。食料品
は、2018年7～9月期まで3四半期連続で増加した
後、10～12月期はいったん減少に転じたものの、足
元で再び持ち直した。
〈先行き〉　この先も、首都圏向けを中心とする食
料品は比較的底堅く推移するとみられるが、輸出比
率の高い生産用機械や汎用機械などは、中国経済
の減速等を背景に、当面弱い動きを続けるとみられ
る。先行きの生産は、総じて横ばいから弱含みで推
移するとみられる。

　また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査で、2019年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（15.7％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.9％）を上回っている。
　県内の所得環境についても、先行きは改善を続
ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店が前年割れを続けるなか、スーパー
についても、2018年10～12月期の前年比▲2.0％
に続いて、2019年1～3月期には同▲1.6％と、2四
半期連続で前年割れとなった。4月の百貨店・スー
パー販売額も同▲2.9％と前年を下回っている。

家電量販店は、昨年秋頃には前年を下回ってい
たが、このところほぼ前年並みで推移している。
ホームセンターについてもやや低調な動きが続いて

持ち直しの動きがみられる。分譲についても、2019
年1～3月期は同＋10.8％と2四半期ぶりに前年を上
回った。一方、貸家は2019年1～3月期まで3四半期
連続で前年を下回っており、弱い動きが続いている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2019年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.34倍となった。国の
有効求人倍率1.63倍と比べるとやや低いものの、
県外での受理分を含めた、埼玉県内を就業地とす
る求人数で算出した就業地別有効求人倍率（季節
調整値）は1.48倍で、その水準は引き続き高い。
また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2018年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.5％と3年連続で前年
を上回ったのに続き、2018年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と6年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。

　乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、2018
年7～9月期まで前年割れが続いていたが、車両検
査不正問題に伴って前年の販売が落ち込んだ反動
などから、10～12月期は同＋9.0％と大幅に上昇し
た。2019年1～3月期は、わずかに前年を下回った
が、4・5月は同＋6.7％と再び前年を上回っている。
　雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費も緩やかに持ち直しているものの、そのテ
ンポはやや鈍化している。
〈先行き〉　個人消費は、2019年10月の消費税率
引き上げに伴う駆け込み需要もあって、9月末にか
けて緩やかに持ち直していくものの、その後は反動
減から足踏みに転じるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2018年
4～6月期に6四半期ぶりに前年を上回ったものの、
その後は、2019年1～3月期の同▲4.5％まで3四
半期連続で前年を下回った。4月についても、同▲
22.2％と前年を大きく下回っている。貸家ブームの
終息に加えて、建設コスト増加などの影響もあり、住
宅投資は弱い動きが続いている。
　内訳をみると、持家は、2019年1～3月期に3四半
期ぶりに前年比＋14.5％と前年を上回り、このところ

地方創生総合戦略へのＳＤＧｓの反映
ＳＤＧｓアクションプランには、当初から、地方創生が、
日本のＳＤＧｓモデルの三本柱のうちの一本に位置付
けられている。（ＳＤＧｓアクションプラン2019について
は、下図参照）。
一方、地方創生でのＳＤＧｓの扱いをみると、
2017年度から、まち・ひと・しごと基本方針と総合戦
略に地方創生ＳＤＧｓを盛り込んだが、両閣議決定文
書の「基本的な考え方」の中でＳＤＧｓの主流化等に
ついて若干触れているものの、記載内容は限定的
（数行程度）であり、個別施策としてＳＤＧｓ未来都市
等、官民連携等を列挙してあるのみだった。
（これでは不十分なので）今後の方向性としては、
地方創生ＳＤＧｓ推進の位置付けの明確化として、
今後のまち・ひと・しごと基本方針・総合戦略の「基
本的考え方」においてＳＤＧｓ推進の理念、取り組み
の進め方等を十分に記載する、としている（内閣府
資料より）。
地方創生の取り組みは、2014年に公布された

「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、国は、まち・ひ
と・しごと創生総合戦略（閣議決定　第8条）を策定
し、それを勘案して、都道府県まち・ひと・しごと創生
総合戦略（努力義務　第9条）が策定され、国と都
道府県の総合戦略を勘案して、市町村まち・ひと・し
ごと創生総合戦略（努力義務、第10条）が策定され
ることになっている。
国は、2014年12月に2015～2019年度の総合
戦略を閣議決定したが、2015年度から、毎年6月に
基本方針、12月に総合戦略改訂版を閣議決定し、Ｓ
ＤＧｓについては、先に述べたように2017年6月の
基本方針から記載している。
国は、現在、2020年度からの第2期に向けて「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に関する有識者
会議を開催しており、その中でもＳＤＧｓの推進方法
を検討している。
一方、都道府県、市町村は、概ね2015年度に5年
間の地方版総合戦略を策定し、2020年度からは2
期目を迎える。

主席研究員
萩原 淳司

はじめに
今年度の地域研究レポートは、「自治体ＳＤＧｓの
達成に向けて」として、昨年度に引き続きＳＤＧｓの
観点から埼玉県における地域の社会的課題と解決
方法について研究員各自の視点により考えたい。　
第1回は、「地方創生ＳＤＧｓの現状について」とし

て、ＳＤＧｓと地方創生について概観したい。
なお、地方創生ＳＤＧｓとは、国のまち・ひと・しごと
創生本部、第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
策定に関する有識者会議（第2回）（平成31年4月9
日）において内閣府地方創生推進事務局の提出資
料（以下、内閣府資料）で使われた用語である。

SDGsとは
ＳＤＧｓは、2015年9月に開催された国連サミットに
おいて、採択された「持続可能な開発のための2030
アジェンダ」の中核を成す「持続可能な開発目標」で
あり、2030年までに人類及び地球の持続可能な開発
のために取り組むべき課題と達成すべき目標（ゴール
1「貧困をなくそう」からゴール17「パートナーシップ
で目標を達成しよう」まで）から構成されている。
日本では、2016年5月に内閣総理大臣が本部長を
務める「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部」が
設置され、同年12月に「持続可能な開発目標（ＳＤＧ
ｓ）実施指針」（以下、実施指針）を採択した。
実施指針においては、「持続可能で強靱、そして誰
一人取り残さない、経済、社会、環境の統合的向上が
実現された未来への先駆者を目指す」ことがビジョン
として打ち出され、ＳＤＧｓのゴールとターゲットのうち
日本として特に注力すべきものとして次の8つの優先
課題が掲げられた。

ＳＤＧｓに先進的に取り組み、後に述べるＳＤＧｓ未
来都市に選定された富山県富山市や石川県白山市
は既にＳＤＧｓを取り入れるため1期目の計画を改訂
しているが、多くの自治体は、2期目で、国の総合戦
略を勘案してＳＤＧｓを取り入れることになる。

モデル事業と官民連携による地方創生ＳＤＧｓ
内閣府資料では、自治体におけるＳＤＧｓの取り組

みは広がりつつあるものの、2018年10～11月時点に
て、自治体の取り組みの割合は約５％であり、地域に
おけるＳＤＧｓの一層の認知度向上と、全国の自治体
への一層の普及促進が必要としている。これに対して
は、ＳＤＧｓ未来都市・自治体モデル事業の選定・展開
及び、全国自治体への一層の普及促進に向けた取り
組みの検討をするとしている。
ＳＤＧｓ未来都市とは、ＳＤＧｓの理念に沿った基本
的・総合的取り組みを推進しようとする都市・地域の
中から、特に、経済・社会・環境の三側面における新し
い価値創出を通して持続可能な開発を実現するポテ
ンシャルが高い都市・地域として選定されるものであ
り、自治体ＳＤＧｓモデル事業とは、ＳＤＧｓ未来都市の
中で実施予定の先導的な取り組みとして選定される

ものである。
既に2018年度には、SDGs未来都市として、都道
府県では北海道、神奈川県、長野県、広島県の4道県、
市町村では、茨城県つくば市、神奈川県横浜市、鎌倉
市、富山県富山市など25市町が選定され、自治体
SDGsモデル事業として地域エネルギー次世代モデ
ル事業（福岡県北九州市）、SDGsパートナーシップに
よる良質な暮らし創造実践事業（北海道下川町）など
10事業が選定された。
また、ＳＤＧｓを活用した官民連携の機運が高まりつ
つあることから、今後は、具体的な官民連携の成功事
例の創出・横展開が課題として、「地方創生SDGs官
民連携プラットフォーム」（地方自治体・地域経済に新
たな付加価値を生み出す企業・専門性をもった
NGO・ＮＰＯ・大学・研究機関など、広範なステークホ
ルダーとのパートナーシップを深める場）を通じた官
民連携の促進を図るとしている。
さらに、金融機関との連携強化による、SDGsを原
動力とした地方創生に取り組む企業・事業の拡大が
重要であることから「地方創生ＳＤＧｓ金融スキーム」
の構築・展開による自律的好循環の実現を図るとして
いる。

このスキームは、地方公共団体、事業者、地域金融
機関、機関投資家等のステークホルダーが、ＳＤＧｓの
達成を通じた地方創生を実現するという同じ目標に
向かい、それぞれの目標やコミットメントを共有する手
段として表彰、登録、認証制度を活用し、連携を促進
し、それぞれの成長と地域の活性化の実現を目指す
ものとして構想されている。

大阪府の取り組み
地方創生に位置付けられたＳＤＧｓの取り組みの動

向を見てきたが、自治体独自の動きとして大阪府の取
り組みを紹介したい。
大阪府は、2018年4月に、知事を本部長、副知事を
副本部長とする庁内関係部局による「大阪府ＳＤＧｓ
推進本部」を設置した。ＳＤＧｓ未来都市には選定され
ていないが独自の取り組みを進めている（内閣府が
事務局を務める「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラット
フォーム」には参加している）。
以下、「平成30年度・大阪府のＳＤＧｓに関する取
組み（平成31年3月29日）」より抜粋する。

大阪府は、取り組みとともに、部局ヒアリング、先

進自治体ヒアリング、有識者ヒアリング、市町村への
はたらきかけに際して意見聴取を行っており、ＳＤＧｓ
への取り組みの現在がわかる。

まとめとして、各部局でのＳＤＧｓの取り組みは進
みつつあるが、セミナーやイベントにおける啓発や、
計画へのマッピングにとどまっており、さらに何をす
ればＳＤＧｓの取り組みとなるか各部局ともに悩んで
いる、としている。

大阪府の1年目の取り組みから見えるのは、SDGs
には、学習と啓発、既存計画とのすりあわせから着
手しても、具体的な事業はイメージが湧かない段階
であるということである。国のモデル事例の構築は、
その状況に対応するものと言える。（以下、次号）

ＳＤＧｓ推進本部では、実施指針に基づき、その方
向性や主要な取り組みを盛り込んだアクションプラン
を随時決定している。
これまで、2017年12月に「ＳＤＧｓアクションプラ

ン2018」、2018年6月に「拡大版ＳＤＧｓアクション
プラン2018」、2018年12月に「ＳＤＧｓアクションプ
ラン2019」が決定されている。
2019年前半は、「ＳＤＧｓアクションプラン2019」

に基づいて政府の取り組みを実施しつつ、さらに具
体化・拡充し，日本の「ＳＤＧｓモデル」を構築すると
し、2019年後半には、実施指針の改定を予定して
いる（内閣府資料による）。

地方自治体とＳＤＧｓ
地方自治体との関連では、2017年6月に、内閣府

に「自治体ＳＤＧｓ推進のための有識者検討会」が設
置され、11月に「地方創生に向けた自治体ＳＤＧｓ推
進のあり方」コンセプト取りまとめが公表された。
また、2018年3月には、一般財団法人建築環境・省
エネルギー機構により　「私たちのまちにとってのＳＤ
Ｇｓ（持続可能な開発目標）－導入のためのガイドライ
ン－（第2版）」が公表されている。

地方創生SDGsの
現状について

自治体SDGｓの達成に向けてシリーズ

１ あらゆる人々の活躍の推進
２ 健康・長寿の達成
３ 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション
４ 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備
５ 省・再生可能エネルギー、気候変動対策、循環型社会
６ 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全
７ 平和と安全・安心社会の実現
８ ＳＤＧｓ実施推進の体制と手段

●実施方針における日本の優先課題

資料：ＳＤＧｓ推進本部「SDGsアクションプラン2019（2018年12月）」　

●SDGsアクションプラン2019・日本のＳＤＧｓモデルの3本柱

Ⅰ. SDGsと連動する
「Society5.0」の推進

中小企業におけるＳＤＧｓの取組強化

Ⅱ. SDGsを原動力とした地方創生、強靱
かつ環境に優しい魅力的なまちづくり

Ⅲ. SDGsの担い手として
次世代・女性のエンパワーメント

●大企業や業界団体に加え、中小企業に対して
もＳＤＧｓの取組を強化。

●「SDGs経営／ESG投資研究会」の開催等を
通じて、『ＳＤＧｓ経営イニシアティブ』を推進。
ＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示タスクフォー
ス）の提言を踏まえ、企業の取組を促進。

●『中小企業ビジネス支援事業』を通じた途上
国におけるＳＤＧｓビジネスの支援。

科学技術イノベーション（ＳＴI）の推進

●統合イノベーション戦略推進会議下の
「STIforSDGsタスクフォース」で、『ロード
マップ』やそのための「基本指針」を策定。
「STＩｆｏｒＳＤＧｓプラットフォーム」の立ち上げ
も準備。

●STIフォーラムやG20関連会合を通じ、国際
社会における議論を促進。

ＳＤＧｓを原動力とした地方創生
●ＳＤＧｓ未来都市の選定、地方創生ＳＤＧｓ官民
連携プラットフォーム等を推進。
●２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競
技大会、２０２５年大阪・関西万博を通じた
SDGsの推進。
●ＩＣＴ等先端技術を活用した地域の活性化。
●スマート農林水産業の推進。

強靱かつ環境に優しい循環型社会の構築

●国内外における防災の主流化の推進。
●質の高いインフラを通じて連結性を強化。
●海洋プラスチックごみ対策を含む持続可能
な海洋環境の構築。
●地域循環共生圏づくりの推進。日本の技術・
経験を活かした気候変動対策への貢献。
●省エネ・再エネ等の推進。

次世代・女性のエンパワーメント
●「次世代のＳＤＧｓ推進プラットフォーム」を始
動し、国内外における具体的な取組を推進。
●３月に同時開催するＷＡＷ！（国際女性会議）
とＷ２０（Ｇ２０エンゲージメント・グループ会
合）において女性活躍のための方途について
議論。

教育・保健分野における取組

●国内で，幼児教育から高等教育まであらゆる
段階において「質の高い教育」を実施。
●Ｇ２０関連会合やＴＩＣＡＤ７を通じ、日本の経
験を共有しつつ、国際教育協力やＵＨＣ（ユニ
バーサル・ヘルス・カバレッジ）を推進。

　また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2019年1～3月期に前年
比＋62.3％となり、3四半期ぶりに前年を上回ったも
のの、4・5月は同▲38.9％と前年を下回った。

〈先行き〉　住宅建設コストの増加を受けて、販売
価格が高止まりしている分譲マンションについては、
デベロッパーが着工に慎重な姿勢をみせており、住
宅投資は当面弱い動きを続けるとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2018年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲11.1％となり、

県内の設備投資は前年実績を下回った。業種別で
は、製造業が同▲14.1％、非製造業が同▲9.7％
だった。
　2018年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲2.7％と前年実
績を下回っている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2019年度の設備投資計画額（見
込み）については、前年比＋18.7％と前年を上回る
見込みになっている。製造業は同＋17.7％、非製造
業は同＋19.2％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2018年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲2.2％と4年連続で前年を下回った。
　発注者別では、市町村は、さいたま市立病院の建
て替え等が寄与したことから、前年を上回ったもの

の、埼玉県と国、独立行政法人等が前年割れとなっ
た。2019年4～5月までの公共工事請負金額の累
計についても、前年を12.6％下回っている。
〈先行き〉　埼玉県の公共投資は、足元では弱い動
きとなっているが、今後、埼玉県立病院の機能拡充
等が寄与してくることもあって、先行きは前年並み
程度の水準で推移する見込みである。

　先行きの埼玉県経済についても、景気は当面一
進一退を続けるとみられる。
　内訳をみると、県内の生産は総じて横ばいから弱
含みで推移するとみられる。雇用・所得環境は改善
が続いていくと見込まれる。2019年10月の消費税
率引き上げに伴う駆け込み需要もあり、9月末にか
けて個人消費は緩やかに持ち直していくものの、そ
の後は反動減から足踏みに転じるとみられる。
　住宅投資は、デベロッパーが分譲マンションの着
工に慎重なこともあり、当面弱い動きを続けるとみら
れる。設備投資は、2018年度に前年を下回った反
動もあって、前年を上回る見込みである。公共投資
は、前年並み程度の水準で推移する見込みである。
　ただし、米中貿易摩擦をはじめ、海外経済を取り
巻く環境が一層不透明感を増しており、その動向に
は充分留意していく必要がある。　　  （井上博夫）
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〈先行き〉　埼玉県内企業の2019年経営見通し
（当財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項
として、人手不足をあげる企業が3年連続で最も多
かった。埼玉県の有効求人倍率は、直近のピークか
らはわずかに低下しているものの、引き続き県内企
業の雇用の不足感は強いことから、県内の雇用情勢
は先行きも改善を続けるとみられる。
　また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、 2019年度に正社員の賃上げを実施すると回
答した企業の割合は69.3％、非正社員の賃上げを
行う企業の割合は30.9％となった。いずれも前年の
水準は下回ったものの、賃上げを実施する企業の割
合は引き続き高い水準にある。

2019年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、2四半期連続でプラス成長を記録した。わが国
の景気は、緩やかに回復しているとみられるものの、
中国経済の減速等の影響を受けて、輸出や生産の
弱さが続いている。
内訳をみると、輸出や生産がこのところ弱含んで

いる。雇用・所得環境の改善が続くなかで、個人消
費は持ち直している。住宅投資はおおむね横ばいと
なっているものの、設備投資は緩やかな増加傾向に
あり、公共投資は底堅い動きとなっている。

埼玉県の景気は、緩やかに持ち直してきたものの、
このところ足踏みがみられる。
内訳をみると、生産はこのところ弱い動きになっ

ている。雇用・所得環境の改善を受けて、個人消費
は緩やかに持ち直しているものの、そのテンポはや
や鈍化している。住宅投資は弱い動きが続いており、
設備投資は前年実績を下回っている。公共投資も
わずかに前年を下回っている。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りに下降となった2018年10～12月期に続いて、
2019年1～3月期も前期を大きく下回った。県内の
生産は、このところ弱い動きになっている。

いる。ドラッグストアの販売額は引き続き堅調に推
移しており、コンビニエンスストアについても、底堅
い動きが続いている。

　業種別にみると、輸送機械の生産は、緩やかに持
ち直していたが、2018年7～9月期から3四半期連
続の減少となっている。化学は、このところ一進一
退の動きを続けている。昨年前半に医療用機械器
具などが落ち込んでいた業務用機械は、年後半に
かけてパチンコを中心に徐々に持ち直していたが、
2019年1～3月期は再び大幅な落ち込みとなった。
　生産用機械は、中国経済の減速等を受けて、フ
ラットパネルディスプレイ製造装置などの生産が落
ち込んでおり、このところ減少が続いている。食料品
は、2018年7～9月期まで3四半期連続で増加した
後、10～12月期はいったん減少に転じたものの、足
元で再び持ち直した。
〈先行き〉　この先も、首都圏向けを中心とする食
料品は比較的底堅く推移するとみられるが、輸出比
率の高い生産用機械や汎用機械などは、中国経済
の減速等を背景に、当面弱い動きを続けるとみられ
る。先行きの生産は、総じて横ばいから弱含みで推
移するとみられる。

　また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査で、2019年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（15.7％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.9％）を上回っている。
　県内の所得環境についても、先行きは改善を続
ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店が前年割れを続けるなか、スーパー
についても、2018年10～12月期の前年比▲2.0％
に続いて、2019年1～3月期には同▲1.6％と、2四
半期連続で前年割れとなった。4月の百貨店・スー
パー販売額も同▲2.9％と前年を下回っている。

家電量販店は、昨年秋頃には前年を下回ってい
たが、このところほぼ前年並みで推移している。
ホームセンターについてもやや低調な動きが続いて

持ち直しの動きがみられる。分譲についても、2019
年1～3月期は同＋10.8％と2四半期ぶりに前年を上
回った。一方、貸家は2019年1～3月期まで3四半期
連続で前年を下回っており、弱い動きが続いている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2019年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.34倍となった。国の
有効求人倍率1.63倍と比べるとやや低いものの、
県外での受理分を含めた、埼玉県内を就業地とす
る求人数で算出した就業地別有効求人倍率（季節
調整値）は1.48倍で、その水準は引き続き高い。
また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2018年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.5％と3年連続で前年
を上回ったのに続き、2018年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と6年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。

　乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、2018
年7～9月期まで前年割れが続いていたが、車両検
査不正問題に伴って前年の販売が落ち込んだ反動
などから、10～12月期は同＋9.0％と大幅に上昇し
た。2019年1～3月期は、わずかに前年を下回った
が、4・5月は同＋6.7％と再び前年を上回っている。
　雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費も緩やかに持ち直しているものの、そのテ
ンポはやや鈍化している。
〈先行き〉　個人消費は、2019年10月の消費税率
引き上げに伴う駆け込み需要もあって、9月末にか
けて緩やかに持ち直していくものの、その後は反動
減から足踏みに転じるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2018年
4～6月期に6四半期ぶりに前年を上回ったものの、
その後は、2019年1～3月期の同▲4.5％まで3四
半期連続で前年を下回った。4月についても、同▲
22.2％と前年を大きく下回っている。貸家ブームの
終息に加えて、建設コスト増加などの影響もあり、住
宅投資は弱い動きが続いている。
　内訳をみると、持家は、2019年1～3月期に3四半
期ぶりに前年比＋14.5％と前年を上回り、このところ

地方創生総合戦略へのＳＤＧｓの反映
ＳＤＧｓアクションプランには、当初から、地方創生が、
日本のＳＤＧｓモデルの三本柱のうちの一本に位置付
けられている。（ＳＤＧｓアクションプラン2019について
は、下図参照）。
一方、地方創生でのＳＤＧｓの扱いをみると、
2017年度から、まち・ひと・しごと基本方針と総合戦
略に地方創生ＳＤＧｓを盛り込んだが、両閣議決定文
書の「基本的な考え方」の中でＳＤＧｓの主流化等に
ついて若干触れているものの、記載内容は限定的
（数行程度）であり、個別施策としてＳＤＧｓ未来都市
等、官民連携等を列挙してあるのみだった。
（これでは不十分なので）今後の方向性としては、
地方創生ＳＤＧｓ推進の位置付けの明確化として、
今後のまち・ひと・しごと基本方針・総合戦略の「基
本的考え方」においてＳＤＧｓ推進の理念、取り組み
の進め方等を十分に記載する、としている（内閣府
資料より）。
地方創生の取り組みは、2014年に公布された

「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、国は、まち・ひ
と・しごと創生総合戦略（閣議決定　第8条）を策定
し、それを勘案して、都道府県まち・ひと・しごと創生
総合戦略（努力義務　第9条）が策定され、国と都
道府県の総合戦略を勘案して、市町村まち・ひと・し
ごと創生総合戦略（努力義務、第10条）が策定され
ることになっている。
国は、2014年12月に2015～2019年度の総合
戦略を閣議決定したが、2015年度から、毎年6月に
基本方針、12月に総合戦略改訂版を閣議決定し、Ｓ
ＤＧｓについては、先に述べたように2017年6月の
基本方針から記載している。
国は、現在、2020年度からの第2期に向けて「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に関する有識者
会議を開催しており、その中でもＳＤＧｓの推進方法
を検討している。
一方、都道府県、市町村は、概ね2015年度に5年
間の地方版総合戦略を策定し、2020年度からは2
期目を迎える。

主席研究員
萩原 淳司

はじめに
今年度の地域研究レポートは、「自治体ＳＤＧｓの
達成に向けて」として、昨年度に引き続きＳＤＧｓの
観点から埼玉県における地域の社会的課題と解決
方法について研究員各自の視点により考えたい。　
第1回は、「地方創生ＳＤＧｓの現状について」とし

て、ＳＤＧｓと地方創生について概観したい。
なお、地方創生ＳＤＧｓとは、国のまち・ひと・しごと
創生本部、第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
策定に関する有識者会議（第2回）（平成31年4月9
日）において内閣府地方創生推進事務局の提出資
料（以下、内閣府資料）で使われた用語である。

SDGsとは
ＳＤＧｓは、2015年9月に開催された国連サミットに
おいて、採択された「持続可能な開発のための2030
アジェンダ」の中核を成す「持続可能な開発目標」で
あり、2030年までに人類及び地球の持続可能な開発
のために取り組むべき課題と達成すべき目標（ゴール
1「貧困をなくそう」からゴール17「パートナーシップ
で目標を達成しよう」まで）から構成されている。
日本では、2016年5月に内閣総理大臣が本部長を
務める「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部」が
設置され、同年12月に「持続可能な開発目標（ＳＤＧ
ｓ）実施指針」（以下、実施指針）を採択した。
実施指針においては、「持続可能で強靱、そして誰
一人取り残さない、経済、社会、環境の統合的向上が
実現された未来への先駆者を目指す」ことがビジョン
として打ち出され、ＳＤＧｓのゴールとターゲットのうち
日本として特に注力すべきものとして次の8つの優先
課題が掲げられた。

ＳＤＧｓに先進的に取り組み、後に述べるＳＤＧｓ未
来都市に選定された富山県富山市や石川県白山市
は既にＳＤＧｓを取り入れるため1期目の計画を改訂
しているが、多くの自治体は、2期目で、国の総合戦
略を勘案してＳＤＧｓを取り入れることになる。

モデル事業と官民連携による地方創生ＳＤＧｓ
内閣府資料では、自治体におけるＳＤＧｓの取り組

みは広がりつつあるものの、2018年10～11月時点に
て、自治体の取り組みの割合は約５％であり、地域に
おけるＳＤＧｓの一層の認知度向上と、全国の自治体
への一層の普及促進が必要としている。これに対して
は、ＳＤＧｓ未来都市・自治体モデル事業の選定・展開
及び、全国自治体への一層の普及促進に向けた取り
組みの検討をするとしている。
ＳＤＧｓ未来都市とは、ＳＤＧｓの理念に沿った基本
的・総合的取り組みを推進しようとする都市・地域の
中から、特に、経済・社会・環境の三側面における新し
い価値創出を通して持続可能な開発を実現するポテ
ンシャルが高い都市・地域として選定されるものであ
り、自治体ＳＤＧｓモデル事業とは、ＳＤＧｓ未来都市の
中で実施予定の先導的な取り組みとして選定される

ものである。
既に2018年度には、SDGs未来都市として、都道
府県では北海道、神奈川県、長野県、広島県の4道県、
市町村では、茨城県つくば市、神奈川県横浜市、鎌倉
市、富山県富山市など25市町が選定され、自治体
SDGsモデル事業として地域エネルギー次世代モデ
ル事業（福岡県北九州市）、SDGsパートナーシップに
よる良質な暮らし創造実践事業（北海道下川町）など
10事業が選定された。
また、ＳＤＧｓを活用した官民連携の機運が高まりつ
つあることから、今後は、具体的な官民連携の成功事
例の創出・横展開が課題として、「地方創生SDGs官
民連携プラットフォーム」（地方自治体・地域経済に新
たな付加価値を生み出す企業・専門性をもった
NGO・ＮＰＯ・大学・研究機関など、広範なステークホ
ルダーとのパートナーシップを深める場）を通じた官
民連携の促進を図るとしている。
さらに、金融機関との連携強化による、SDGsを原
動力とした地方創生に取り組む企業・事業の拡大が
重要であることから「地方創生ＳＤＧｓ金融スキーム」
の構築・展開による自律的好循環の実現を図るとして
いる。

このスキームは、地方公共団体、事業者、地域金融
機関、機関投資家等のステークホルダーが、ＳＤＧｓの
達成を通じた地方創生を実現するという同じ目標に
向かい、それぞれの目標やコミットメントを共有する手
段として表彰、登録、認証制度を活用し、連携を促進
し、それぞれの成長と地域の活性化の実現を目指す
ものとして構想されている。

大阪府の取り組み
地方創生に位置付けられたＳＤＧｓの取り組みの動

向を見てきたが、自治体独自の動きとして大阪府の取
り組みを紹介したい。
大阪府は、2018年4月に、知事を本部長、副知事を
副本部長とする庁内関係部局による「大阪府ＳＤＧｓ
推進本部」を設置した。ＳＤＧｓ未来都市には選定され
ていないが独自の取り組みを進めている（内閣府が
事務局を務める「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラット
フォーム」には参加している）。
以下、「平成30年度・大阪府のＳＤＧｓに関する取
組み（平成31年3月29日）」より抜粋する。

大阪府は、取り組みとともに、部局ヒアリング、先

進自治体ヒアリング、有識者ヒアリング、市町村への
はたらきかけに際して意見聴取を行っており、ＳＤＧｓ
への取り組みの現在がわかる。

まとめとして、各部局でのＳＤＧｓの取り組みは進
みつつあるが、セミナーやイベントにおける啓発や、
計画へのマッピングにとどまっており、さらに何をす
ればＳＤＧｓの取り組みとなるか各部局ともに悩んで
いる、としている。

大阪府の1年目の取り組みから見えるのは、SDGs
には、学習と啓発、既存計画とのすりあわせから着
手しても、具体的な事業はイメージが湧かない段階
であるということである。国のモデル事例の構築は、
その状況に対応するものと言える。（以下、次号）

ＳＤＧｓ推進本部では、実施指針に基づき、その方
向性や主要な取り組みを盛り込んだアクションプラン
を随時決定している。
これまで、2017年12月に「ＳＤＧｓアクションプラ

ン2018」、2018年6月に「拡大版ＳＤＧｓアクション
プラン2018」、2018年12月に「ＳＤＧｓアクションプ
ラン2019」が決定されている。
2019年前半は、「ＳＤＧｓアクションプラン2019」

に基づいて政府の取り組みを実施しつつ、さらに具
体化・拡充し，日本の「ＳＤＧｓモデル」を構築すると
し、2019年後半には、実施指針の改定を予定して
いる（内閣府資料による）。

地方自治体とＳＤＧｓ
地方自治体との関連では、2017年6月に、内閣府

に「自治体ＳＤＧｓ推進のための有識者検討会」が設
置され、11月に「地方創生に向けた自治体ＳＤＧｓ推
進のあり方」コンセプト取りまとめが公表された。
また、2018年3月には、一般財団法人建築環境・省
エネルギー機構により　「私たちのまちにとってのＳＤ
Ｇｓ（持続可能な開発目標）－導入のためのガイドライ
ン－（第2版）」が公表されている。

地方創生SDGsの
現状について

自治体SDGｓの達成に向けてシリーズ

１ あらゆる人々の活躍の推進
２ 健康・長寿の達成
３ 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション
４ 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備
５ 省・再生可能エネルギー、気候変動対策、循環型社会
６ 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全
７ 平和と安全・安心社会の実現
８ ＳＤＧｓ実施推進の体制と手段

●実施方針における日本の優先課題

資料：ＳＤＧｓ推進本部「SDGsアクションプラン2019（2018年12月）」　

●SDGsアクションプラン2019・日本のＳＤＧｓモデルの3本柱

Ⅰ. SDGsと連動する
「Society5.0」の推進

中小企業におけるＳＤＧｓの取組強化

Ⅱ. SDGsを原動力とした地方創生、強靱
かつ環境に優しい魅力的なまちづくり

Ⅲ. SDGsの担い手として
次世代・女性のエンパワーメント

●大企業や業界団体に加え、中小企業に対して
もＳＤＧｓの取組を強化。

●「SDGs経営／ESG投資研究会」の開催等を
通じて、『ＳＤＧｓ経営イニシアティブ』を推進。
ＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示タスクフォー
ス）の提言を踏まえ、企業の取組を促進。

●『中小企業ビジネス支援事業』を通じた途上
国におけるＳＤＧｓビジネスの支援。

科学技術イノベーション（ＳＴI）の推進

●統合イノベーション戦略推進会議下の
「STIforSDGsタスクフォース」で、『ロード
マップ』やそのための「基本指針」を策定。
「STＩｆｏｒＳＤＧｓプラットフォーム」の立ち上げ
も準備。

●STIフォーラムやG20関連会合を通じ、国際
社会における議論を促進。

ＳＤＧｓを原動力とした地方創生
●ＳＤＧｓ未来都市の選定、地方創生ＳＤＧｓ官民
連携プラットフォーム等を推進。
●２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競
技大会、２０２５年大阪・関西万博を通じた
SDGsの推進。
●ＩＣＴ等先端技術を活用した地域の活性化。
●スマート農林水産業の推進。

強靱かつ環境に優しい循環型社会の構築

●国内外における防災の主流化の推進。
●質の高いインフラを通じて連結性を強化。
●海洋プラスチックごみ対策を含む持続可能
な海洋環境の構築。
●地域循環共生圏づくりの推進。日本の技術・
経験を活かした気候変動対策への貢献。
●省エネ・再エネ等の推進。

次世代・女性のエンパワーメント
●「次世代のＳＤＧｓ推進プラットフォーム」を始
動し、国内外における具体的な取組を推進。
●３月に同時開催するＷＡＷ！（国際女性会議）
とＷ２０（Ｇ２０エンゲージメント・グループ会
合）において女性活躍のための方途について
議論。

教育・保健分野における取組

●国内で，幼児教育から高等教育まであらゆる
段階において「質の高い教育」を実施。
●Ｇ２０関連会合やＴＩＣＡＤ７を通じ、日本の経
験を共有しつつ、国際教育協力やＵＨＣ（ユニ
バーサル・ヘルス・カバレッジ）を推進。

　また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2019年1～3月期に前年
比＋62.3％となり、3四半期ぶりに前年を上回ったも
のの、4・5月は同▲38.9％と前年を下回った。

〈先行き〉　住宅建設コストの増加を受けて、販売
価格が高止まりしている分譲マンションについては、
デベロッパーが着工に慎重な姿勢をみせており、住
宅投資は当面弱い動きを続けるとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2018年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲11.1％となり、

県内の設備投資は前年実績を下回った。業種別で
は、製造業が同▲14.1％、非製造業が同▲9.7％
だった。
　2018年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲2.7％と前年実
績を下回っている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2019年度の設備投資計画額（見
込み）については、前年比＋18.7％と前年を上回る
見込みになっている。製造業は同＋17.7％、非製造
業は同＋19.2％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2018年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲2.2％と4年連続で前年を下回った。
　発注者別では、市町村は、さいたま市立病院の建
て替え等が寄与したことから、前年を上回ったもの

の、埼玉県と国、独立行政法人等が前年割れとなっ
た。2019年4～5月までの公共工事請負金額の累
計についても、前年を12.6％下回っている。
〈先行き〉　埼玉県の公共投資は、足元では弱い動
きとなっているが、今後、埼玉県立病院の機能拡充
等が寄与してくることもあって、先行きは前年並み
程度の水準で推移する見込みである。

　先行きの埼玉県経済についても、景気は当面一
進一退を続けるとみられる。
　内訳をみると、県内の生産は総じて横ばいから弱
含みで推移するとみられる。雇用・所得環境は改善
が続いていくと見込まれる。2019年10月の消費税
率引き上げに伴う駆け込み需要もあり、9月末にか
けて個人消費は緩やかに持ち直していくものの、そ
の後は反動減から足踏みに転じるとみられる。
　住宅投資は、デベロッパーが分譲マンションの着
工に慎重なこともあり、当面弱い動きを続けるとみら
れる。設備投資は、2018年度に前年を下回った反
動もあって、前年を上回る見込みである。公共投資
は、前年並み程度の水準で推移する見込みである。
　ただし、米中貿易摩擦をはじめ、海外経済を取り
巻く環境が一層不透明感を増しており、その動向に
は充分留意していく必要がある。　　  （井上博夫）
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〈先行き〉　埼玉県内企業の2019年経営見通し
（当財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項
として、人手不足をあげる企業が3年連続で最も多
かった。埼玉県の有効求人倍率は、直近のピークか
らはわずかに低下しているものの、引き続き県内企
業の雇用の不足感は強いことから、県内の雇用情勢
は先行きも改善を続けるとみられる。
　また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、 2019年度に正社員の賃上げを実施すると回
答した企業の割合は69.3％、非正社員の賃上げを
行う企業の割合は30.9％となった。いずれも前年の
水準は下回ったものの、賃上げを実施する企業の割
合は引き続き高い水準にある。

2019年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、2四半期連続でプラス成長を記録した。わが国
の景気は、緩やかに回復しているとみられるものの、
中国経済の減速等の影響を受けて、輸出や生産の
弱さが続いている。
内訳をみると、輸出や生産がこのところ弱含んで

いる。雇用・所得環境の改善が続くなかで、個人消
費は持ち直している。住宅投資はおおむね横ばいと
なっているものの、設備投資は緩やかな増加傾向に
あり、公共投資は底堅い動きとなっている。

埼玉県の景気は、緩やかに持ち直してきたものの、
このところ足踏みがみられる。
内訳をみると、生産はこのところ弱い動きになっ

ている。雇用・所得環境の改善を受けて、個人消費
は緩やかに持ち直しているものの、そのテンポはや
や鈍化している。住宅投資は弱い動きが続いており、
設備投資は前年実績を下回っている。公共投資も
わずかに前年を下回っている。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りに下降となった2018年10～12月期に続いて、
2019年1～3月期も前期を大きく下回った。県内の
生産は、このところ弱い動きになっている。

いる。ドラッグストアの販売額は引き続き堅調に推
移しており、コンビニエンスストアについても、底堅
い動きが続いている。

　業種別にみると、輸送機械の生産は、緩やかに持
ち直していたが、2018年7～9月期から3四半期連
続の減少となっている。化学は、このところ一進一
退の動きを続けている。昨年前半に医療用機械器
具などが落ち込んでいた業務用機械は、年後半に
かけてパチンコを中心に徐々に持ち直していたが、
2019年1～3月期は再び大幅な落ち込みとなった。
　生産用機械は、中国経済の減速等を受けて、フ
ラットパネルディスプレイ製造装置などの生産が落
ち込んでおり、このところ減少が続いている。食料品
は、2018年7～9月期まで3四半期連続で増加した
後、10～12月期はいったん減少に転じたものの、足
元で再び持ち直した。
〈先行き〉　この先も、首都圏向けを中心とする食
料品は比較的底堅く推移するとみられるが、輸出比
率の高い生産用機械や汎用機械などは、中国経済
の減速等を背景に、当面弱い動きを続けるとみられ
る。先行きの生産は、総じて横ばいから弱含みで推
移するとみられる。

　また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査で、2019年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（15.7％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.9％）を上回っている。
　県内の所得環境についても、先行きは改善を続
ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店が前年割れを続けるなか、スーパー
についても、2018年10～12月期の前年比▲2.0％
に続いて、2019年1～3月期には同▲1.6％と、2四
半期連続で前年割れとなった。4月の百貨店・スー
パー販売額も同▲2.9％と前年を下回っている。

家電量販店は、昨年秋頃には前年を下回ってい
たが、このところほぼ前年並みで推移している。
ホームセンターについてもやや低調な動きが続いて

持ち直しの動きがみられる。分譲についても、2019
年1～3月期は同＋10.8％と2四半期ぶりに前年を上
回った。一方、貸家は2019年1～3月期まで3四半期
連続で前年を下回っており、弱い動きが続いている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2019年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.34倍となった。国の
有効求人倍率1.63倍と比べるとやや低いものの、
県外での受理分を含めた、埼玉県内を就業地とす
る求人数で算出した就業地別有効求人倍率（季節
調整値）は1.48倍で、その水準は引き続き高い。
また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2018年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.5％と3年連続で前年
を上回ったのに続き、2018年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と6年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。

　乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、2018
年7～9月期まで前年割れが続いていたが、車両検
査不正問題に伴って前年の販売が落ち込んだ反動
などから、10～12月期は同＋9.0％と大幅に上昇し
た。2019年1～3月期は、わずかに前年を下回った
が、4・5月は同＋6.7％と再び前年を上回っている。
　雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費も緩やかに持ち直しているものの、そのテ
ンポはやや鈍化している。
〈先行き〉　個人消費は、2019年10月の消費税率
引き上げに伴う駆け込み需要もあって、9月末にか
けて緩やかに持ち直していくものの、その後は反動
減から足踏みに転じるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2018年
4～6月期に6四半期ぶりに前年を上回ったものの、
その後は、2019年1～3月期の同▲4.5％まで3四
半期連続で前年を下回った。4月についても、同▲
22.2％と前年を大きく下回っている。貸家ブームの
終息に加えて、建設コスト増加などの影響もあり、住
宅投資は弱い動きが続いている。
　内訳をみると、持家は、2019年1～3月期に3四半
期ぶりに前年比＋14.5％と前年を上回り、このところ

地方創生総合戦略へのＳＤＧｓの反映
ＳＤＧｓアクションプランには、当初から、地方創生が、
日本のＳＤＧｓモデルの三本柱のうちの一本に位置付
けられている。（ＳＤＧｓアクションプラン2019について
は、下図参照）。
一方、地方創生でのＳＤＧｓの扱いをみると、
2017年度から、まち・ひと・しごと基本方針と総合戦
略に地方創生ＳＤＧｓを盛り込んだが、両閣議決定文
書の「基本的な考え方」の中でＳＤＧｓの主流化等に
ついて若干触れているものの、記載内容は限定的
（数行程度）であり、個別施策としてＳＤＧｓ未来都市
等、官民連携等を列挙してあるのみだった。
（これでは不十分なので）今後の方向性としては、
地方創生ＳＤＧｓ推進の位置付けの明確化として、
今後のまち・ひと・しごと基本方針・総合戦略の「基
本的考え方」においてＳＤＧｓ推進の理念、取り組み
の進め方等を十分に記載する、としている（内閣府
資料より）。
地方創生の取り組みは、2014年に公布された

「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、国は、まち・ひ
と・しごと創生総合戦略（閣議決定　第8条）を策定
し、それを勘案して、都道府県まち・ひと・しごと創生
総合戦略（努力義務　第9条）が策定され、国と都
道府県の総合戦略を勘案して、市町村まち・ひと・し
ごと創生総合戦略（努力義務、第10条）が策定され
ることになっている。
国は、2014年12月に2015～2019年度の総合
戦略を閣議決定したが、2015年度から、毎年6月に
基本方針、12月に総合戦略改訂版を閣議決定し、Ｓ
ＤＧｓについては、先に述べたように2017年6月の
基本方針から記載している。
国は、現在、2020年度からの第2期に向けて「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に関する有識者
会議を開催しており、その中でもＳＤＧｓの推進方法
を検討している。
一方、都道府県、市町村は、概ね2015年度に5年
間の地方版総合戦略を策定し、2020年度からは2
期目を迎える。

はじめに
今年度の地域研究レポートは、「自治体ＳＤＧｓの
達成に向けて」として、昨年度に引き続きＳＤＧｓの
観点から埼玉県における地域の社会的課題と解決
方法について研究員各自の視点により考えたい。　
第1回は、「地方創生ＳＤＧｓの現状について」とし

て、ＳＤＧｓと地方創生について概観したい。
なお、地方創生ＳＤＧｓとは、国のまち・ひと・しごと
創生本部、第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
策定に関する有識者会議（第2回）（平成31年4月9
日）において内閣府地方創生推進事務局の提出資
料（以下、内閣府資料）で使われた用語である。

SDGsとは
ＳＤＧｓは、2015年9月に開催された国連サミットに
おいて、採択された「持続可能な開発のための2030
アジェンダ」の中核を成す「持続可能な開発目標」で
あり、2030年までに人類及び地球の持続可能な開発
のために取り組むべき課題と達成すべき目標（ゴール
1「貧困をなくそう」からゴール17「パートナーシップ
で目標を達成しよう」まで）から構成されている。
日本では、2016年5月に内閣総理大臣が本部長を
務める「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部」が
設置され、同年12月に「持続可能な開発目標（ＳＤＧ
ｓ）実施指針」（以下、実施指針）を採択した。
実施指針においては、「持続可能で強靱、そして誰
一人取り残さない、経済、社会、環境の統合的向上が
実現された未来への先駆者を目指す」ことがビジョン
として打ち出され、ＳＤＧｓのゴールとターゲットのうち
日本として特に注力すべきものとして次の8つの優先
課題が掲げられた。

ＳＤＧｓに先進的に取り組み、後に述べるＳＤＧｓ未
来都市に選定された富山県富山市や石川県白山市
は既にＳＤＧｓを取り入れるため1期目の計画を改訂
しているが、多くの自治体は、2期目で、国の総合戦
略を勘案してＳＤＧｓを取り入れることになる。

モデル事業と官民連携による地方創生ＳＤＧｓ
内閣府資料では、自治体におけるＳＤＧｓの取り組

みは広がりつつあるものの、2018年10～11月時点に
て、自治体の取り組みの割合は約５％であり、地域に
おけるＳＤＧｓの一層の認知度向上と、全国の自治体
への一層の普及促進が必要としている。これに対して
は、ＳＤＧｓ未来都市・自治体モデル事業の選定・展開
及び、全国自治体への一層の普及促進に向けた取り
組みの検討をするとしている。
ＳＤＧｓ未来都市とは、ＳＤＧｓの理念に沿った基本
的・総合的取り組みを推進しようとする都市・地域の
中から、特に、経済・社会・環境の三側面における新し
い価値創出を通して持続可能な開発を実現するポテ
ンシャルが高い都市・地域として選定されるものであ
り、自治体ＳＤＧｓモデル事業とは、ＳＤＧｓ未来都市の
中で実施予定の先導的な取り組みとして選定される

ものである。
既に2018年度には、SDGs未来都市として、都道
府県では北海道、神奈川県、長野県、広島県の4道県、
市町村では、茨城県つくば市、神奈川県横浜市、鎌倉
市、富山県富山市など25市町が選定され、自治体
SDGsモデル事業として地域エネルギー次世代モデ
ル事業（福岡県北九州市）、SDGsパートナーシップに
よる良質な暮らし創造実践事業（北海道下川町）など
10事業が選定された。
また、ＳＤＧｓを活用した官民連携の機運が高まりつ
つあることから、今後は、具体的な官民連携の成功事
例の創出・横展開が課題として、「地方創生SDGs官
民連携プラットフォーム」（地方自治体・地域経済に新
たな付加価値を生み出す企業・専門性をもった
NGO・ＮＰＯ・大学・研究機関など、広範なステークホ
ルダーとのパートナーシップを深める場）を通じた官
民連携の促進を図るとしている。
さらに、金融機関との連携強化による、SDGsを原
動力とした地方創生に取り組む企業・事業の拡大が
重要であることから「地方創生ＳＤＧｓ金融スキーム」
の構築・展開による自律的好循環の実現を図るとして
いる。

このスキームは、地方公共団体、事業者、地域金融
機関、機関投資家等のステークホルダーが、ＳＤＧｓの
達成を通じた地方創生を実現するという同じ目標に
向かい、それぞれの目標やコミットメントを共有する手
段として表彰、登録、認証制度を活用し、連携を促進
し、それぞれの成長と地域の活性化の実現を目指す
ものとして構想されている。

大阪府の取り組み
地方創生に位置付けられたＳＤＧｓの取り組みの動

向を見てきたが、自治体独自の動きとして大阪府の取
り組みを紹介したい。
大阪府は、2018年4月に、知事を本部長、副知事を
副本部長とする庁内関係部局による「大阪府ＳＤＧｓ
推進本部」を設置した。ＳＤＧｓ未来都市には選定され
ていないが独自の取り組みを進めている（内閣府が
事務局を務める「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラット
フォーム」には参加している）。
以下、「平成30年度・大阪府のＳＤＧｓに関する取
組み（平成31年3月29日）」より抜粋する。

大阪府は、取り組みとともに、部局ヒアリング、先

進自治体ヒアリング、有識者ヒアリング、市町村への
はたらきかけに際して意見聴取を行っており、ＳＤＧｓ
への取り組みの現在がわかる。

まとめとして、各部局でのＳＤＧｓの取り組みは進
みつつあるが、セミナーやイベントにおける啓発や、
計画へのマッピングにとどまっており、さらに何をす
ればＳＤＧｓの取り組みとなるか各部局ともに悩んで
いる、としている。

大阪府の1年目の取り組みから見えるのは、SDGs
には、学習と啓発、既存計画とのすりあわせから着
手しても、具体的な事業はイメージが湧かない段階
であるということである。国のモデル事例の構築は、
その状況に対応するものと言える。（以下、次号）

ＳＤＧｓ推進本部では、実施指針に基づき、その方
向性や主要な取り組みを盛り込んだアクションプラン
を随時決定している。
これまで、2017年12月に「ＳＤＧｓアクションプラ

ン2018」、2018年6月に「拡大版ＳＤＧｓアクション
プラン2018」、2018年12月に「ＳＤＧｓアクションプ
ラン2019」が決定されている。
2019年前半は、「ＳＤＧｓアクションプラン2019」

に基づいて政府の取り組みを実施しつつ、さらに具
体化・拡充し，日本の「ＳＤＧｓモデル」を構築すると
し、2019年後半には、実施指針の改定を予定して
いる（内閣府資料による）。

地方自治体とＳＤＧｓ
地方自治体との関連では、2017年6月に、内閣府

に「自治体ＳＤＧｓ推進のための有識者検討会」が設
置され、11月に「地方創生に向けた自治体ＳＤＧｓ推
進のあり方」コンセプト取りまとめが公表された。
また、2018年3月には、一般財団法人建築環境・省
エネルギー機構により　「私たちのまちにとってのＳＤ
Ｇｓ（持続可能な開発目標）－導入のためのガイドライ
ン－（第2版）」が公表されている。

○ＳＤＧｓを踏まえた新規事業は、全国どこにもないのが
現状。
○ＳＤＧｓをどのようにローカライズして、自治体ごとに当
てはめるかは非常に難しい問題（法政大学 川久保准教
授　庁内・市町村向け勉強会から）。

●有識者ヒアリング

〇ＳＤＧｓの理念は理解できる。
〇すぐに総合計画等に反映させるべきと考えるが、上司
の理解が足りていない。部局間での温度差もある。
〇他府県の先進的自治体の取り組み事例等がないと何
をすればよいかわからない。
〇民間企業等のステークホルダーと連携していくには、
どのように進めていけばよいのかわからない。
〇新聞報道等からＳＤＧｓの世間での盛り上がりを感じる
が、行政として何から手を付けてよいか悩んでいる。

●市町村からの主な意見

〇勉強会に出席した担当以外の、各グループへの理解を
図るのが困難。
〇関係団体、事業者、府民の認知度を高め、行政の一人
よがりにならないように工夫する必要。
○マッピング（関連するＳＤＧｓのゴールとの整理）の次の
段階までには至っていない。
○具体的な取り組み事例があれば参考にしたいが、他府
県でも事例が何もない中で、何をしていけばよいのか
が見えてこない。

●部局ヒアリング概要

1 普及啓発活動
市町村向け（勉強会・ブロック会議）、府民向け（イベント
やJリーグ試合での広報、パネル展示やブース出展、ＳＤ
Ｇｓの認知度調査）、報道機関向け

2 部局の主体的取り組み
ＳＤＧｓを府の計画等に反映（※）、「ＳＤＧｓビジネス研究
会」の設置などのＳＤＧｓ関連事業、セミナー等によるＳＤ
Ｇｓの啓発
（※）「大阪府まち・ひと・しごと創生総合戦略」を、基本目標ごとにＳＤＧｓとの関連性を

整理するなどの改訂（平成30年9月）、その他16計画において、ＳＤＧｓの理念の
反映や施策の関連ゴールを整理

3 ステークホルダーとの連携
企業との包括連携協定締結時にＳＤＧｓの観点を反映、
各種連携枠組みへの参画（関西ＳＤＧｓプラットフォーム
への参加など）

4 市町村へのはたらきかけ
市町村ブロック会議での説明（8回）に加え、個別市町村
へのはたらきかけ（3市）を実施

●大阪府のＳＤＧｓに関する取り組み

資料：内閣府地方創生推進事務局「第２期『まち・ひと・しごと創生総合戦略』策定に関する有識者会議（第２回）（平成31年4月9日）」

●地方創生ＳＤＧｓの全体像

◎国は第Ⅰ期の総仕上げに取り組むとともに、Society5.0の実現やＳＤＧｓ達
成に向けた取組をはじめとする現在と将来の社会的変化を見据え、地方創
生の新たな展開としての飛躍に向け、次期の総合戦略策定の準備を開始
する。

◎地方公共団体においても、現行の「地方版総合戦略」の進捗状況を検証す
るとともに、各地域の実情を踏まえ、現行の「地方版総合戦略」の総仕上げ
と次期「地方版総合戦略」における政策課題の洗い出し等を進めることが
必要である。

【施策パッケージ】
１．地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする
２．地方への新しいひとの流れをつくる
３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
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

－地方公共団体における持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向けた取
組の推進

まち・ひと・しごと創生総合戦略2018 （次のステージ向けて）

Ⅱ 官民連携の促進
「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム」

「地方創生ＳＤＧｓ金融」

Ⅰ モデル事例の構築
「ＳＤＧｓ未来都市・自治体ＳＤＧｓモデル事業」

ベストプラクティスの創出

普及促進活動

地方創生ＳＤＧｓ取組全体像

　また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2019年1～3月期に前年
比＋62.3％となり、3四半期ぶりに前年を上回ったも
のの、4・5月は同▲38.9％と前年を下回った。

〈先行き〉　住宅建設コストの増加を受けて、販売
価格が高止まりしている分譲マンションについては、
デベロッパーが着工に慎重な姿勢をみせており、住
宅投資は当面弱い動きを続けるとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2018年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲11.1％となり、

県内の設備投資は前年実績を下回った。業種別で
は、製造業が同▲14.1％、非製造業が同▲9.7％
だった。
　2018年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲2.7％と前年実
績を下回っている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2019年度の設備投資計画額（見
込み）については、前年比＋18.7％と前年を上回る
見込みになっている。製造業は同＋17.7％、非製造
業は同＋19.2％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2018年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲2.2％と4年連続で前年を下回った。
　発注者別では、市町村は、さいたま市立病院の建
て替え等が寄与したことから、前年を上回ったもの

の、埼玉県と国、独立行政法人等が前年割れとなっ
た。2019年4～5月までの公共工事請負金額の累
計についても、前年を12.6％下回っている。
〈先行き〉　埼玉県の公共投資は、足元では弱い動
きとなっているが、今後、埼玉県立病院の機能拡充
等が寄与してくることもあって、先行きは前年並み
程度の水準で推移する見込みである。

　先行きの埼玉県経済についても、景気は当面一
進一退を続けるとみられる。
　内訳をみると、県内の生産は総じて横ばいから弱
含みで推移するとみられる。雇用・所得環境は改善
が続いていくと見込まれる。2019年10月の消費税
率引き上げに伴う駆け込み需要もあり、9月末にか
けて個人消費は緩やかに持ち直していくものの、そ
の後は反動減から足踏みに転じるとみられる。
　住宅投資は、デベロッパーが分譲マンションの着
工に慎重なこともあり、当面弱い動きを続けるとみら
れる。設備投資は、2018年度に前年を下回った反
動もあって、前年を上回る見込みである。公共投資
は、前年並み程度の水準で推移する見込みである。
　ただし、米中貿易摩擦をはじめ、海外経済を取り
巻く環境が一層不透明感を増しており、その動向に
は充分留意していく必要がある。　　  （井上博夫）
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〈先行き〉　埼玉県内企業の2019年経営見通し
（当財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項
として、人手不足をあげる企業が3年連続で最も多
かった。埼玉県の有効求人倍率は、直近のピークか
らはわずかに低下しているものの、引き続き県内企
業の雇用の不足感は強いことから、県内の雇用情勢
は先行きも改善を続けるとみられる。
　また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、 2019年度に正社員の賃上げを実施すると回
答した企業の割合は69.3％、非正社員の賃上げを
行う企業の割合は30.9％となった。いずれも前年の
水準は下回ったものの、賃上げを実施する企業の割
合は引き続き高い水準にある。

2019年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、2四半期連続でプラス成長を記録した。わが国
の景気は、緩やかに回復しているとみられるものの、
中国経済の減速等の影響を受けて、輸出や生産の
弱さが続いている。
内訳をみると、輸出や生産がこのところ弱含んで

いる。雇用・所得環境の改善が続くなかで、個人消
費は持ち直している。住宅投資はおおむね横ばいと
なっているものの、設備投資は緩やかな増加傾向に
あり、公共投資は底堅い動きとなっている。

埼玉県の景気は、緩やかに持ち直してきたものの、
このところ足踏みがみられる。
内訳をみると、生産はこのところ弱い動きになっ

ている。雇用・所得環境の改善を受けて、個人消費
は緩やかに持ち直しているものの、そのテンポはや
や鈍化している。住宅投資は弱い動きが続いており、
設備投資は前年実績を下回っている。公共投資も
わずかに前年を下回っている。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りに下降となった2018年10～12月期に続いて、
2019年1～3月期も前期を大きく下回った。県内の
生産は、このところ弱い動きになっている。

いる。ドラッグストアの販売額は引き続き堅調に推
移しており、コンビニエンスストアについても、底堅
い動きが続いている。

　業種別にみると、輸送機械の生産は、緩やかに持
ち直していたが、2018年7～9月期から3四半期連
続の減少となっている。化学は、このところ一進一
退の動きを続けている。昨年前半に医療用機械器
具などが落ち込んでいた業務用機械は、年後半に
かけてパチンコを中心に徐々に持ち直していたが、
2019年1～3月期は再び大幅な落ち込みとなった。
　生産用機械は、中国経済の減速等を受けて、フ
ラットパネルディスプレイ製造装置などの生産が落
ち込んでおり、このところ減少が続いている。食料品
は、2018年7～9月期まで3四半期連続で増加した
後、10～12月期はいったん減少に転じたものの、足
元で再び持ち直した。
〈先行き〉　この先も、首都圏向けを中心とする食
料品は比較的底堅く推移するとみられるが、輸出比
率の高い生産用機械や汎用機械などは、中国経済
の減速等を背景に、当面弱い動きを続けるとみられ
る。先行きの生産は、総じて横ばいから弱含みで推
移するとみられる。

　また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査で、2019年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（15.7％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.9％）を上回っている。
　県内の所得環境についても、先行きは改善を続
ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店が前年割れを続けるなか、スーパー
についても、2018年10～12月期の前年比▲2.0％
に続いて、2019年1～3月期には同▲1.6％と、2四
半期連続で前年割れとなった。4月の百貨店・スー
パー販売額も同▲2.9％と前年を下回っている。

家電量販店は、昨年秋頃には前年を下回ってい
たが、このところほぼ前年並みで推移している。
ホームセンターについてもやや低調な動きが続いて

持ち直しの動きがみられる。分譲についても、2019
年1～3月期は同＋10.8％と2四半期ぶりに前年を上
回った。一方、貸家は2019年1～3月期まで3四半期
連続で前年を下回っており、弱い動きが続いている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2019年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.34倍となった。国の
有効求人倍率1.63倍と比べるとやや低いものの、
県外での受理分を含めた、埼玉県内を就業地とす
る求人数で算出した就業地別有効求人倍率（季節
調整値）は1.48倍で、その水準は引き続き高い。
また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2018年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.5％と3年連続で前年
を上回ったのに続き、2018年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と6年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。

　乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、2018
年7～9月期まで前年割れが続いていたが、車両検
査不正問題に伴って前年の販売が落ち込んだ反動
などから、10～12月期は同＋9.0％と大幅に上昇し
た。2019年1～3月期は、わずかに前年を下回った
が、4・5月は同＋6.7％と再び前年を上回っている。
　雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費も緩やかに持ち直しているものの、そのテ
ンポはやや鈍化している。
〈先行き〉　個人消費は、2019年10月の消費税率
引き上げに伴う駆け込み需要もあって、9月末にか
けて緩やかに持ち直していくものの、その後は反動
減から足踏みに転じるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2018年
4～6月期に6四半期ぶりに前年を上回ったものの、
その後は、2019年1～3月期の同▲4.5％まで3四
半期連続で前年を下回った。4月についても、同▲
22.2％と前年を大きく下回っている。貸家ブームの
終息に加えて、建設コスト増加などの影響もあり、住
宅投資は弱い動きが続いている。
　内訳をみると、持家は、2019年1～3月期に3四半
期ぶりに前年比＋14.5％と前年を上回り、このところ

地方創生総合戦略へのＳＤＧｓの反映
ＳＤＧｓアクションプランには、当初から、地方創生が、
日本のＳＤＧｓモデルの三本柱のうちの一本に位置付
けられている。（ＳＤＧｓアクションプラン2019について
は、下図参照）。
一方、地方創生でのＳＤＧｓの扱いをみると、
2017年度から、まち・ひと・しごと基本方針と総合戦
略に地方創生ＳＤＧｓを盛り込んだが、両閣議決定文
書の「基本的な考え方」の中でＳＤＧｓの主流化等に
ついて若干触れているものの、記載内容は限定的
（数行程度）であり、個別施策としてＳＤＧｓ未来都市
等、官民連携等を列挙してあるのみだった。
（これでは不十分なので）今後の方向性としては、
地方創生ＳＤＧｓ推進の位置付けの明確化として、
今後のまち・ひと・しごと基本方針・総合戦略の「基
本的考え方」においてＳＤＧｓ推進の理念、取り組み
の進め方等を十分に記載する、としている（内閣府
資料より）。
地方創生の取り組みは、2014年に公布された

「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、国は、まち・ひ
と・しごと創生総合戦略（閣議決定　第8条）を策定
し、それを勘案して、都道府県まち・ひと・しごと創生
総合戦略（努力義務　第9条）が策定され、国と都
道府県の総合戦略を勘案して、市町村まち・ひと・し
ごと創生総合戦略（努力義務、第10条）が策定され
ることになっている。
国は、2014年12月に2015～2019年度の総合
戦略を閣議決定したが、2015年度から、毎年6月に
基本方針、12月に総合戦略改訂版を閣議決定し、Ｓ
ＤＧｓについては、先に述べたように2017年6月の
基本方針から記載している。
国は、現在、2020年度からの第2期に向けて「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に関する有識者
会議を開催しており、その中でもＳＤＧｓの推進方法
を検討している。
一方、都道府県、市町村は、概ね2015年度に5年
間の地方版総合戦略を策定し、2020年度からは2
期目を迎える。

はじめに
今年度の地域研究レポートは、「自治体ＳＤＧｓの
達成に向けて」として、昨年度に引き続きＳＤＧｓの
観点から埼玉県における地域の社会的課題と解決
方法について研究員各自の視点により考えたい。　
第1回は、「地方創生ＳＤＧｓの現状について」とし

て、ＳＤＧｓと地方創生について概観したい。
なお、地方創生ＳＤＧｓとは、国のまち・ひと・しごと
創生本部、第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
策定に関する有識者会議（第2回）（平成31年4月9
日）において内閣府地方創生推進事務局の提出資
料（以下、内閣府資料）で使われた用語である。

SDGsとは
ＳＤＧｓは、2015年9月に開催された国連サミットに
おいて、採択された「持続可能な開発のための2030
アジェンダ」の中核を成す「持続可能な開発目標」で
あり、2030年までに人類及び地球の持続可能な開発
のために取り組むべき課題と達成すべき目標（ゴール
1「貧困をなくそう」からゴール17「パートナーシップ
で目標を達成しよう」まで）から構成されている。
日本では、2016年5月に内閣総理大臣が本部長を
務める「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部」が
設置され、同年12月に「持続可能な開発目標（ＳＤＧ
ｓ）実施指針」（以下、実施指針）を採択した。
実施指針においては、「持続可能で強靱、そして誰
一人取り残さない、経済、社会、環境の統合的向上が
実現された未来への先駆者を目指す」ことがビジョン
として打ち出され、ＳＤＧｓのゴールとターゲットのうち
日本として特に注力すべきものとして次の8つの優先
課題が掲げられた。

ＳＤＧｓに先進的に取り組み、後に述べるＳＤＧｓ未
来都市に選定された富山県富山市や石川県白山市
は既にＳＤＧｓを取り入れるため1期目の計画を改訂
しているが、多くの自治体は、2期目で、国の総合戦
略を勘案してＳＤＧｓを取り入れることになる。

モデル事業と官民連携による地方創生ＳＤＧｓ
内閣府資料では、自治体におけるＳＤＧｓの取り組

みは広がりつつあるものの、2018年10～11月時点に
て、自治体の取り組みの割合は約５％であり、地域に
おけるＳＤＧｓの一層の認知度向上と、全国の自治体
への一層の普及促進が必要としている。これに対して
は、ＳＤＧｓ未来都市・自治体モデル事業の選定・展開
及び、全国自治体への一層の普及促進に向けた取り
組みの検討をするとしている。
ＳＤＧｓ未来都市とは、ＳＤＧｓの理念に沿った基本
的・総合的取り組みを推進しようとする都市・地域の
中から、特に、経済・社会・環境の三側面における新し
い価値創出を通して持続可能な開発を実現するポテ
ンシャルが高い都市・地域として選定されるものであ
り、自治体ＳＤＧｓモデル事業とは、ＳＤＧｓ未来都市の
中で実施予定の先導的な取り組みとして選定される

ものである。
既に2018年度には、SDGs未来都市として、都道
府県では北海道、神奈川県、長野県、広島県の4道県、
市町村では、茨城県つくば市、神奈川県横浜市、鎌倉
市、富山県富山市など25市町が選定され、自治体
SDGsモデル事業として地域エネルギー次世代モデ
ル事業（福岡県北九州市）、SDGsパートナーシップに
よる良質な暮らし創造実践事業（北海道下川町）など
10事業が選定された。
また、ＳＤＧｓを活用した官民連携の機運が高まりつ
つあることから、今後は、具体的な官民連携の成功事
例の創出・横展開が課題として、「地方創生SDGs官
民連携プラットフォーム」（地方自治体・地域経済に新
たな付加価値を生み出す企業・専門性をもった
NGO・ＮＰＯ・大学・研究機関など、広範なステークホ
ルダーとのパートナーシップを深める場）を通じた官
民連携の促進を図るとしている。
さらに、金融機関との連携強化による、SDGsを原
動力とした地方創生に取り組む企業・事業の拡大が
重要であることから「地方創生ＳＤＧｓ金融スキーム」
の構築・展開による自律的好循環の実現を図るとして
いる。

このスキームは、地方公共団体、事業者、地域金融
機関、機関投資家等のステークホルダーが、ＳＤＧｓの
達成を通じた地方創生を実現するという同じ目標に
向かい、それぞれの目標やコミットメントを共有する手
段として表彰、登録、認証制度を活用し、連携を促進
し、それぞれの成長と地域の活性化の実現を目指す
ものとして構想されている。

大阪府の取り組み
地方創生に位置付けられたＳＤＧｓの取り組みの動

向を見てきたが、自治体独自の動きとして大阪府の取
り組みを紹介したい。
大阪府は、2018年4月に、知事を本部長、副知事を
副本部長とする庁内関係部局による「大阪府ＳＤＧｓ
推進本部」を設置した。ＳＤＧｓ未来都市には選定され
ていないが独自の取り組みを進めている（内閣府が
事務局を務める「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラット
フォーム」には参加している）。
以下、「平成30年度・大阪府のＳＤＧｓに関する取
組み（平成31年3月29日）」より抜粋する。

大阪府は、取り組みとともに、部局ヒアリング、先

進自治体ヒアリング、有識者ヒアリング、市町村への
はたらきかけに際して意見聴取を行っており、ＳＤＧｓ
への取り組みの現在がわかる。

まとめとして、各部局でのＳＤＧｓの取り組みは進
みつつあるが、セミナーやイベントにおける啓発や、
計画へのマッピングにとどまっており、さらに何をす
ればＳＤＧｓの取り組みとなるか各部局ともに悩んで
いる、としている。

大阪府の1年目の取り組みから見えるのは、SDGs
には、学習と啓発、既存計画とのすりあわせから着
手しても、具体的な事業はイメージが湧かない段階
であるということである。国のモデル事例の構築は、
その状況に対応するものと言える。（以下、次号）

ＳＤＧｓ推進本部では、実施指針に基づき、その方
向性や主要な取り組みを盛り込んだアクションプラン
を随時決定している。
これまで、2017年12月に「ＳＤＧｓアクションプラ

ン2018」、2018年6月に「拡大版ＳＤＧｓアクション
プラン2018」、2018年12月に「ＳＤＧｓアクションプ
ラン2019」が決定されている。
2019年前半は、「ＳＤＧｓアクションプラン2019」

に基づいて政府の取り組みを実施しつつ、さらに具
体化・拡充し，日本の「ＳＤＧｓモデル」を構築すると
し、2019年後半には、実施指針の改定を予定して
いる（内閣府資料による）。

地方自治体とＳＤＧｓ
地方自治体との関連では、2017年6月に、内閣府

に「自治体ＳＤＧｓ推進のための有識者検討会」が設
置され、11月に「地方創生に向けた自治体ＳＤＧｓ推
進のあり方」コンセプト取りまとめが公表された。
また、2018年3月には、一般財団法人建築環境・省
エネルギー機構により　「私たちのまちにとってのＳＤ
Ｇｓ（持続可能な開発目標）－導入のためのガイドライ
ン－（第2版）」が公表されている。

○ＳＤＧｓを踏まえた新規事業は、全国どこにもないのが
現状。
○ＳＤＧｓをどのようにローカライズして、自治体ごとに当
てはめるかは非常に難しい問題（法政大学 川久保准教
授　庁内・市町村向け勉強会から）。

●有識者ヒアリング

〇ＳＤＧｓの理念は理解できる。
〇すぐに総合計画等に反映させるべきと考えるが、上司
の理解が足りていない。部局間での温度差もある。
〇他府県の先進的自治体の取り組み事例等がないと何
をすればよいかわからない。
〇民間企業等のステークホルダーと連携していくには、
どのように進めていけばよいのかわからない。
〇新聞報道等からＳＤＧｓの世間での盛り上がりを感じる
が、行政として何から手を付けてよいか悩んでいる。

●市町村からの主な意見

〇勉強会に出席した担当以外の、各グループへの理解を
図るのが困難。
〇関係団体、事業者、府民の認知度を高め、行政の一人
よがりにならないように工夫する必要。
○マッピング（関連するＳＤＧｓのゴールとの整理）の次の
段階までには至っていない。
○具体的な取り組み事例があれば参考にしたいが、他府
県でも事例が何もない中で、何をしていけばよいのか
が見えてこない。

●部局ヒアリング概要

1 普及啓発活動
市町村向け（勉強会・ブロック会議）、府民向け（イベント
やJリーグ試合での広報、パネル展示やブース出展、ＳＤ
Ｇｓの認知度調査）、報道機関向け

2 部局の主体的取り組み
ＳＤＧｓを府の計画等に反映（※）、「ＳＤＧｓビジネス研究
会」の設置などのＳＤＧｓ関連事業、セミナー等によるＳＤ
Ｇｓの啓発
（※）「大阪府まち・ひと・しごと創生総合戦略」を、基本目標ごとにＳＤＧｓとの関連性を

整理するなどの改訂（平成30年9月）、その他16計画において、ＳＤＧｓの理念の
反映や施策の関連ゴールを整理

3 ステークホルダーとの連携
企業との包括連携協定締結時にＳＤＧｓの観点を反映、
各種連携枠組みへの参画（関西ＳＤＧｓプラットフォーム
への参加など）

4 市町村へのはたらきかけ
市町村ブロック会議での説明（8回）に加え、個別市町村
へのはたらきかけ（3市）を実施

●大阪府のＳＤＧｓに関する取り組み

資料：内閣府地方創生推進事務局「第２期『まち・ひと・しごと創生総合戦略』策定に関する有識者会議（第２回）（平成31年4月9日）」

●地方創生ＳＤＧｓの全体像

◎国は第Ⅰ期の総仕上げに取り組むとともに、Society5.0の実現やＳＤＧｓ達
成に向けた取組をはじめとする現在と将来の社会的変化を見据え、地方創
生の新たな展開としての飛躍に向け、次期の総合戦略策定の準備を開始
する。

◎地方公共団体においても、現行の「地方版総合戦略」の進捗状況を検証す
るとともに、各地域の実情を踏まえ、現行の「地方版総合戦略」の総仕上げ
と次期「地方版総合戦略」における政策課題の洗い出し等を進めることが
必要である。

【施策パッケージ】
１．地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする
２．地方への新しいひとの流れをつくる
３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
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

－地方公共団体における持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向けた取
組の推進

まち・ひと・しごと創生総合戦略2018 （次のステージ向けて）

Ⅱ 官民連携の促進
「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム」

「地方創生ＳＤＧｓ金融」

Ⅰ モデル事例の構築
「ＳＤＧｓ未来都市・自治体ＳＤＧｓモデル事業」

ベストプラクティスの創出

普及促進活動

地方創生ＳＤＧｓ取組全体像

　また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2019年1～3月期に前年
比＋62.3％となり、3四半期ぶりに前年を上回ったも
のの、4・5月は同▲38.9％と前年を下回った。

〈先行き〉　住宅建設コストの増加を受けて、販売
価格が高止まりしている分譲マンションについては、
デベロッパーが着工に慎重な姿勢をみせており、住
宅投資は当面弱い動きを続けるとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2018年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲11.1％となり、

県内の設備投資は前年実績を下回った。業種別で
は、製造業が同▲14.1％、非製造業が同▲9.7％
だった。
　2018年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲2.7％と前年実
績を下回っている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2019年度の設備投資計画額（見
込み）については、前年比＋18.7％と前年を上回る
見込みになっている。製造業は同＋17.7％、非製造
業は同＋19.2％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2018年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲2.2％と4年連続で前年を下回った。
　発注者別では、市町村は、さいたま市立病院の建
て替え等が寄与したことから、前年を上回ったもの

の、埼玉県と国、独立行政法人等が前年割れとなっ
た。2019年4～5月までの公共工事請負金額の累
計についても、前年を12.6％下回っている。
〈先行き〉　埼玉県の公共投資は、足元では弱い動
きとなっているが、今後、埼玉県立病院の機能拡充
等が寄与してくることもあって、先行きは前年並み
程度の水準で推移する見込みである。

　先行きの埼玉県経済についても、景気は当面一
進一退を続けるとみられる。
　内訳をみると、県内の生産は総じて横ばいから弱
含みで推移するとみられる。雇用・所得環境は改善
が続いていくと見込まれる。2019年10月の消費税
率引き上げに伴う駆け込み需要もあり、9月末にか
けて個人消費は緩やかに持ち直していくものの、そ
の後は反動減から足踏みに転じるとみられる。
　住宅投資は、デベロッパーが分譲マンションの着
工に慎重なこともあり、当面弱い動きを続けるとみら
れる。設備投資は、2018年度に前年を下回った反
動もあって、前年を上回る見込みである。公共投資
は、前年並み程度の水準で推移する見込みである。
　ただし、米中貿易摩擦をはじめ、海外経済を取り
巻く環境が一層不透明感を増しており、その動向に
は充分留意していく必要がある。　　  （井上博夫）



Research
調査

9 10埼玉りそな経済情報2019.7埼玉りそな経済情報2019.7

埼玉県経済の現状

〈先行き〉　埼玉県内企業の2019年経営見通し
（当財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項
として、人手不足をあげる企業が3年連続で最も多
かった。埼玉県の有効求人倍率は、直近のピークか
らはわずかに低下しているものの、引き続き県内企
業の雇用の不足感は強いことから、県内の雇用情勢
は先行きも改善を続けるとみられる。
　また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、 2019年度に正社員の賃上げを実施すると回
答した企業の割合は69.3％、非正社員の賃上げを
行う企業の割合は30.9％となった。いずれも前年の
水準は下回ったものの、賃上げを実施する企業の割
合は引き続き高い水準にある。

2019年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、2四半期連続でプラス成長を記録した。わが国
の景気は、緩やかに回復しているとみられるものの、
中国経済の減速等の影響を受けて、輸出や生産の
弱さが続いている。
内訳をみると、輸出や生産がこのところ弱含んで

いる。雇用・所得環境の改善が続くなかで、個人消
費は持ち直している。住宅投資はおおむね横ばいと
なっているものの、設備投資は緩やかな増加傾向に
あり、公共投資は底堅い動きとなっている。

埼玉県の景気は、緩やかに持ち直してきたものの、
このところ足踏みがみられる。
内訳をみると、生産はこのところ弱い動きになっ

ている。雇用・所得環境の改善を受けて、個人消費
は緩やかに持ち直しているものの、そのテンポはや
や鈍化している。住宅投資は弱い動きが続いており、
設備投資は前年実績を下回っている。公共投資も
わずかに前年を下回っている。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りに下降となった2018年10～12月期に続いて、
2019年1～3月期も前期を大きく下回った。県内の
生産は、このところ弱い動きになっている。

全国の景気動向

埼玉県経済の主要項目の現状と先行き

いる。ドラッグストアの販売額は引き続き堅調に推
移しており、コンビニエンスストアについても、底堅
い動きが続いている。

埼玉県経済の現状と先行き
埼玉県の景気は緩やかに持ち直してきたものの、このところ足踏みが   みられる

本稿では、全国の景気動向を踏まえ、埼玉県経済
の現状を概観するとともに、先行き(約半年後)の
景気動向について展望する

●鉱工業生産指数の推移

●埼玉県経済の現状

景気全般
生産
雇用・所得

個人消費

住宅投資
設備投資
公共投資

（注）矢印の向きは、現在の状況（上向き・横ばい・下向き）を示す
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住宅投資は弱い動きが続いている
設備投資は前年実績を下回っている
公共投資はわずかに前年を下回っている

個人消費は緩やかに持ち直しているものの、
そのテンポはやや鈍化している

現状の景気判断 方向

資料：埼玉県「鉱工業指数」
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　業種別にみると、輸送機械の生産は、緩やかに持
ち直していたが、2018年7～9月期から3四半期連
続の減少となっている。化学は、このところ一進一
退の動きを続けている。昨年前半に医療用機械器
具などが落ち込んでいた業務用機械は、年後半に
かけてパチンコを中心に徐々に持ち直していたが、
2019年1～3月期は再び大幅な落ち込みとなった。
　生産用機械は、中国経済の減速等を受けて、フ
ラットパネルディスプレイ製造装置などの生産が落
ち込んでおり、このところ減少が続いている。食料品
は、2018年7～9月期まで3四半期連続で増加した
後、10～12月期はいったん減少に転じたものの、足
元で再び持ち直した。
〈先行き〉　この先も、首都圏向けを中心とする食
料品は比較的底堅く推移するとみられるが、輸出比
率の高い生産用機械や汎用機械などは、中国経済
の減速等を背景に、当面弱い動きを続けるとみられ
る。先行きの生産は、総じて横ばいから弱含みで推
移するとみられる。

　また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査で、2019年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（15.7％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.9％）を上回っている。
　県内の所得環境についても、先行きは改善を続
ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店が前年割れを続けるなか、スーパー
についても、2018年10～12月期の前年比▲2.0％
に続いて、2019年1～3月期には同▲1.6％と、2四
半期連続で前年割れとなった。4月の百貨店・スー
パー販売額も同▲2.9％と前年を下回っている。

家電量販店は、昨年秋頃には前年を下回ってい
たが、このところほぼ前年並みで推移している。
ホームセンターについてもやや低調な動きが続いて

持ち直しの動きがみられる。分譲についても、2019
年1～3月期は同＋10.8％と2四半期ぶりに前年を上
回った。一方、貸家は2019年1～3月期まで3四半期
連続で前年を下回っており、弱い動きが続いている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2019年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.34倍となった。国の
有効求人倍率1.63倍と比べるとやや低いものの、
県外での受理分を含めた、埼玉県内を就業地とす
る求人数で算出した就業地別有効求人倍率（季節
調整値）は1.48倍で、その水準は引き続き高い。
また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2018年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.5％と3年連続で前年
を上回ったのに続き、2018年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と6年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。

　乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、2018
年7～9月期まで前年割れが続いていたが、車両検
査不正問題に伴って前年の販売が落ち込んだ反動
などから、10～12月期は同＋9.0％と大幅に上昇し
た。2019年1～3月期は、わずかに前年を下回った
が、4・5月は同＋6.7％と再び前年を上回っている。
　雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費も緩やかに持ち直しているものの、そのテ
ンポはやや鈍化している。
〈先行き〉　個人消費は、2019年10月の消費税率
引き上げに伴う駆け込み需要もあって、9月末にか
けて緩やかに持ち直していくものの、その後は反動
減から足踏みに転じるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2018年
4～6月期に6四半期ぶりに前年を上回ったものの、
その後は、2019年1～3月期の同▲4.5％まで3四
半期連続で前年を下回った。4月についても、同▲
22.2％と前年を大きく下回っている。貸家ブームの
終息に加えて、建設コスト増加などの影響もあり、住
宅投資は弱い動きが続いている。
　内訳をみると、持家は、2019年1～3月期に3四半
期ぶりに前年比＋14.5％と前年を上回り、このところ

●埼玉県内企業のボーナス支給総額の推移

資料：当財団「埼玉県内企業のボーナス支給状況調査」

（前年比、％）

-4

-2

0

2

4

6

8

10

●埼玉県の百貨店・スーパー販売額の推移

資料：関東経済産業局「管内百貨店・スーパー販売額の動向」、経済産業省「商業動態統計」

（前年比、%）

-5
-4

-3

-2

-1

0
1

2

3

4

5
全店 既存店

●賃上げを実施すると回答した埼玉県内企業の割合

資料：当財団「埼玉県内賃金改定状況調査」
20192018201720162015201420132012

（%）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

（年度）

19.3
24.3

29.7
25.5 27.6

32.5 30.9

52.3
57.3 60.2 62.9 64.2

70.2 71.5 69.3正社員非正社員

　また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2019年1～3月期に前年
比＋62.3％となり、3四半期ぶりに前年を上回ったも
のの、4・5月は同▲38.9％と前年を下回った。

〈先行き〉　住宅建設コストの増加を受けて、販売
価格が高止まりしている分譲マンションについては、
デベロッパーが着工に慎重な姿勢をみせており、住
宅投資は当面弱い動きを続けるとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2018年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲11.1％となり、

県内の設備投資は前年実績を下回った。業種別で
は、製造業が同▲14.1％、非製造業が同▲9.7％
だった。
　2018年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲2.7％と前年実
績を下回っている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2019年度の設備投資計画額（見
込み）については、前年比＋18.7％と前年を上回る
見込みになっている。製造業は同＋17.7％、非製造
業は同＋19.2％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2018年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲2.2％と4年連続で前年を下回った。
　発注者別では、市町村は、さいたま市立病院の建
て替え等が寄与したことから、前年を上回ったもの

の、埼玉県と国、独立行政法人等が前年割れとなっ
た。2019年4～5月までの公共工事請負金額の累
計についても、前年を12.6％下回っている。
〈先行き〉　埼玉県の公共投資は、足元では弱い動
きとなっているが、今後、埼玉県立病院の機能拡充
等が寄与してくることもあって、先行きは前年並み
程度の水準で推移する見込みである。

　先行きの埼玉県経済についても、景気は当面一
進一退を続けるとみられる。
　内訳をみると、県内の生産は総じて横ばいから弱
含みで推移するとみられる。雇用・所得環境は改善
が続いていくと見込まれる。2019年10月の消費税
率引き上げに伴う駆け込み需要もあり、9月末にか
けて個人消費は緩やかに持ち直していくものの、そ
の後は反動減から足踏みに転じるとみられる。
　住宅投資は、デベロッパーが分譲マンションの着
工に慎重なこともあり、当面弱い動きを続けるとみら
れる。設備投資は、2018年度に前年を下回った反
動もあって、前年を上回る見込みである。公共投資
は、前年並み程度の水準で推移する見込みである。
　ただし、米中貿易摩擦をはじめ、海外経済を取り
巻く環境が一層不透明感を増しており、その動向に
は充分留意していく必要がある。　　  （井上博夫）
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〈先行き〉　埼玉県内企業の2019年経営見通し
（当財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項
として、人手不足をあげる企業が3年連続で最も多
かった。埼玉県の有効求人倍率は、直近のピークか
らはわずかに低下しているものの、引き続き県内企
業の雇用の不足感は強いことから、県内の雇用情勢
は先行きも改善を続けるとみられる。
　また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、 2019年度に正社員の賃上げを実施すると回
答した企業の割合は69.3％、非正社員の賃上げを
行う企業の割合は30.9％となった。いずれも前年の
水準は下回ったものの、賃上げを実施する企業の割
合は引き続き高い水準にある。

2019年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、2四半期連続でプラス成長を記録した。わが国
の景気は、緩やかに回復しているとみられるものの、
中国経済の減速等の影響を受けて、輸出や生産の
弱さが続いている。
内訳をみると、輸出や生産がこのところ弱含んで

いる。雇用・所得環境の改善が続くなかで、個人消
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は緩やかに持ち直しているものの、そのテンポはや
や鈍化している。住宅投資は弱い動きが続いており、
設備投資は前年実績を下回っている。公共投資も
わずかに前年を下回っている。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りに下降となった2018年10～12月期に続いて、
2019年1～3月期も前期を大きく下回った。県内の
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　業種別にみると、輸送機械の生産は、緩やかに持
ち直していたが、2018年7～9月期から3四半期連
続の減少となっている。化学は、このところ一進一
退の動きを続けている。昨年前半に医療用機械器
具などが落ち込んでいた業務用機械は、年後半に
かけてパチンコを中心に徐々に持ち直していたが、
2019年1～3月期は再び大幅な落ち込みとなった。
　生産用機械は、中国経済の減速等を受けて、フ
ラットパネルディスプレイ製造装置などの生産が落
ち込んでおり、このところ減少が続いている。食料品
は、2018年7～9月期まで3四半期連続で増加した
後、10～12月期はいったん減少に転じたものの、足
元で再び持ち直した。
〈先行き〉　この先も、首都圏向けを中心とする食
料品は比較的底堅く推移するとみられるが、輸出比
率の高い生産用機械や汎用機械などは、中国経済
の減速等を背景に、当面弱い動きを続けるとみられ
る。先行きの生産は、総じて横ばいから弱含みで推
移するとみられる。

　また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査で、2019年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（15.7％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.9％）を上回っている。
　県内の所得環境についても、先行きは改善を続
ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店が前年割れを続けるなか、スーパー
についても、2018年10～12月期の前年比▲2.0％
に続いて、2019年1～3月期には同▲1.6％と、2四
半期連続で前年割れとなった。4月の百貨店・スー
パー販売額も同▲2.9％と前年を下回っている。

家電量販店は、昨年秋頃には前年を下回ってい
たが、このところほぼ前年並みで推移している。
ホームセンターについてもやや低調な動きが続いて

持ち直しの動きがみられる。分譲についても、2019
年1～3月期は同＋10.8％と2四半期ぶりに前年を上
回った。一方、貸家は2019年1～3月期まで3四半期
連続で前年を下回っており、弱い動きが続いている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2019年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.34倍となった。国の
有効求人倍率1.63倍と比べるとやや低いものの、
県外での受理分を含めた、埼玉県内を就業地とす
る求人数で算出した就業地別有効求人倍率（季節
調整値）は1.48倍で、その水準は引き続き高い。
また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2018年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.5％と3年連続で前年
を上回ったのに続き、2018年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と6年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。

　乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、2018
年7～9月期まで前年割れが続いていたが、車両検
査不正問題に伴って前年の販売が落ち込んだ反動
などから、10～12月期は同＋9.0％と大幅に上昇し
た。2019年1～3月期は、わずかに前年を下回った
が、4・5月は同＋6.7％と再び前年を上回っている。
　雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費も緩やかに持ち直しているものの、そのテ
ンポはやや鈍化している。
〈先行き〉　個人消費は、2019年10月の消費税率
引き上げに伴う駆け込み需要もあって、9月末にか
けて緩やかに持ち直していくものの、その後は反動
減から足踏みに転じるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2018年
4～6月期に6四半期ぶりに前年を上回ったものの、
その後は、2019年1～3月期の同▲4.5％まで3四
半期連続で前年を下回った。4月についても、同▲
22.2％と前年を大きく下回っている。貸家ブームの
終息に加えて、建設コスト増加などの影響もあり、住
宅投資は弱い動きが続いている。
　内訳をみると、持家は、2019年1～3月期に3四半
期ぶりに前年比＋14.5％と前年を上回り、このところ

●埼玉県内企業のボーナス支給総額の推移

資料：当財団「埼玉県内企業のボーナス支給状況調査」
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●埼玉県の百貨店・スーパー販売額の推移

資料：関東経済産業局「管内百貨店・スーパー販売額の動向」、経済産業省「商業動態統計」
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●賃上げを実施すると回答した埼玉県内企業の割合

資料：当財団「埼玉県内賃金改定状況調査」
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　また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2019年1～3月期に前年
比＋62.3％となり、3四半期ぶりに前年を上回ったも
のの、4・5月は同▲38.9％と前年を下回った。

〈先行き〉　住宅建設コストの増加を受けて、販売
価格が高止まりしている分譲マンションについては、
デベロッパーが着工に慎重な姿勢をみせており、住
宅投資は当面弱い動きを続けるとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2018年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲11.1％となり、

県内の設備投資は前年実績を下回った。業種別で
は、製造業が同▲14.1％、非製造業が同▲9.7％
だった。
　2018年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲2.7％と前年実
績を下回っている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2019年度の設備投資計画額（見
込み）については、前年比＋18.7％と前年を上回る
見込みになっている。製造業は同＋17.7％、非製造
業は同＋19.2％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2018年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲2.2％と4年連続で前年を下回った。
　発注者別では、市町村は、さいたま市立病院の建
て替え等が寄与したことから、前年を上回ったもの

の、埼玉県と国、独立行政法人等が前年割れとなっ
た。2019年4～5月までの公共工事請負金額の累
計についても、前年を12.6％下回っている。
〈先行き〉　埼玉県の公共投資は、足元では弱い動
きとなっているが、今後、埼玉県立病院の機能拡充
等が寄与してくることもあって、先行きは前年並み
程度の水準で推移する見込みである。

　先行きの埼玉県経済についても、景気は当面一
進一退を続けるとみられる。
　内訳をみると、県内の生産は総じて横ばいから弱
含みで推移するとみられる。雇用・所得環境は改善
が続いていくと見込まれる。2019年10月の消費税
率引き上げに伴う駆け込み需要もあり、9月末にか
けて個人消費は緩やかに持ち直していくものの、そ
の後は反動減から足踏みに転じるとみられる。
　住宅投資は、デベロッパーが分譲マンションの着
工に慎重なこともあり、当面弱い動きを続けるとみら
れる。設備投資は、2018年度に前年を下回った反
動もあって、前年を上回る見込みである。公共投資
は、前年並み程度の水準で推移する見込みである。
　ただし、米中貿易摩擦をはじめ、海外経済を取り
巻く環境が一層不透明感を増しており、その動向に
は充分留意していく必要がある。　　  （井上博夫）
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〈先行き〉　埼玉県内企業の2019年経営見通し
（当財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項
として、人手不足をあげる企業が3年連続で最も多
かった。埼玉県の有効求人倍率は、直近のピークか
らはわずかに低下しているものの、引き続き県内企
業の雇用の不足感は強いことから、県内の雇用情勢
は先行きも改善を続けるとみられる。
　また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、 2019年度に正社員の賃上げを実施すると回
答した企業の割合は69.3％、非正社員の賃上げを
行う企業の割合は30.9％となった。いずれも前年の
水準は下回ったものの、賃上げを実施する企業の割
合は引き続き高い水準にある。

2019年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、2四半期連続でプラス成長を記録した。わが国
の景気は、緩やかに回復しているとみられるものの、
中国経済の減速等の影響を受けて、輸出や生産の
弱さが続いている。
内訳をみると、輸出や生産がこのところ弱含んで

いる。雇用・所得環境の改善が続くなかで、個人消
費は持ち直している。住宅投資はおおむね横ばいと
なっているものの、設備投資は緩やかな増加傾向に
あり、公共投資は底堅い動きとなっている。

埼玉県の景気は、緩やかに持ち直してきたものの、
このところ足踏みがみられる。
内訳をみると、生産はこのところ弱い動きになっ

ている。雇用・所得環境の改善を受けて、個人消費
は緩やかに持ち直しているものの、そのテンポはや
や鈍化している。住宅投資は弱い動きが続いており、
設備投資は前年実績を下回っている。公共投資も
わずかに前年を下回っている。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りに下降となった2018年10～12月期に続いて、
2019年1～3月期も前期を大きく下回った。県内の
生産は、このところ弱い動きになっている。

いる。ドラッグストアの販売額は引き続き堅調に推
移しており、コンビニエンスストアについても、底堅
い動きが続いている。

　業種別にみると、輸送機械の生産は、緩やかに持
ち直していたが、2018年7～9月期から3四半期連
続の減少となっている。化学は、このところ一進一
退の動きを続けている。昨年前半に医療用機械器
具などが落ち込んでいた業務用機械は、年後半に
かけてパチンコを中心に徐々に持ち直していたが、
2019年1～3月期は再び大幅な落ち込みとなった。
　生産用機械は、中国経済の減速等を受けて、フ
ラットパネルディスプレイ製造装置などの生産が落
ち込んでおり、このところ減少が続いている。食料品
は、2018年7～9月期まで3四半期連続で増加した
後、10～12月期はいったん減少に転じたものの、足
元で再び持ち直した。
〈先行き〉　この先も、首都圏向けを中心とする食
料品は比較的底堅く推移するとみられるが、輸出比
率の高い生産用機械や汎用機械などは、中国経済
の減速等を背景に、当面弱い動きを続けるとみられ
る。先行きの生産は、総じて横ばいから弱含みで推
移するとみられる。

　また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査で、2019年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（15.7％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.9％）を上回っている。
　県内の所得環境についても、先行きは改善を続
ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店が前年割れを続けるなか、スーパー
についても、2018年10～12月期の前年比▲2.0％
に続いて、2019年1～3月期には同▲1.6％と、2四
半期連続で前年割れとなった。4月の百貨店・スー
パー販売額も同▲2.9％と前年を下回っている。

家電量販店は、昨年秋頃には前年を下回ってい
たが、このところほぼ前年並みで推移している。
ホームセンターについてもやや低調な動きが続いて

持ち直しの動きがみられる。分譲についても、2019
年1～3月期は同＋10.8％と2四半期ぶりに前年を上
回った。一方、貸家は2019年1～3月期まで3四半期
連続で前年を下回っており、弱い動きが続いている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2019年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.34倍となった。国の
有効求人倍率1.63倍と比べるとやや低いものの、
県外での受理分を含めた、埼玉県内を就業地とす
る求人数で算出した就業地別有効求人倍率（季節
調整値）は1.48倍で、その水準は引き続き高い。
また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2018年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.5％と3年連続で前年
を上回ったのに続き、2018年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と6年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。

　乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、2018
年7～9月期まで前年割れが続いていたが、車両検
査不正問題に伴って前年の販売が落ち込んだ反動
などから、10～12月期は同＋9.0％と大幅に上昇し
た。2019年1～3月期は、わずかに前年を下回った
が、4・5月は同＋6.7％と再び前年を上回っている。
　雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費も緩やかに持ち直しているものの、そのテ
ンポはやや鈍化している。
〈先行き〉　個人消費は、2019年10月の消費税率
引き上げに伴う駆け込み需要もあって、9月末にか
けて緩やかに持ち直していくものの、その後は反動
減から足踏みに転じるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2018年
4～6月期に6四半期ぶりに前年を上回ったものの、
その後は、2019年1～3月期の同▲4.5％まで3四
半期連続で前年を下回った。4月についても、同▲
22.2％と前年を大きく下回っている。貸家ブームの
終息に加えて、建設コスト増加などの影響もあり、住
宅投資は弱い動きが続いている。
　内訳をみると、持家は、2019年1～3月期に3四半
期ぶりに前年比＋14.5％と前年を上回り、このところ
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●埼玉県の公共工事請負金額（年度累計）の推移

資料：東日本建設業保証㈱「公共工事前払金保証統計」
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●埼玉県のマンション発売戸数の推移

資料：㈱不動産経済研究所「首都圏のマンション市場動向」
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●埼玉県内企業の設備投資計画額

資料：関東財務局「法人企業景気予測調査」
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●埼玉県の新設住宅着工戸数の推移

資料：国土交通省「住宅着工統計」
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●埼玉県の乗用車新車販売台数（除く軽自動車）の推移

資料：（一社）日本自動車販売協会連合会「新車・月別販売台数（登録車）」
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　また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2019年1～3月期に前年
比＋62.3％となり、3四半期ぶりに前年を上回ったも
のの、4・5月は同▲38.9％と前年を下回った。

〈先行き〉　住宅建設コストの増加を受けて、販売
価格が高止まりしている分譲マンションについては、
デベロッパーが着工に慎重な姿勢をみせており、住
宅投資は当面弱い動きを続けるとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2018年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲11.1％となり、

県内の設備投資は前年実績を下回った。業種別で
は、製造業が同▲14.1％、非製造業が同▲9.7％
だった。
　2018年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲2.7％と前年実
績を下回っている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2019年度の設備投資計画額（見
込み）については、前年比＋18.7％と前年を上回る
見込みになっている。製造業は同＋17.7％、非製造
業は同＋19.2％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2018年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲2.2％と4年連続で前年を下回った。
　発注者別では、市町村は、さいたま市立病院の建
て替え等が寄与したことから、前年を上回ったもの

の、埼玉県と国、独立行政法人等が前年割れとなっ
た。2019年4～5月までの公共工事請負金額の累
計についても、前年を12.6％下回っている。
〈先行き〉　埼玉県の公共投資は、足元では弱い動
きとなっているが、今後、埼玉県立病院の機能拡充
等が寄与してくることもあって、先行きは前年並み
程度の水準で推移する見込みである。

　先行きの埼玉県経済についても、景気は当面一
進一退を続けるとみられる。
　内訳をみると、県内の生産は総じて横ばいから弱
含みで推移するとみられる。雇用・所得環境は改善
が続いていくと見込まれる。2019年10月の消費税
率引き上げに伴う駆け込み需要もあり、9月末にか
けて個人消費は緩やかに持ち直していくものの、そ
の後は反動減から足踏みに転じるとみられる。
　住宅投資は、デベロッパーが分譲マンションの着
工に慎重なこともあり、当面弱い動きを続けるとみら
れる。設備投資は、2018年度に前年を下回った反
動もあって、前年を上回る見込みである。公共投資
は、前年並み程度の水準で推移する見込みである。
　ただし、米中貿易摩擦をはじめ、海外経済を取り
巻く環境が一層不透明感を増しており、その動向に
は充分留意していく必要がある。　　  （井上博夫）
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個人消費は9月末にかけて緩やかに持ち直して
いくものの、その後は足踏みに転じる
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〈先行き〉　埼玉県内企業の2019年経営見通し
（当財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項
として、人手不足をあげる企業が3年連続で最も多
かった。埼玉県の有効求人倍率は、直近のピークか
らはわずかに低下しているものの、引き続き県内企
業の雇用の不足感は強いことから、県内の雇用情勢
は先行きも改善を続けるとみられる。
　また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、 2019年度に正社員の賃上げを実施すると回
答した企業の割合は69.3％、非正社員の賃上げを
行う企業の割合は30.9％となった。いずれも前年の
水準は下回ったものの、賃上げを実施する企業の割
合は引き続き高い水準にある。

2019年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、2四半期連続でプラス成長を記録した。わが国
の景気は、緩やかに回復しているとみられるものの、
中国経済の減速等の影響を受けて、輸出や生産の
弱さが続いている。
内訳をみると、輸出や生産がこのところ弱含んで

いる。雇用・所得環境の改善が続くなかで、個人消
費は持ち直している。住宅投資はおおむね横ばいと
なっているものの、設備投資は緩やかな増加傾向に
あり、公共投資は底堅い動きとなっている。

埼玉県の景気は、緩やかに持ち直してきたものの、
このところ足踏みがみられる。
内訳をみると、生産はこのところ弱い動きになっ

ている。雇用・所得環境の改善を受けて、個人消費
は緩やかに持ち直しているものの、そのテンポはや
や鈍化している。住宅投資は弱い動きが続いており、
設備投資は前年実績を下回っている。公共投資も
わずかに前年を下回っている。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りに下降となった2018年10～12月期に続いて、
2019年1～3月期も前期を大きく下回った。県内の
生産は、このところ弱い動きになっている。

いる。ドラッグストアの販売額は引き続き堅調に推
移しており、コンビニエンスストアについても、底堅
い動きが続いている。

　業種別にみると、輸送機械の生産は、緩やかに持
ち直していたが、2018年7～9月期から3四半期連
続の減少となっている。化学は、このところ一進一
退の動きを続けている。昨年前半に医療用機械器
具などが落ち込んでいた業務用機械は、年後半に
かけてパチンコを中心に徐々に持ち直していたが、
2019年1～3月期は再び大幅な落ち込みとなった。
　生産用機械は、中国経済の減速等を受けて、フ
ラットパネルディスプレイ製造装置などの生産が落
ち込んでおり、このところ減少が続いている。食料品
は、2018年7～9月期まで3四半期連続で増加した
後、10～12月期はいったん減少に転じたものの、足
元で再び持ち直した。
〈先行き〉　この先も、首都圏向けを中心とする食
料品は比較的底堅く推移するとみられるが、輸出比
率の高い生産用機械や汎用機械などは、中国経済
の減速等を背景に、当面弱い動きを続けるとみられ
る。先行きの生産は、総じて横ばいから弱含みで推
移するとみられる。

　また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査で、2019年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（15.7％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.9％）を上回っている。
　県内の所得環境についても、先行きは改善を続
ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店が前年割れを続けるなか、スーパー
についても、2018年10～12月期の前年比▲2.0％
に続いて、2019年1～3月期には同▲1.6％と、2四
半期連続で前年割れとなった。4月の百貨店・スー
パー販売額も同▲2.9％と前年を下回っている。

家電量販店は、昨年秋頃には前年を下回ってい
たが、このところほぼ前年並みで推移している。
ホームセンターについてもやや低調な動きが続いて

持ち直しの動きがみられる。分譲についても、2019
年1～3月期は同＋10.8％と2四半期ぶりに前年を上
回った。一方、貸家は2019年1～3月期まで3四半期
連続で前年を下回っており、弱い動きが続いている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2019年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.34倍となった。国の
有効求人倍率1.63倍と比べるとやや低いものの、
県外での受理分を含めた、埼玉県内を就業地とす
る求人数で算出した就業地別有効求人倍率（季節
調整値）は1.48倍で、その水準は引き続き高い。
また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2018年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.5％と3年連続で前年
を上回ったのに続き、2018年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と6年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。

　乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、2018
年7～9月期まで前年割れが続いていたが、車両検
査不正問題に伴って前年の販売が落ち込んだ反動
などから、10～12月期は同＋9.0％と大幅に上昇し
た。2019年1～3月期は、わずかに前年を下回った
が、4・5月は同＋6.7％と再び前年を上回っている。
　雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費も緩やかに持ち直しているものの、そのテ
ンポはやや鈍化している。
〈先行き〉　個人消費は、2019年10月の消費税率
引き上げに伴う駆け込み需要もあって、9月末にか
けて緩やかに持ち直していくものの、その後は反動
減から足踏みに転じるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2018年
4～6月期に6四半期ぶりに前年を上回ったものの、
その後は、2019年1～3月期の同▲4.5％まで3四
半期連続で前年を下回った。4月についても、同▲
22.2％と前年を大きく下回っている。貸家ブームの
終息に加えて、建設コスト増加などの影響もあり、住
宅投資は弱い動きが続いている。
　内訳をみると、持家は、2019年1～3月期に3四半
期ぶりに前年比＋14.5％と前年を上回り、このところ
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●埼玉県の公共工事請負金額（年度累計）の推移

資料：東日本建設業保証㈱「公共工事前払金保証統計」
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●埼玉県のマンション発売戸数の推移

資料：㈱不動産経済研究所「首都圏のマンション市場動向」
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●埼玉県内企業の設備投資計画額

資料：関東財務局「法人企業景気予測調査」
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●埼玉県の新設住宅着工戸数の推移

資料：国土交通省「住宅着工統計」

（千戸） （%）前年比新設住宅着工戸数

0

10

20

●埼玉県の乗用車新車販売台数（除く軽自動車）の推移

資料：（一社）日本自動車販売協会連合会「新車・月別販売台数（登録車）」
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　また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2019年1～3月期に前年
比＋62.3％となり、3四半期ぶりに前年を上回ったも
のの、4・5月は同▲38.9％と前年を下回った。

〈先行き〉　住宅建設コストの増加を受けて、販売
価格が高止まりしている分譲マンションについては、
デベロッパーが着工に慎重な姿勢をみせており、住
宅投資は当面弱い動きを続けるとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2018年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲11.1％となり、

県内の設備投資は前年実績を下回った。業種別で
は、製造業が同▲14.1％、非製造業が同▲9.7％
だった。
　2018年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲2.7％と前年実
績を下回っている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2019年度の設備投資計画額（見
込み）については、前年比＋18.7％と前年を上回る
見込みになっている。製造業は同＋17.7％、非製造
業は同＋19.2％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2018年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲2.2％と4年連続で前年を下回った。
　発注者別では、市町村は、さいたま市立病院の建
て替え等が寄与したことから、前年を上回ったもの

の、埼玉県と国、独立行政法人等が前年割れとなっ
た。2019年4～5月までの公共工事請負金額の累
計についても、前年を12.6％下回っている。
〈先行き〉　埼玉県の公共投資は、足元では弱い動
きとなっているが、今後、埼玉県立病院の機能拡充
等が寄与してくることもあって、先行きは前年並み
程度の水準で推移する見込みである。

　先行きの埼玉県経済についても、景気は当面一
進一退を続けるとみられる。
　内訳をみると、県内の生産は総じて横ばいから弱
含みで推移するとみられる。雇用・所得環境は改善
が続いていくと見込まれる。2019年10月の消費税
率引き上げに伴う駆け込み需要もあり、9月末にか
けて個人消費は緩やかに持ち直していくものの、そ
の後は反動減から足踏みに転じるとみられる。
　住宅投資は、デベロッパーが分譲マンションの着
工に慎重なこともあり、当面弱い動きを続けるとみら
れる。設備投資は、2018年度に前年を下回った反
動もあって、前年を上回る見込みである。公共投資
は、前年並み程度の水準で推移する見込みである。
　ただし、米中貿易摩擦をはじめ、海外経済を取り
巻く環境が一層不透明感を増しており、その動向に
は充分留意していく必要がある。　　  （井上博夫）
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アンケート調査①
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〈先行き〉　埼玉県内企業の2019年経営見通し
（当財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項
として、人手不足をあげる企業が3年連続で最も多
かった。埼玉県の有効求人倍率は、直近のピークか
らはわずかに低下しているものの、引き続き県内企
業の雇用の不足感は強いことから、県内の雇用情勢
は先行きも改善を続けるとみられる。
　また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、 2019年度に正社員の賃上げを実施すると回
答した企業の割合は69.3％、非正社員の賃上げを
行う企業の割合は30.9％となった。いずれも前年の
水準は下回ったものの、賃上げを実施する企業の割
合は引き続き高い水準にある。

2019年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、2四半期連続でプラス成長を記録した。わが国
の景気は、緩やかに回復しているとみられるものの、
中国経済の減速等の影響を受けて、輸出や生産の
弱さが続いている。
内訳をみると、輸出や生産がこのところ弱含んで

いる。雇用・所得環境の改善が続くなかで、個人消
費は持ち直している。住宅投資はおおむね横ばいと
なっているものの、設備投資は緩やかな増加傾向に
あり、公共投資は底堅い動きとなっている。

埼玉県の景気は、緩やかに持ち直してきたものの、
このところ足踏みがみられる。
内訳をみると、生産はこのところ弱い動きになっ

ている。雇用・所得環境の改善を受けて、個人消費
は緩やかに持ち直しているものの、そのテンポはや
や鈍化している。住宅投資は弱い動きが続いており、
設備投資は前年実績を下回っている。公共投資も
わずかに前年を下回っている。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りに下降となった2018年10～12月期に続いて、
2019年1～3月期も前期を大きく下回った。県内の
生産は、このところ弱い動きになっている。

いる。ドラッグストアの販売額は引き続き堅調に推
移しており、コンビニエンスストアについても、底堅
い動きが続いている。

　業種別にみると、輸送機械の生産は、緩やかに持
ち直していたが、2018年7～9月期から3四半期連
続の減少となっている。化学は、このところ一進一
退の動きを続けている。昨年前半に医療用機械器
具などが落ち込んでいた業務用機械は、年後半に
かけてパチンコを中心に徐々に持ち直していたが、
2019年1～3月期は再び大幅な落ち込みとなった。
　生産用機械は、中国経済の減速等を受けて、フ
ラットパネルディスプレイ製造装置などの生産が落
ち込んでおり、このところ減少が続いている。食料品
は、2018年7～9月期まで3四半期連続で増加した
後、10～12月期はいったん減少に転じたものの、足
元で再び持ち直した。
〈先行き〉　この先も、首都圏向けを中心とする食
料品は比較的底堅く推移するとみられるが、輸出比
率の高い生産用機械や汎用機械などは、中国経済
の減速等を背景に、当面弱い動きを続けるとみられ
る。先行きの生産は、総じて横ばいから弱含みで推
移するとみられる。

　また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査で、2019年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（15.7％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.9％）を上回っている。
　県内の所得環境についても、先行きは改善を続
ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店が前年割れを続けるなか、スーパー
についても、2018年10～12月期の前年比▲2.0％
に続いて、2019年1～3月期には同▲1.6％と、2四
半期連続で前年割れとなった。4月の百貨店・スー
パー販売額も同▲2.9％と前年を下回っている。

家電量販店は、昨年秋頃には前年を下回ってい
たが、このところほぼ前年並みで推移している。
ホームセンターについてもやや低調な動きが続いて

持ち直しの動きがみられる。分譲についても、2019
年1～3月期は同＋10.8％と2四半期ぶりに前年を上
回った。一方、貸家は2019年1～3月期まで3四半期
連続で前年を下回っており、弱い動きが続いている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2019年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.34倍となった。国の
有効求人倍率1.63倍と比べるとやや低いものの、
県外での受理分を含めた、埼玉県内を就業地とす
る求人数で算出した就業地別有効求人倍率（季節
調整値）は1.48倍で、その水準は引き続き高い。
また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2018年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.5％と3年連続で前年
を上回ったのに続き、2018年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と6年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。

　乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、2018
年7～9月期まで前年割れが続いていたが、車両検
査不正問題に伴って前年の販売が落ち込んだ反動
などから、10～12月期は同＋9.0％と大幅に上昇し
た。2019年1～3月期は、わずかに前年を下回った
が、4・5月は同＋6.7％と再び前年を上回っている。
　雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費も緩やかに持ち直しているものの、そのテ
ンポはやや鈍化している。
〈先行き〉　個人消費は、2019年10月の消費税率
引き上げに伴う駆け込み需要もあって、9月末にか
けて緩やかに持ち直していくものの、その後は反動
減から足踏みに転じるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2018年
4～6月期に6四半期ぶりに前年を上回ったものの、
その後は、2019年1～3月期の同▲4.5％まで3四
半期連続で前年を下回った。4月についても、同▲
22.2％と前年を大きく下回っている。貸家ブームの
終息に加えて、建設コスト増加などの影響もあり、住
宅投資は弱い動きが続いている。
　内訳をみると、持家は、2019年1～3月期に3四半
期ぶりに前年比＋14.5％と前年を上回り、このところ

　また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2019年1～3月期に前年
比＋62.3％となり、3四半期ぶりに前年を上回ったも
のの、4・5月は同▲38.9％と前年を下回った。

〈先行き〉　住宅建設コストの増加を受けて、販売
価格が高止まりしている分譲マンションについては、
デベロッパーが着工に慎重な姿勢をみせており、住
宅投資は当面弱い動きを続けるとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2018年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲11.1％となり、

県内の設備投資は前年実績を下回った。業種別で
は、製造業が同▲14.1％、非製造業が同▲9.7％
だった。
　2018年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲2.7％と前年実
績を下回っている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2019年度の設備投資計画額（見
込み）については、前年比＋18.7％と前年を上回る
見込みになっている。製造業は同＋17.7％、非製造
業は同＋19.2％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2018年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲2.2％と4年連続で前年を下回った。
　発注者別では、市町村は、さいたま市立病院の建
て替え等が寄与したことから、前年を上回ったもの

の、埼玉県と国、独立行政法人等が前年割れとなっ
た。2019年4～5月までの公共工事請負金額の累
計についても、前年を12.6％下回っている。
〈先行き〉　埼玉県の公共投資は、足元では弱い動
きとなっているが、今後、埼玉県立病院の機能拡充
等が寄与してくることもあって、先行きは前年並み
程度の水準で推移する見込みである。

　先行きの埼玉県経済についても、景気は当面一
進一退を続けるとみられる。
　内訳をみると、県内の生産は総じて横ばいから弱
含みで推移するとみられる。雇用・所得環境は改善
が続いていくと見込まれる。2019年10月の消費税
率引き上げに伴う駆け込み需要もあり、9月末にか
けて個人消費は緩やかに持ち直していくものの、そ
の後は反動減から足踏みに転じるとみられる。
　住宅投資は、デベロッパーが分譲マンションの着
工に慎重なこともあり、当面弱い動きを続けるとみら
れる。設備投資は、2018年度に前年を下回った反
動もあって、前年を上回る見込みである。公共投資
は、前年並み程度の水準で推移する見込みである。
　ただし、米中貿易摩擦をはじめ、海外経済を取り
巻く環境が一層不透明感を増しており、その動向に
は充分留意していく必要がある。　　  （井上博夫）

埼玉県内新卒者採用状況調査
新卒者の採用意欲は引き続き強い

2019年度の新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
2019年4月入社の新卒者について、採用計画が

「有った」企業の割合は前年調査(2018年4月)から
2.1ポイント増加し57.8％となった。高い水準を維持し
ており、企業の新卒者に対する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、製造業は61.1％（前年比▲0.8ポ

イント）、非製造業は56.1％（同＋4.0ポイント）となった。
製造業は前年より小幅ながら減少となり、一方、非製
造業は増加した。
規模別にみると、大企業は100％（同＋14.3ポイン

ト）、中小企業は54.4％（同＋1.7ポイント）となった。大
企業、中小企業ともに前年を上回ったが、特に大企業
の採用意欲は強く、全ての企業で採用計画が「有っ
た」としている。

採用計画人数の増減
新卒者の採用計画人数の増減は、前年に比べ「増
加」22.5％（前年比▲0.6ポイント）、「変わらない」
37.5％（同＋5.1ポイント）、「減少」11.5％（同▲0.5ポ
イント）、「例年ない」28.5％（同▲3.9ポイント）となっ
た。前年と比べ「増加」、「減少」ともに微減となり、「変
わらない」が増えた。採用計画人数については前年度

程度を計画した企業が多かった。

採用計画人数が増加した理由
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」68.9％（前
年比＋20.9ポイント）、以下「事業拡大のため」37.8％
（同＋9.8ポイント）、「良い人材が採用できる」26.7％
（同＋14.7ポイント）、「業況の好調」24.4％（同▲3.6
ポイント）、「今後の業況の好転を見込んで」11.1％
（同▲16.9ポイント）となった。
景気の先行き不安が強まるなか、「業況の好調」や

「今後の業況の好転を見込んで」を挙げる企業が減少し

ているが、「恒常的人手不足の補完」や「良い人材を確
保できる」を挙げる企業は前回調査より増加しており、人
員の補完については引き続き積極的に行うところが多い。

採用計画人数が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)、最も多かったのが「熟練者を採用」31.3％
（同＋12.5ポイント）、以下「人手が不足していない」
25.0％（同＋1.0ポイント）、「中高年齢者を採用」
23.8％（同▲0.2ポイント）、「業況の不振」13.8％（同
▲0.8ポイント）、「パート等の採用」11.3％（同▲4.3
ポイント）、「OA・FA等で対応」3.8％（同▲3.5ポイン
ト）の順となった。採用計画人数を減少、または採用計
画の無かった企業では、即戦力となる「熟練者を採
用」する企業が前年より増えた。

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」51.3％

（前年比▲3.5ポイント）、「やや不足」31.4％（同▲
1.4ポイント）、「大幅に不足」17.3％（同＋4.9ポイン
ト）となった。「やや不足」と「大幅に不足」を合わせた
「不足」は48.7％（同＋3.5ポイント）となった。計画通り

の採用が確保できず、「不足」となる企業は前年より増
え、企業にとって新卒者の採用は計画通りに進まない
難しい状況が続いている。
業種別にみると、「不足」は製造業が53.6％（同＋
19.8ポイント）、非製造業は46.0％（同▲6.3ポイント）
となった。製造業で「不足」とした企業が前年より大幅
に増加し、非製造業を上回った。

来年度の採用計画人数の増減
来年度（2020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」48.8％、
「減少」4.4％、「未定」29.8％となった。「増加」が「減
少」を上回っており、来年度の新卒者に対する企業の
採用意欲は引き続き強いものとなっている。 （辻　和）

●採用計画が「有った」企業割合の推移
（%）

（年度）
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〈先行き〉　埼玉県内企業の2019年経営見通し
（当財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項
として、人手不足をあげる企業が3年連続で最も多
かった。埼玉県の有効求人倍率は、直近のピークか
らはわずかに低下しているものの、引き続き県内企
業の雇用の不足感は強いことから、県内の雇用情勢
は先行きも改善を続けるとみられる。
　また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、 2019年度に正社員の賃上げを実施すると回
答した企業の割合は69.3％、非正社員の賃上げを
行う企業の割合は30.9％となった。いずれも前年の
水準は下回ったものの、賃上げを実施する企業の割
合は引き続き高い水準にある。

2019年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、2四半期連続でプラス成長を記録した。わが国
の景気は、緩やかに回復しているとみられるものの、
中国経済の減速等の影響を受けて、輸出や生産の
弱さが続いている。
内訳をみると、輸出や生産がこのところ弱含んで

いる。雇用・所得環境の改善が続くなかで、個人消
費は持ち直している。住宅投資はおおむね横ばいと
なっているものの、設備投資は緩やかな増加傾向に
あり、公共投資は底堅い動きとなっている。

埼玉県の景気は、緩やかに持ち直してきたものの、
このところ足踏みがみられる。
内訳をみると、生産はこのところ弱い動きになっ

ている。雇用・所得環境の改善を受けて、個人消費
は緩やかに持ち直しているものの、そのテンポはや
や鈍化している。住宅投資は弱い動きが続いており、
設備投資は前年実績を下回っている。公共投資も
わずかに前年を下回っている。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りに下降となった2018年10～12月期に続いて、
2019年1～3月期も前期を大きく下回った。県内の
生産は、このところ弱い動きになっている。

いる。ドラッグストアの販売額は引き続き堅調に推
移しており、コンビニエンスストアについても、底堅
い動きが続いている。

　業種別にみると、輸送機械の生産は、緩やかに持
ち直していたが、2018年7～9月期から3四半期連
続の減少となっている。化学は、このところ一進一
退の動きを続けている。昨年前半に医療用機械器
具などが落ち込んでいた業務用機械は、年後半に
かけてパチンコを中心に徐々に持ち直していたが、
2019年1～3月期は再び大幅な落ち込みとなった。
　生産用機械は、中国経済の減速等を受けて、フ
ラットパネルディスプレイ製造装置などの生産が落
ち込んでおり、このところ減少が続いている。食料品
は、2018年7～9月期まで3四半期連続で増加した
後、10～12月期はいったん減少に転じたものの、足
元で再び持ち直した。
〈先行き〉　この先も、首都圏向けを中心とする食
料品は比較的底堅く推移するとみられるが、輸出比
率の高い生産用機械や汎用機械などは、中国経済
の減速等を背景に、当面弱い動きを続けるとみられ
る。先行きの生産は、総じて横ばいから弱含みで推
移するとみられる。

　また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査で、2019年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（15.7％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.9％）を上回っている。
　県内の所得環境についても、先行きは改善を続
ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店が前年割れを続けるなか、スーパー
についても、2018年10～12月期の前年比▲2.0％
に続いて、2019年1～3月期には同▲1.6％と、2四
半期連続で前年割れとなった。4月の百貨店・スー
パー販売額も同▲2.9％と前年を下回っている。

家電量販店は、昨年秋頃には前年を下回ってい
たが、このところほぼ前年並みで推移している。
ホームセンターについてもやや低調な動きが続いて

持ち直しの動きがみられる。分譲についても、2019
年1～3月期は同＋10.8％と2四半期ぶりに前年を上
回った。一方、貸家は2019年1～3月期まで3四半期
連続で前年を下回っており、弱い動きが続いている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2019年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.34倍となった。国の
有効求人倍率1.63倍と比べるとやや低いものの、
県外での受理分を含めた、埼玉県内を就業地とす
る求人数で算出した就業地別有効求人倍率（季節
調整値）は1.48倍で、その水準は引き続き高い。
また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2018年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.5％と3年連続で前年
を上回ったのに続き、2018年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と6年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。

　乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、2018
年7～9月期まで前年割れが続いていたが、車両検
査不正問題に伴って前年の販売が落ち込んだ反動
などから、10～12月期は同＋9.0％と大幅に上昇し
た。2019年1～3月期は、わずかに前年を下回った
が、4・5月は同＋6.7％と再び前年を上回っている。
　雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費も緩やかに持ち直しているものの、そのテ
ンポはやや鈍化している。
〈先行き〉　個人消費は、2019年10月の消費税率
引き上げに伴う駆け込み需要もあって、9月末にか
けて緩やかに持ち直していくものの、その後は反動
減から足踏みに転じるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2018年
4～6月期に6四半期ぶりに前年を上回ったものの、
その後は、2019年1～3月期の同▲4.5％まで3四
半期連続で前年を下回った。4月についても、同▲
22.2％と前年を大きく下回っている。貸家ブームの
終息に加えて、建設コスト増加などの影響もあり、住
宅投資は弱い動きが続いている。
　内訳をみると、持家は、2019年1～3月期に3四半
期ぶりに前年比＋14.5％と前年を上回り、このところ

　また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2019年1～3月期に前年
比＋62.3％となり、3四半期ぶりに前年を上回ったも
のの、4・5月は同▲38.9％と前年を下回った。

〈先行き〉　住宅建設コストの増加を受けて、販売
価格が高止まりしている分譲マンションについては、
デベロッパーが着工に慎重な姿勢をみせており、住
宅投資は当面弱い動きを続けるとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2018年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲11.1％となり、

県内の設備投資は前年実績を下回った。業種別で
は、製造業が同▲14.1％、非製造業が同▲9.7％
だった。
　2018年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲2.7％と前年実
績を下回っている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2019年度の設備投資計画額（見
込み）については、前年比＋18.7％と前年を上回る
見込みになっている。製造業は同＋17.7％、非製造
業は同＋19.2％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2018年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲2.2％と4年連続で前年を下回った。
　発注者別では、市町村は、さいたま市立病院の建
て替え等が寄与したことから、前年を上回ったもの

の、埼玉県と国、独立行政法人等が前年割れとなっ
た。2019年4～5月までの公共工事請負金額の累
計についても、前年を12.6％下回っている。
〈先行き〉　埼玉県の公共投資は、足元では弱い動
きとなっているが、今後、埼玉県立病院の機能拡充
等が寄与してくることもあって、先行きは前年並み
程度の水準で推移する見込みである。

　先行きの埼玉県経済についても、景気は当面一
進一退を続けるとみられる。
　内訳をみると、県内の生産は総じて横ばいから弱
含みで推移するとみられる。雇用・所得環境は改善
が続いていくと見込まれる。2019年10月の消費税
率引き上げに伴う駆け込み需要もあり、9月末にか
けて個人消費は緩やかに持ち直していくものの、そ
の後は反動減から足踏みに転じるとみられる。
　住宅投資は、デベロッパーが分譲マンションの着
工に慎重なこともあり、当面弱い動きを続けるとみら
れる。設備投資は、2018年度に前年を下回った反
動もあって、前年を上回る見込みである。公共投資
は、前年並み程度の水準で推移する見込みである。
　ただし、米中貿易摩擦をはじめ、海外経済を取り
巻く環境が一層不透明感を増しており、その動向に
は充分留意していく必要がある。　　  （井上博夫）

埼玉県内新卒者採用状況調査
新卒者の採用意欲は引き続き強い

2019年度の新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
2019年4月入社の新卒者について、採用計画が

「有った」企業の割合は前年調査(2018年4月)から
2.1ポイント増加し57.8％となった。高い水準を維持し
ており、企業の新卒者に対する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、製造業は61.1％（前年比▲0.8ポ

イント）、非製造業は56.1％（同＋4.0ポイント）となった。
製造業は前年より小幅ながら減少となり、一方、非製
造業は増加した。
規模別にみると、大企業は100％（同＋14.3ポイン

ト）、中小企業は54.4％（同＋1.7ポイント）となった。大
企業、中小企業ともに前年を上回ったが、特に大企業
の採用意欲は強く、全ての企業で採用計画が「有っ
た」としている。

採用計画人数の増減
新卒者の採用計画人数の増減は、前年に比べ「増
加」22.5％（前年比▲0.6ポイント）、「変わらない」
37.5％（同＋5.1ポイント）、「減少」11.5％（同▲0.5ポ
イント）、「例年ない」28.5％（同▲3.9ポイント）となっ
た。前年と比べ「増加」、「減少」ともに微減となり、「変
わらない」が増えた。採用計画人数については前年度

程度を計画した企業が多かった。

採用計画人数が増加した理由
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」68.9％（前
年比＋20.9ポイント）、以下「事業拡大のため」37.8％
（同＋9.8ポイント）、「良い人材が採用できる」26.7％
（同＋14.7ポイント）、「業況の好調」24.4％（同▲3.6
ポイント）、「今後の業況の好転を見込んで」11.1％
（同▲16.9ポイント）となった。
景気の先行き不安が強まるなか、「業況の好調」や

「今後の業況の好転を見込んで」を挙げる企業が減少し

ているが、「恒常的人手不足の補完」や「良い人材を確
保できる」を挙げる企業は前回調査より増加しており、人
員の補完については引き続き積極的に行うところが多い。

採用計画人数が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)、最も多かったのが「熟練者を採用」31.3％
（同＋12.5ポイント）、以下「人手が不足していない」
25.0％（同＋1.0ポイント）、「中高年齢者を採用」
23.8％（同▲0.2ポイント）、「業況の不振」13.8％（同
▲0.8ポイント）、「パート等の採用」11.3％（同▲4.3
ポイント）、「OA・FA等で対応」3.8％（同▲3.5ポイン
ト）の順となった。採用計画人数を減少、または採用計
画の無かった企業では、即戦力となる「熟練者を採
用」する企業が前年より増えた。

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」51.3％

（前年比▲3.5ポイント）、「やや不足」31.4％（同▲
1.4ポイント）、「大幅に不足」17.3％（同＋4.9ポイン
ト）となった。「やや不足」と「大幅に不足」を合わせた
「不足」は48.7％（同＋3.5ポイント）となった。計画通り

の採用が確保できず、「不足」となる企業は前年より増
え、企業にとって新卒者の採用は計画通りに進まない
難しい状況が続いている。
業種別にみると、「不足」は製造業が53.6％（同＋
19.8ポイント）、非製造業は46.0％（同▲6.3ポイント）
となった。製造業で「不足」とした企業が前年より大幅
に増加し、非製造業を上回った。

来年度の採用計画人数の増減
来年度（2020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」48.8％、
「減少」4.4％、「未定」29.8％となった。「増加」が「減
少」を上回っており、来年度の新卒者に対する企業の
採用意欲は引き続き強いものとなっている。 （辻　和）

●採用計画が「有った」企業割合の推移
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アンケート調査②

〈先行き〉　埼玉県内企業の2019年経営見通し
（当財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項
として、人手不足をあげる企業が3年連続で最も多
かった。埼玉県の有効求人倍率は、直近のピークか
らはわずかに低下しているものの、引き続き県内企
業の雇用の不足感は強いことから、県内の雇用情勢
は先行きも改善を続けるとみられる。
　また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、 2019年度に正社員の賃上げを実施すると回
答した企業の割合は69.3％、非正社員の賃上げを
行う企業の割合は30.9％となった。いずれも前年の
水準は下回ったものの、賃上げを実施する企業の割
合は引き続き高い水準にある。

2019年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、2四半期連続でプラス成長を記録した。わが国
の景気は、緩やかに回復しているとみられるものの、
中国経済の減速等の影響を受けて、輸出や生産の
弱さが続いている。
内訳をみると、輸出や生産がこのところ弱含んで

いる。雇用・所得環境の改善が続くなかで、個人消
費は持ち直している。住宅投資はおおむね横ばいと
なっているものの、設備投資は緩やかな増加傾向に
あり、公共投資は底堅い動きとなっている。

埼玉県の景気は、緩やかに持ち直してきたものの、
このところ足踏みがみられる。
内訳をみると、生産はこのところ弱い動きになっ

ている。雇用・所得環境の改善を受けて、個人消費
は緩やかに持ち直しているものの、そのテンポはや
や鈍化している。住宅投資は弱い動きが続いており、
設備投資は前年実績を下回っている。公共投資も
わずかに前年を下回っている。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りに下降となった2018年10～12月期に続いて、
2019年1～3月期も前期を大きく下回った。県内の
生産は、このところ弱い動きになっている。

いる。ドラッグストアの販売額は引き続き堅調に推
移しており、コンビニエンスストアについても、底堅
い動きが続いている。

　業種別にみると、輸送機械の生産は、緩やかに持
ち直していたが、2018年7～9月期から3四半期連
続の減少となっている。化学は、このところ一進一
退の動きを続けている。昨年前半に医療用機械器
具などが落ち込んでいた業務用機械は、年後半に
かけてパチンコを中心に徐々に持ち直していたが、
2019年1～3月期は再び大幅な落ち込みとなった。
　生産用機械は、中国経済の減速等を受けて、フ
ラットパネルディスプレイ製造装置などの生産が落
ち込んでおり、このところ減少が続いている。食料品
は、2018年7～9月期まで3四半期連続で増加した
後、10～12月期はいったん減少に転じたものの、足
元で再び持ち直した。
〈先行き〉　この先も、首都圏向けを中心とする食
料品は比較的底堅く推移するとみられるが、輸出比
率の高い生産用機械や汎用機械などは、中国経済
の減速等を背景に、当面弱い動きを続けるとみられ
る。先行きの生産は、総じて横ばいから弱含みで推
移するとみられる。

　また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査で、2019年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（15.7％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.9％）を上回っている。
　県内の所得環境についても、先行きは改善を続
ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店が前年割れを続けるなか、スーパー
についても、2018年10～12月期の前年比▲2.0％
に続いて、2019年1～3月期には同▲1.6％と、2四
半期連続で前年割れとなった。4月の百貨店・スー
パー販売額も同▲2.9％と前年を下回っている。

家電量販店は、昨年秋頃には前年を下回ってい
たが、このところほぼ前年並みで推移している。
ホームセンターについてもやや低調な動きが続いて

持ち直しの動きがみられる。分譲についても、2019
年1～3月期は同＋10.8％と2四半期ぶりに前年を上
回った。一方、貸家は2019年1～3月期まで3四半期
連続で前年を下回っており、弱い動きが続いている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2019年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.34倍となった。国の
有効求人倍率1.63倍と比べるとやや低いものの、
県外での受理分を含めた、埼玉県内を就業地とす
る求人数で算出した就業地別有効求人倍率（季節
調整値）は1.48倍で、その水準は引き続き高い。
また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2018年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.5％と3年連続で前年
を上回ったのに続き、2018年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と6年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。

　乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、2018
年7～9月期まで前年割れが続いていたが、車両検
査不正問題に伴って前年の販売が落ち込んだ反動
などから、10～12月期は同＋9.0％と大幅に上昇し
た。2019年1～3月期は、わずかに前年を下回った
が、4・5月は同＋6.7％と再び前年を上回っている。
　雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費も緩やかに持ち直しているものの、そのテ
ンポはやや鈍化している。
〈先行き〉　個人消費は、2019年10月の消費税率
引き上げに伴う駆け込み需要もあって、9月末にか
けて緩やかに持ち直していくものの、その後は反動
減から足踏みに転じるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2018年
4～6月期に6四半期ぶりに前年を上回ったものの、
その後は、2019年1～3月期の同▲4.5％まで3四
半期連続で前年を下回った。4月についても、同▲
22.2％と前年を大きく下回っている。貸家ブームの
終息に加えて、建設コスト増加などの影響もあり、住
宅投資は弱い動きが続いている。
　内訳をみると、持家は、2019年1～3月期に3四半
期ぶりに前年比＋14.5％と前年を上回り、このところ

　また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2019年1～3月期に前年
比＋62.3％となり、3四半期ぶりに前年を上回ったも
のの、4・5月は同▲38.9％と前年を下回った。

〈先行き〉　住宅建設コストの増加を受けて、販売
価格が高止まりしている分譲マンションについては、
デベロッパーが着工に慎重な姿勢をみせており、住
宅投資は当面弱い動きを続けるとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2018年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲11.1％となり、

県内の設備投資は前年実績を下回った。業種別で
は、製造業が同▲14.1％、非製造業が同▲9.7％
だった。
　2018年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲2.7％と前年実
績を下回っている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2019年度の設備投資計画額（見
込み）については、前年比＋18.7％と前年を上回る
見込みになっている。製造業は同＋17.7％、非製造
業は同＋19.2％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2018年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲2.2％と4年連続で前年を下回った。
　発注者別では、市町村は、さいたま市立病院の建
て替え等が寄与したことから、前年を上回ったもの

の、埼玉県と国、独立行政法人等が前年割れとなっ
た。2019年4～5月までの公共工事請負金額の累
計についても、前年を12.6％下回っている。
〈先行き〉　埼玉県の公共投資は、足元では弱い動
きとなっているが、今後、埼玉県立病院の機能拡充
等が寄与してくることもあって、先行きは前年並み
程度の水準で推移する見込みである。

　先行きの埼玉県経済についても、景気は当面一
進一退を続けるとみられる。
　内訳をみると、県内の生産は総じて横ばいから弱
含みで推移するとみられる。雇用・所得環境は改善
が続いていくと見込まれる。2019年10月の消費税
率引き上げに伴う駆け込み需要もあり、9月末にか
けて個人消費は緩やかに持ち直していくものの、そ
の後は反動減から足踏みに転じるとみられる。
　住宅投資は、デベロッパーが分譲マンションの着
工に慎重なこともあり、当面弱い動きを続けるとみら
れる。設備投資は、2018年度に前年を下回った反
動もあって、前年を上回る見込みである。公共投資
は、前年並み程度の水準で推移する見込みである。
　ただし、米中貿易摩擦をはじめ、海外経済を取り
巻く環境が一層不透明感を増しており、その動向に
は充分留意していく必要がある。　　  （井上博夫）

2019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」とするところは
21.4％、「定昇のみ実施する」は41.4％、「ベースアッ
プのみ実施する」は6.5％となり、「賃上げを実施する」
ところは69.3％と前年調査に比べ2.2ポイント低下した。
「賃上げを実施する」ところは2012年度の本調査
開始以降、6年連続で増加してきたが、今回減少に転
じた。米中貿易摩擦や中国経済の減速により、輸出や
生産に弱い動きがみられることなどから、国内景気に
対する見方が厳しくなっていることが背景にあると考
えられる。
前年調査と比べると、「定昇、ベースアップとも実施

する」が24.6％から21.4％へと3.2ポイント低下し、
「現在未定」が16.7％から19.5％へと上昇しているほ
か、「定昇、ベースアップとも実施しない」も5.7％から
7.0％へと上昇するなど、賃上げに対する慎重な姿勢
をとる企業が増加した。また、「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」は3.3％
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」とするところは製造業で32.4％と非製造業の

15.6％に比べて高く、「定昇・ベースアップとも実施し
ない」は、非製造業で9.9％と製造業の1.4％に比べて
高くなっている。

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2.2％（前年調査1.9％）、
賃上げ額は5,057円（同4,909円）となった（賃上げ率、
または賃上げ額を記入いただいた117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、賃上げ額ともに上昇、増加した。
調査開始以降8年間について、賃上げを実施する企
業の賃上げ率をみると1.8％→1.9％→1.8％→2.0％
→1.9％→2.0％→1.9％→2.2％と変化は小さいもの
の、今回調査ではこの8年間で最も高い賃上げ率と
なった。
業種別にみると、製造業では賃上げ率2.0％、賃上

げ額4,807円、非製造業では賃上げ率2.3％、賃上げ
額5,228円で賃上げ率、賃上げ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」が最も高く73.7％、次いで「労働
力の確保定着」39.9％、「例年の賃上げ実績」と「世
間相場」がともに28.6％、「労使関係の安定」11.7％、
「物価動向」3.8％の順となった。
業種別にみると、「労働力の確保定着」を重視する

は、非製造業で46.0％、製造業で28.4％と非製造業
で高く、当該項目での10ポイント以上の乖離が4年連
続となるなど、引き続き非製造業で人手不足感が強い
ことを反映している。
「例年の賃上げ実績」を重視するところは製造業で
37.8％、非製造業で23.7％と製造業で高くなっている。

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
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」とするところは5.8％、「定昇のみ実施する」
は19.3％、「ベースアップのみ実施する」は5.8％とな
り、「賃上げを実施する」ところは30.9％となり、前年に
比べ1.6ポイント低下し、賃上げに対する慎重な姿勢を
とる企業が増加した。正社員については、「賃上げを実
施する」ところは69.3％であり、その差は依然大きい。
一方、「現在未定」とするところは31.9％、「定昇、

ベースアップとも実施しない」は20.3％、「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」は4.3％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36.1％、非製造業では28.1％と製造業で高くなっている。

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）、「賃金の維持、向上」が64.3％と最も高く、次
いで「雇用の維持、拡大」が60.5％となった。「賃金」
および「雇用」の維持、拡大が重視されている。以下、
「総労働時間の短縮など労働条件の改善」が48.6％、
「従業員の能力開発などへの支援制度の充実」が
15.2％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5.2％と低かった。
業種別にみると、「賃金の維持、向上」が製造業で
非製造業に比べ高く、「従業員の能力開発などへの支
援制度の充実」が非製造業で製造業に比べ高かった。
 （太田富雄）●正社員の賃上げ実施状況
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アンケート調査②

〈先行き〉　埼玉県内企業の2019年経営見通し
（当財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項
として、人手不足をあげる企業が3年連続で最も多
かった。埼玉県の有効求人倍率は、直近のピークか
らはわずかに低下しているものの、引き続き県内企
業の雇用の不足感は強いことから、県内の雇用情勢
は先行きも改善を続けるとみられる。
　また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、 2019年度に正社員の賃上げを実施すると回
答した企業の割合は69.3％、非正社員の賃上げを
行う企業の割合は30.9％となった。いずれも前年の
水準は下回ったものの、賃上げを実施する企業の割
合は引き続き高い水準にある。

2019年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、2四半期連続でプラス成長を記録した。わが国
の景気は、緩やかに回復しているとみられるものの、
中国経済の減速等の影響を受けて、輸出や生産の
弱さが続いている。
内訳をみると、輸出や生産がこのところ弱含んで

いる。雇用・所得環境の改善が続くなかで、個人消
費は持ち直している。住宅投資はおおむね横ばいと
なっているものの、設備投資は緩やかな増加傾向に
あり、公共投資は底堅い動きとなっている。

埼玉県の景気は、緩やかに持ち直してきたものの、
このところ足踏みがみられる。
内訳をみると、生産はこのところ弱い動きになっ

ている。雇用・所得環境の改善を受けて、個人消費
は緩やかに持ち直しているものの、そのテンポはや
や鈍化している。住宅投資は弱い動きが続いており、
設備投資は前年実績を下回っている。公共投資も
わずかに前年を下回っている。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りに下降となった2018年10～12月期に続いて、
2019年1～3月期も前期を大きく下回った。県内の
生産は、このところ弱い動きになっている。

いる。ドラッグストアの販売額は引き続き堅調に推
移しており、コンビニエンスストアについても、底堅
い動きが続いている。

　業種別にみると、輸送機械の生産は、緩やかに持
ち直していたが、2018年7～9月期から3四半期連
続の減少となっている。化学は、このところ一進一
退の動きを続けている。昨年前半に医療用機械器
具などが落ち込んでいた業務用機械は、年後半に
かけてパチンコを中心に徐々に持ち直していたが、
2019年1～3月期は再び大幅な落ち込みとなった。
　生産用機械は、中国経済の減速等を受けて、フ
ラットパネルディスプレイ製造装置などの生産が落
ち込んでおり、このところ減少が続いている。食料品
は、2018年7～9月期まで3四半期連続で増加した
後、10～12月期はいったん減少に転じたものの、足
元で再び持ち直した。
〈先行き〉　この先も、首都圏向けを中心とする食
料品は比較的底堅く推移するとみられるが、輸出比
率の高い生産用機械や汎用機械などは、中国経済
の減速等を背景に、当面弱い動きを続けるとみられ
る。先行きの生産は、総じて横ばいから弱含みで推
移するとみられる。

　また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査で、2019年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（15.7％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.9％）を上回っている。
　県内の所得環境についても、先行きは改善を続
ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店が前年割れを続けるなか、スーパー
についても、2018年10～12月期の前年比▲2.0％
に続いて、2019年1～3月期には同▲1.6％と、2四
半期連続で前年割れとなった。4月の百貨店・スー
パー販売額も同▲2.9％と前年を下回っている。

家電量販店は、昨年秋頃には前年を下回ってい
たが、このところほぼ前年並みで推移している。
ホームセンターについてもやや低調な動きが続いて

持ち直しの動きがみられる。分譲についても、2019
年1～3月期は同＋10.8％と2四半期ぶりに前年を上
回った。一方、貸家は2019年1～3月期まで3四半期
連続で前年を下回っており、弱い動きが続いている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2019年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.34倍となった。国の
有効求人倍率1.63倍と比べるとやや低いものの、
県外での受理分を含めた、埼玉県内を就業地とす
る求人数で算出した就業地別有効求人倍率（季節
調整値）は1.48倍で、その水準は引き続き高い。
また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2018年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.5％と3年連続で前年
を上回ったのに続き、2018年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と6年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。

　乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、2018
年7～9月期まで前年割れが続いていたが、車両検
査不正問題に伴って前年の販売が落ち込んだ反動
などから、10～12月期は同＋9.0％と大幅に上昇し
た。2019年1～3月期は、わずかに前年を下回った
が、4・5月は同＋6.7％と再び前年を上回っている。
　雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費も緩やかに持ち直しているものの、そのテ
ンポはやや鈍化している。
〈先行き〉　個人消費は、2019年10月の消費税率
引き上げに伴う駆け込み需要もあって、9月末にか
けて緩やかに持ち直していくものの、その後は反動
減から足踏みに転じるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2018年
4～6月期に6四半期ぶりに前年を上回ったものの、
その後は、2019年1～3月期の同▲4.5％まで3四
半期連続で前年を下回った。4月についても、同▲
22.2％と前年を大きく下回っている。貸家ブームの
終息に加えて、建設コスト増加などの影響もあり、住
宅投資は弱い動きが続いている。
　内訳をみると、持家は、2019年1～3月期に3四半
期ぶりに前年比＋14.5％と前年を上回り、このところ

　また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2019年1～3月期に前年
比＋62.3％となり、3四半期ぶりに前年を上回ったも
のの、4・5月は同▲38.9％と前年を下回った。

〈先行き〉　住宅建設コストの増加を受けて、販売
価格が高止まりしている分譲マンションについては、
デベロッパーが着工に慎重な姿勢をみせており、住
宅投資は当面弱い動きを続けるとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2018年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲11.1％となり、

県内の設備投資は前年実績を下回った。業種別で
は、製造業が同▲14.1％、非製造業が同▲9.7％
だった。
　2018年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲2.7％と前年実
績を下回っている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2019年度の設備投資計画額（見
込み）については、前年比＋18.7％と前年を上回る
見込みになっている。製造業は同＋17.7％、非製造
業は同＋19.2％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2018年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲2.2％と4年連続で前年を下回った。
　発注者別では、市町村は、さいたま市立病院の建
て替え等が寄与したことから、前年を上回ったもの

の、埼玉県と国、独立行政法人等が前年割れとなっ
た。2019年4～5月までの公共工事請負金額の累
計についても、前年を12.6％下回っている。
〈先行き〉　埼玉県の公共投資は、足元では弱い動
きとなっているが、今後、埼玉県立病院の機能拡充
等が寄与してくることもあって、先行きは前年並み
程度の水準で推移する見込みである。

　先行きの埼玉県経済についても、景気は当面一
進一退を続けるとみられる。
　内訳をみると、県内の生産は総じて横ばいから弱
含みで推移するとみられる。雇用・所得環境は改善
が続いていくと見込まれる。2019年10月の消費税
率引き上げに伴う駆け込み需要もあり、9月末にか
けて個人消費は緩やかに持ち直していくものの、そ
の後は反動減から足踏みに転じるとみられる。
　住宅投資は、デベロッパーが分譲マンションの着
工に慎重なこともあり、当面弱い動きを続けるとみら
れる。設備投資は、2018年度に前年を下回った反
動もあって、前年を上回る見込みである。公共投資
は、前年並み程度の水準で推移する見込みである。
　ただし、米中貿易摩擦をはじめ、海外経済を取り
巻く環境が一層不透明感を増しており、その動向に
は充分留意していく必要がある。　　  （井上博夫）

2019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」とするところは
21.4％、「定昇のみ実施する」は41.4％、「ベースアッ
プのみ実施する」は6.5％となり、「賃上げを実施する」
ところは69.3％と前年調査に比べ2.2ポイント低下した。
「賃上げを実施する」ところは2012年度の本調査
開始以降、6年連続で増加してきたが、今回減少に転
じた。米中貿易摩擦や中国経済の減速により、輸出や
生産に弱い動きがみられることなどから、国内景気に
対する見方が厳しくなっていることが背景にあると考
えられる。
前年調査と比べると、「定昇、ベースアップとも実施

する」が24.6％から21.4％へと3.2ポイント低下し、
「現在未定」が16.7％から19.5％へと上昇しているほ
か、「定昇、ベースアップとも実施しない」も5.7％から
7.0％へと上昇するなど、賃上げに対する慎重な姿勢
をとる企業が増加した。また、「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」は3.3％
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」とするところは製造業で32.4％と非製造業の

15.6％に比べて高く、「定昇・ベースアップとも実施し
ない」は、非製造業で9.9％と製造業の1.4％に比べて
高くなっている。

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2.2％（前年調査1.9％）、
賃上げ額は5,057円（同4,909円）となった（賃上げ率、
または賃上げ額を記入いただいた117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、賃上げ額ともに上昇、増加した。
調査開始以降8年間について、賃上げを実施する企
業の賃上げ率をみると1.8％→1.9％→1.8％→2.0％
→1.9％→2.0％→1.9％→2.2％と変化は小さいもの
の、今回調査ではこの8年間で最も高い賃上げ率と
なった。
業種別にみると、製造業では賃上げ率2.0％、賃上

げ額4,807円、非製造業では賃上げ率2.3％、賃上げ
額5,228円で賃上げ率、賃上げ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」が最も高く73.7％、次いで「労働
力の確保定着」39.9％、「例年の賃上げ実績」と「世
間相場」がともに28.6％、「労使関係の安定」11.7％、
「物価動向」3.8％の順となった。
業種別にみると、「労働力の確保定着」を重視する

は、非製造業で46.0％、製造業で28.4％と非製造業
で高く、当該項目での10ポイント以上の乖離が4年連
続となるなど、引き続き非製造業で人手不足感が強い
ことを反映している。
「例年の賃上げ実績」を重視するところは製造業で
37.8％、非製造業で23.7％と製造業で高くなっている。

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
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」とするところは5.8％、「定昇のみ実施する」
は19.3％、「ベースアップのみ実施する」は5.8％とな
り、「賃上げを実施する」ところは30.9％となり、前年に
比べ1.6ポイント低下し、賃上げに対する慎重な姿勢を
とる企業が増加した。正社員については、「賃上げを実
施する」ところは69.3％であり、その差は依然大きい。
一方、「現在未定」とするところは31.9％、「定昇、

ベースアップとも実施しない」は20.3％、「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」は4.3％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36.1％、非製造業では28.1％と製造業で高くなっている。

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）、「賃金の維持、向上」が64.3％と最も高く、次
いで「雇用の維持、拡大」が60.5％となった。「賃金」
および「雇用」の維持、拡大が重視されている。以下、
「総労働時間の短縮など労働条件の改善」が48.6％、
「従業員の能力開発などへの支援制度の充実」が
15.2％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5.2％と低かった。
業種別にみると、「賃金の維持、向上」が製造業で
非製造業に比べ高く、「従業員の能力開発などへの支
援制度の充実」が非製造業で製造業に比べ高かった。
 （太田富雄）●正社員の賃上げ実施状況
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概況

埼玉りそな経済情報2019.7埼玉りそな経済情報2019.7

埼玉県の景気は緩やかに持ち直してきたものの、この  ところ足踏みがみられる。

景気動向指数 悪化を示している

3月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：110.3（前月比＋0.6ポイント）、一致指数：95.3
（同▲2.6ポイント）、遅行指数：101.8（同＋0.1ポイ
ント）となった。
先行指数は2カ月連続の上昇となった。
一致指数は7カ月連続の下降となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比▲2.23ポイン
トと、9カ月連続で下降した。埼玉県は景気の基調判
断を、7カ月連続で「悪化を示している」としている。
遅行指数は3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2カ月ぶりに減少

4月の百貨店・スーパー販売額は795億円、前年
比▲2.9％（既存店）と2カ月ぶりに減少した。業態別
では、百貨店（同▲5.0％）、スーパー（同▲2.4％）と
も減少した。新設店を含む全店ベースの販売額も同
▲1.1%と2カ月ぶりに減少した。
5月の新車販売台数（乗用車）は11,516台、前年
比＋5.4％と2カ月連続で増加した。車種別では普通
乗用車が6,638台（同＋11.4％）、小型乗用車は
4,878台（同▲1.7％）だった。

住 宅 2カ月ぶりに前年を下回る

4月の新設住宅着工戸数は4,297戸、前年比
▲22.2％と2カ月ぶりに前年を下回った。
利用関係別では、持家が1 ,330戸（前年比

＋4.7％）と5カ月連続で増加したものの、貸家が
1,335戸（同▲40.3％）と4カ月連続で減少したほ
か、分譲も1,620戸（同▲19.5％）と2カ月連続で減
少した。
分譲住宅は、マンションが2 5 9戸（前年比
▲56.8％）と2カ月連続で減少し、戸建も1,361戸
（同▲3.1％）と２カ月ぶりに減少した。

公共工事 2カ月連続で前年を下回る

5月の公共工事請負金額は225億円、前年比
▲20.7％と2カ月連続で前年を下回った。2019年4
～5月までの累計でも、同▲12.5％と前年を下回っ
ている。
発注者別では、国（前年比＋27.0％）と県（同

＋21.0％）が増加したものの、市町村（同▲27.3％）
と独立行政法人等（同▲82.9％）が減少した。
なお、5月の請負件数は466件（同＋1.5％）と前
年を上回っている。

生 産 2カ月ぶりに減少

3月の鉱工業指数をみると、生産指数は93.5、前
月比▲3.9％と2カ月ぶりに減少した。業種別では、
食料品、生産用機械、鉄鋼など8業種が増加したも
のの、業務用機械、情報通信機械、プラスチック製
品など15業種が減少した。
在庫指数は93.9、前月比＋3.6％と2カ月連続で
増加した。業種別では、パルプ・紙・紙加工品、金属
製品、プラスチック製品など12業種が増加したもの
の、その他製品、汎用機械、家具など8業種が減少
した。

雇 用 有効求人倍率は1.34倍

4月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.04ポイント上昇の1.34倍となった。　
有効求職者数が83,501人（前年比▲0.9％）と、
107カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
103,120人（同＋0.2％）と、7カ月ぶりに前年を上
回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.09ポイント上昇の2.18倍となっている。
なお、4月の就業地別有効求人倍率（季節調整値）
は、前月から0.01ポイント上昇の1.48倍であった。

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

%

年月

新車販売台数（乗用車）・前年比（右目盛）

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

前年比（右目盛）

-30

-20

-10

10

20

0

30

5 6 72018/4 3 4219/112111098

先行指数
一致指数
遅行指数

191817161514131211102009

%戸

年月

新設住宅着工戸数の推移

給与

貸家

持家

分譲

資料：国土交通省

景気動向指数の推移

資料：埼玉県  （注）網掛け部分は埼玉県の景気後退期
年月

個人消費の推移
%

資料：経済産業省、日本自動車販売協会連合会
45 6 72018/4 3219/112111098 5

70

80

90

100

110

120

130

140

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

-3
-4

-2
-1
0
1
2
3
4

2015年＝100

5 6 7 82018/4 43219/11211109

公共工事請負金額の推移

資料：東日本建設業保証㈱

100

200

300

400

700

600

500

0 -60

-40

-20

0

20

40

80

60

%億円

年月

請負金額
前年比（右目盛）

鉱工業指数の推移

資料：埼玉県

0

5

10

15
倍万人

年月

有効求人倍率の推移

資料：埼玉労働局　（注）就業地別有効求人倍率は、埼玉県内を就業地とする、県外での受理分を含めた求人数で算出された参考値

6 7 82018/5 4 53219/11211109

有
効
求
職
者
数

有
効
求
人
数

年月

在庫指数（右目盛）
生産指数

埼玉県（受理地別・右目盛）埼玉県（就業地別・右目盛）

全国（右目盛）

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

3219/11211109876542018/3
90

95

100

105

110

85

90

95
2015年=100、季節調整済



17 18

概況

埼玉りそな経済情報2019.7埼玉りそな経済情報2019.7

埼玉県の景気は緩やかに持ち直してきたものの、この  ところ足踏みがみられる。

景気動向指数 悪化を示している

3月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：110.3（前月比＋0.6ポイント）、一致指数：95.3
（同▲2.6ポイント）、遅行指数：101.8（同＋0.1ポイ
ント）となった。
先行指数は2カ月連続の上昇となった。
一致指数は7カ月連続の下降となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比▲2.23ポイン
トと、9カ月連続で下降した。埼玉県は景気の基調判
断を、7カ月連続で「悪化を示している」としている。
遅行指数は3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2カ月ぶりに減少

4月の百貨店・スーパー販売額は795億円、前年
比▲2.9％（既存店）と2カ月ぶりに減少した。業態別
では、百貨店（同▲5.0％）、スーパー（同▲2.4％）と
も減少した。新設店を含む全店ベースの販売額も同
▲1.1%と2カ月ぶりに減少した。
5月の新車販売台数（乗用車）は11,516台、前年
比＋5.4％と2カ月連続で増加した。車種別では普通
乗用車が6,638台（同＋11.4％）、小型乗用車は
4,878台（同▲1.7％）だった。

住 宅 2カ月ぶりに前年を下回る

4月の新設住宅着工戸数は4,297戸、前年比
▲22.2％と2カ月ぶりに前年を下回った。
利用関係別では、持家が1 ,330戸（前年比

＋4.7％）と5カ月連続で増加したものの、貸家が
1,335戸（同▲40.3％）と4カ月連続で減少したほ
か、分譲も1,620戸（同▲19.5％）と2カ月連続で減
少した。
分譲住宅は、マンションが2 5 9戸（前年比
▲56.8％）と2カ月連続で減少し、戸建も1,361戸
（同▲3.1％）と２カ月ぶりに減少した。

公共工事 2カ月連続で前年を下回る

5月の公共工事請負金額は225億円、前年比
▲20.7％と2カ月連続で前年を下回った。2019年4
～5月までの累計でも、同▲12.5％と前年を下回っ
ている。
発注者別では、国（前年比＋27.0％）と県（同

＋21.0％）が増加したものの、市町村（同▲27.3％）
と独立行政法人等（同▲82.9％）が減少した。
なお、5月の請負件数は466件（同＋1.5％）と前
年を上回っている。

生 産 2カ月ぶりに減少

3月の鉱工業指数をみると、生産指数は93.5、前
月比▲3.9％と2カ月ぶりに減少した。業種別では、
食料品、生産用機械、鉄鋼など8業種が増加したも
のの、業務用機械、情報通信機械、プラスチック製
品など15業種が減少した。
在庫指数は93.9、前月比＋3.6％と2カ月連続で
増加した。業種別では、パルプ・紙・紙加工品、金属
製品、プラスチック製品など12業種が増加したもの
の、その他製品、汎用機械、家具など8業種が減少
した。

雇 用 有効求人倍率は1.34倍

4月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.04ポイント上昇の1.34倍となった。　
有効求職者数が83,501人（前年比▲0.9％）と、
107カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
103,120人（同＋0.2％）と、7カ月ぶりに前年を上
回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.09ポイント上昇の2.18倍となっている。
なお、4月の就業地別有効求人倍率（季節調整値）
は、前月から0.01ポイント上昇の1.48倍であった。

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

%

年月

新車販売台数（乗用車）・前年比（右目盛）
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月次経済指標 月次経済指標
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●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

147,166

152,979

158,237

156,244

19,300

9,826

10,923

13,002

13,097

10,894

14,421

12,659

13,143

12,422

12,191

14,798

18,367

10,613

11,516

▲ 5.8

3.9

3.4

▲ 1.3

▲ 7.8

▲ 1.1

▲ 1.6

▲ 9.6

1.1

2.1

▲ 5.3

19.0

8.6

0.7

▲ 0.9

3.8

▲ 4.8

8.0

5.4

2,704,485

2,801,491

2,943,010

2,895,454

378,898

193,585

202,031

252,477

245,068

200,355

265,059

227,172

240,819

215,152

217,762

261,007

357,254

199,587

212,636

▲ 5.5

3.6

5.1

▲ 1.6

▲ 4.8

▲ 1.2

▲ 2.4

▲ 7.9

1.6

2.1

▲ 4.0

13.3

8.0

▲ 5.8

1.3

0.5

▲ 5.7

3.1

5.2

359

354

361

361

44

27

25

24

37

30

32

22

40

27

28

22

12

31

21

36,187

65,358

42,138

80,882

16,670

3,266

2,061

2,815

3,057

11,258

1,508

27,750

3,793

2,313

1,455

2,815

349

3,836

11,045

8,812

8,446

8,405

8,235

789

650

767

690

702

694

621

730

718

622

666

589

662

645

695

2,112,382

2,006,119

3,167,637

1,485,469

132,672

95,467

104,399

219,527

112,711

121,268

184,197

117,619

121,279

81,792

168,374

195,534

97,114

106,916

107,465

100.0

99.7

100.0

100.9

100.6

100.7

100.5

100.5

100.8

101.4

101.2

101.7

101.6

101.2

101.3

101.3

101.2

101.5

0.9

▲ 0.3

0.3

0.9

0.9

0.6

0.3

0.6

1.0

1.4

1.0

1.5

0.9

0.2

0.6

0.5

0.6

0.8

100.0

99.9

100.4

101.3

101.0

100.9

101.0

100.9

101.0

101.6

101.7

102.0

101.8

101.5

101.5

101.5

101.5

101.8

0.8

▲ 0.1

0.5

1.0

1.1

0.6

0.7

0.7

0.9

1.3

1.2

1.4

0.8

0.3

0.2

0.2

0.5

0.9

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

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

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

100.0

100.2

100.8

101.5

102.2

101.8

104.5

101.0

104.6

106.3

100.4

101.6

100.1

100.0

94.2

97.3

93.5

▲ 3.5

0.2

0.6

0.7

2.3

▲ 0.4

2.7

▲ 3.3

3.6

1.6

▲ 5.6

1.2

▲ 1.5

▲ 0.1

▲ 5.8

3.3

▲ 3.9

100.0

100.0

103.1

104.2

105.1

104.5

104.8

103.7

103.8

103.6

103.5

105.6

104.6

104.7

102.1

102.8

102.2

102.8

▲ 1.2

0.0

3.1

1.1

1.1

▲ 0.6

0.3

▲ 1.0

0.1

▲ 0.2

▲ 0.1

2.0

▲ 0.9

0.1

▲ 2.5

0.7

▲ 0.6

0.6

99.3

89.1

92.5

88.5

89.4

88.9

90.6

89.2

90.3

89.5

89.6

87.6

87.3

86.7

86.6

90.6

93.9

▲ 8.1

▲ 10.3

3.8

▲ 4.3

1.7

▲ 0.6

1.9

▲ 1.5

1.2

▲ 0.9

0.1

▲ 2.2

▲ 0.3

▲ 0.7

▲ 0.1

4.6

3.6

98.0

94.9

98.8

100.5

103.6

102.5

102.7

101.6

101.9

101.8

102.0

101.5

101.6

102.9

102.0

102.4

103.8

103.8

▲ 2.3

▲ 3.2

4.1

1.7

2.6

▲ 1.1

0.2

▲ 1.1

0.3

▲ 0.1

0.2

▲ 0.5

0.1

1.3

▲ 0.9

0.4

1.4

0.0

2,376

2,391

3,014

2,950

382

327

392

170

249

202

121

288

183

192

173

278

108

407

▲ 21.8

0.6

26.1

▲ 2.1

12.5

45.2

174.4

▲ 49.2

▲ 12.7

▲ 38.3

▲ 16.6

43.4

▲ 19.9

▲ 43.5

45.9

▲ 14.6

▲ 71.7

24.3

50,515

50,753

52,968

52,432

4,131

4,624

4,193

4,565

4,958

4,204

4,423

4,602

4,151

4,293

3,970

3,700

3,334

4,440

▲ 6.1

0.5

4.4

▲ 1.0

17.5

0.5

▲ 6.8

▲ 5.0

8.8

▲ 10.9

▲ 7.3

▲ 3.2

▲ 7.0

15.3

1.0

▲ 15.1

▲ 19.3

▲ 4.0

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

全国
2015年=100 前月比（％）2015年=100 前月比（％） 2015年=100 前月比（％）2015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

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

57,357

61,981

59,617

58,517

3,863

5,521

4,789

5,777

4,729

5,762

4,430

5,090

4,506

4,988

4,083

4,178

4,087

4,297

1.5

8.1

▲ 3.8

▲ 1.8

▲ 8.7

7.5

▲ 2.3

4.1

▲ 5.2

6.3

▲ 18.5

8.1

▲ 18.4

6.1

▲ 6.4

▲ 11.1

5.8

▲ 22.2

909,299

967,237

964,641

942,370

69,616

84,226

79,539

81,275

82,615

81,860

81,903

83,330

84,213

78,364

67,087

71,966

76,558

79,389

1.9

6.4

▲ 0.3

▲ 2.3

▲ 8.3

0.3

1.3

▲ 7.1

▲ 0.7

1.6

▲ 1.5

0.3

▲ 0.6

2.1

1.1

4.2

10.0

▲ 5.7

16.8

16.5

17.0

17.4

17.7

17.7

16.2

17.0

18.0

17.6

18.2

17.2

17.2

17.9

14.6

15.5

16.3

▲ 6.9

▲ 2.2

3.1

2.4

2.2

0.6

3.2

2.4

7.8

6.7

2.9

▲ 0.6

▲ 2.2

2.8

▲ 11.5

▲ 13.9

▲ 7.9

17.6

17.5

17.9

18.0

19.0

18.5

16.9

17.7

17.9

16.8

17.8

18.6

19.0

18.5

16.2

17.7

17.6

P17.4

▲ 0.4

▲ 0.6

2.4

0.6

2.8

1.1

1.2

1.2

1.1

▲ 1.7

▲ 1.2

1.1

0.6

▲ 2.1

▲ 4.2

▲ 4.8

▲ 7.4

P▲ 5.9

100.0

99.7

99.4

100.8

97.3

100.3

101.0

101.6

101.2

101.7

101.7

101.8

101.7

101.6

101.2

101.2

101.1

1.5

▲ 0.3

▲ 0.3

1.4

▲ 1.2

1.7

1.8

1.7

1.4

2.0

1.9

1.9

2.3

2.5

0.8

2.1

3.9

100.0

100.9

102.3

102.7

101.1

103.0

103.4

103.3

103.2

103.0

102.8

102.9

103.1

103.1

103.2

103.1

102.2

P104.2

1.1

0.9

1.4

0.4

0.7

0.5

0.6

0.5

0.2

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

1.3

1.2

1.1

P1.2

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（％）2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

埼玉県

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

0.85

1.04

1.23

1.33

1.30

1.31

1.32

1.35

1.36

1.36

1.34

1.33

1.32

1.32

1.33

1.31

1.30

1.34

1.20

1.36

1.50

1.61

1.59

1.60

1.61

1.61

1.62

1.63

1.63

1.62

1.63

1.63

1.63

1.63

1.63

1.63

27,136

30,731

35,167

36,049

35,711

33,061

36,445

37,063

34,008

36,561

35,558

39,299

35,323

33,007

38,720

37,821

35,032

34,605

9.0

13.2

14.4

2.5

9.8

1.6

9.0

11.4

4.7

2.3

▲ 4.7

▲ 0.1

▲ 3.6

▲ 4.0

2.1

▲ 2.1

▲ 1.9

4.7

863

911

963

977

1,011

966

962

966

957

976

931

1,070

967

869

1,059

1,037

950

963

3.5

5.5

5.7

1.5

3.1

4.6

5.5

0.2

3.7

3.4

▲ 6.6

4.6

2.6

▲ 5.7

2.8

2.1

▲ 6.0

▲ 0.3

10,573

10,186

10,101

10,141

855

804

822

838

882

814

804

819

847

1,066

837

735

875

795

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

▲ 0.8

▲ 0.3

▲ 1.8

▲ 2.4

0.8

▲ 1.0

▲ 0.4

1.4

▲ 1.5

▲ 3.3

▲ 1.3

▲ 2.5

▲ 2.9

0.5

▲ 2.9

200,491

195,979

196,025

196,044

16,381

15,565

15,664

16,030

17,002

15,751

15,135

15,862

16,437

20,825

16,322

14,345

16,544

15,354

0.4

▲ 0.9

0.0

▲ 0.5

0.2

▲ 0.8

▲ 2.0

1.5

▲ 1.6

▲ 0.1

0.4

▲ 0.8

▲ 2.1

▲ 1.0

▲ 3.3

▲ 1.8

0.5

▲ 1.8

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース



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

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

147,166

152,979

158,237

156,244

19,300

9,826

10,923

13,002

13,097

10,894

14,421

12,659

13,143

12,422

12,191

14,798

18,367

10,613

11,516

▲ 5.8

3.9

3.4

▲ 1.3

▲ 7.8

▲ 1.1

▲ 1.6

▲ 9.6

1.1

2.1

▲ 5.3

19.0

8.6

0.7

▲ 0.9

3.8

▲ 4.8

8.0

5.4

2,704,485

2,801,491

2,943,010

2,895,454

378,898

193,585

202,031

252,477

245,068

200,355

265,059

227,172

240,819

215,152

217,762

261,007

357,254

199,587

212,636

▲ 5.5

3.6

5.1

▲ 1.6

▲ 4.8

▲ 1.2

▲ 2.4

▲ 7.9

1.6

2.1

▲ 4.0

13.3

8.0

▲ 5.8

1.3

0.5

▲ 5.7

3.1

5.2

359

354

361

361

44

27

25

24

37

30

32

22

40

27

28

22

12

31

21

36,187

65,358

42,138

80,882

16,670

3,266

2,061

2,815

3,057

11,258

1,508

27,750

3,793

2,313

1,455

2,815

349

3,836

11,045

8,812

8,446

8,405

8,235

789

650

767

690

702

694

621

730

718

622

666

589

662

645

695

2,112,382

2,006,119

3,167,637

1,485,469

132,672

95,467

104,399

219,527

112,711

121,268

184,197

117,619

121,279

81,792

168,374

195,534

97,114

106,916

107,465

100.0

99.7

100.0

100.9

100.6

100.7

100.5

100.5

100.8

101.4

101.2

101.7

101.6

101.2

101.3

101.3

101.2

101.5

0.9

▲ 0.3

0.3

0.9

0.9

0.6

0.3

0.6

1.0

1.4

1.0

1.5

0.9

0.2

0.6

0.5

0.6

0.8

100.0

99.9

100.4

101.3

101.0

100.9

101.0

100.9

101.0

101.6

101.7

102.0

101.8

101.5

101.5

101.5

101.5

101.8

0.8

▲ 0.1

0.5

1.0

1.1

0.6

0.7

0.7

0.9

1.3

1.2

1.4

0.8

0.3

0.2

0.2

0.5

0.9

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

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

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

100.0

100.2

100.8

101.5

102.2

101.8

104.5

101.0

104.6

106.3

100.4

101.6

100.1

100.0

94.2

97.3

93.5

▲ 3.5

0.2

0.6

0.7

2.3

▲ 0.4

2.7

▲ 3.3

3.6

1.6

▲ 5.6

1.2

▲ 1.5

▲ 0.1

▲ 5.8

3.3

▲ 3.9

100.0

100.0

103.1

104.2

105.1

104.5

104.8

103.7

103.8

103.6

103.5

105.6

104.6

104.7

102.1

102.8

102.2

102.8

▲ 1.2

0.0

3.1

1.1

1.1

▲ 0.6

0.3

▲ 1.0

0.1

▲ 0.2

▲ 0.1

2.0

▲ 0.9

0.1

▲ 2.5

0.7

▲ 0.6

0.6

99.3

89.1

92.5

88.5

89.4

88.9

90.6

89.2

90.3

89.5

89.6

87.6

87.3

86.7

86.6

90.6

93.9

▲ 8.1

▲ 10.3

3.8

▲ 4.3

1.7

▲ 0.6

1.9

▲ 1.5

1.2

▲ 0.9

0.1

▲ 2.2

▲ 0.3

▲ 0.7

▲ 0.1

4.6

3.6

98.0

94.9

98.8

100.5

103.6

102.5

102.7

101.6

101.9

101.8

102.0

101.5

101.6

102.9

102.0

102.4

103.8

103.8

▲ 2.3

▲ 3.2

4.1

1.7

2.6

▲ 1.1

0.2

▲ 1.1

0.3

▲ 0.1

0.2

▲ 0.5

0.1

1.3

▲ 0.9

0.4

1.4

0.0

2,376

2,391

3,014

2,950

382

327

392

170

249

202

121

288

183

192

173

278

108

407

▲ 21.8

0.6

26.1

▲ 2.1

12.5

45.2

174.4

▲ 49.2

▲ 12.7

▲ 38.3

▲ 16.6

43.4

▲ 19.9

▲ 43.5

45.9

▲ 14.6

▲ 71.7

24.3

50,515

50,753

52,968

52,432

4,131

4,624

4,193

4,565

4,958

4,204

4,423

4,602

4,151

4,293

3,970

3,700

3,334

4,440

▲ 6.1

0.5

4.4

▲ 1.0

17.5

0.5

▲ 6.8

▲ 5.0

8.8

▲ 10.9

▲ 7.3

▲ 3.2

▲ 7.0

15.3

1.0

▲ 15.1

▲ 19.3

▲ 4.0

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

全国
2015年=100 前月比（％）2015年=100 前月比（％） 2015年=100 前月比（％）2015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

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

57,357

61,981

59,617

58,517

3,863

5,521

4,789

5,777

4,729

5,762

4,430

5,090

4,506

4,988

4,083

4,178

4,087

4,297

1.5

8.1

▲ 3.8

▲ 1.8

▲ 8.7

7.5

▲ 2.3

4.1

▲ 5.2

6.3

▲ 18.5

8.1

▲ 18.4

6.1

▲ 6.4

▲ 11.1

5.8

▲ 22.2

909,299

967,237

964,641

942,370

69,616

84,226

79,539

81,275

82,615

81,860

81,903

83,330

84,213

78,364

67,087

71,966

76,558

79,389

1.9

6.4

▲ 0.3

▲ 2.3

▲ 8.3

0.3

1.3

▲ 7.1

▲ 0.7

1.6

▲ 1.5

0.3

▲ 0.6

2.1

1.1

4.2

10.0

▲ 5.7

16.8

16.5

17.0

17.4

17.7

17.7

16.2

17.0

18.0

17.6

18.2

17.2

17.2

17.9

14.6

15.5

16.3

▲ 6.9

▲ 2.2

3.1

2.4

2.2

0.6

3.2

2.4

7.8

6.7

2.9

▲ 0.6

▲ 2.2

2.8

▲ 11.5

▲ 13.9

▲ 7.9

17.6

17.5

17.9

18.0

19.0

18.5

16.9

17.7

17.9

16.8

17.8

18.6

19.0

18.5

16.2

17.7

17.6

P17.4

▲ 0.4

▲ 0.6

2.4

0.6

2.8

1.1

1.2

1.2

1.1

▲ 1.7

▲ 1.2

1.1

0.6

▲ 2.1

▲ 4.2

▲ 4.8

▲ 7.4

P▲ 5.9

100.0

99.7

99.4

100.8

97.3

100.3

101.0

101.6

101.2

101.7

101.7

101.8

101.7

101.6

101.2

101.2

101.1

1.5

▲ 0.3

▲ 0.3

1.4

▲ 1.2

1.7

1.8

1.7

1.4

2.0

1.9

1.9

2.3

2.5

0.8

2.1

3.9

100.0

100.9

102.3

102.7

101.1

103.0

103.4

103.3

103.2

103.0

102.8

102.9

103.1

103.1

103.2

103.1

102.2

P104.2

1.1

0.9

1.4

0.4

0.7

0.5

0.6

0.5

0.2

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

1.3

1.2

1.1

P1.2

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（％）2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

埼玉県

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

0.85

1.04

1.23

1.33

1.30

1.31

1.32

1.35

1.36

1.36

1.34

1.33

1.32

1.32

1.33

1.31

1.30

1.34

1.20

1.36

1.50

1.61

1.59

1.60

1.61

1.61

1.62

1.63

1.63

1.62

1.63

1.63

1.63

1.63

1.63

1.63

27,136

30,731

35,167

36,049

35,711

33,061

36,445

37,063

34,008

36,561

35,558

39,299

35,323

33,007

38,720

37,821

35,032

34,605

9.0

13.2

14.4

2.5

9.8

1.6

9.0

11.4

4.7

2.3

▲ 4.7

▲ 0.1

▲ 3.6

▲ 4.0

2.1

▲ 2.1

▲ 1.9

4.7

863

911

963

977

1,011

966

962

966

957

976

931

1,070

967

869

1,059

1,037

950

963

3.5

5.5

5.7

1.5

3.1

4.6

5.5

0.2

3.7

3.4

▲ 6.6

4.6

2.6

▲ 5.7

2.8

2.1

▲ 6.0

▲ 0.3

10,573

10,186

10,101

10,141

855

804

822

838

882

814

804

819

847

1,066

837

735

875

795

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

▲ 0.8

▲ 0.3

▲ 1.8

▲ 2.4

0.8

▲ 1.0

▲ 0.4

1.4

▲ 1.5

▲ 3.3

▲ 1.3

▲ 2.5

▲ 2.9

0.5

▲ 2.9

200,491

195,979

196,025

196,044

16,381

15,565

15,664

16,030

17,002

15,751

15,135

15,862

16,437

20,825

16,322

14,345

16,544

15,354

0.4

▲ 0.9

0.0

▲ 0.5

0.2

▲ 0.8

▲ 2.0

1.5

▲ 1.6

▲ 0.1

0.4

▲ 0.8

▲ 2.1

▲ 1.0

▲ 3.3

▲ 1.8

0.5

▲ 1.8

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース
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志木市長　香川 武文氏

志木市
市長のメッセージ
志木市は、来年２０２０年に、市制施行５０周年という大きな節目の年を迎えます。
これまで先人たちが紡いでこられた歴史を胸に、この記念すべき時を総勢７万６千の
市民の皆様と共に祝い、本市がさらなる飛躍と発展を遂げる確かな礎を築くため、魅力
ある周年事業の実施に向けて準備を進めています。
今後も、未来に向け、志木市に「住んでみたい」「ずっと住み続けたい」と思っていただ

ける、まちづくりを推進してまいります。

市民力でつくる 未来へ続くふるさと 志木市

●東武東上線　志木駅、柳瀬川駅
●関越自動車道　所沢ICから市役所まで約7㎞
　東京外環自動車道  和光北ICから市役所まで約7㎞
　首都高速埼玉大宮線  浦和北ICから市役所まで約7㎞

主な交通機関

資料:「平成30年埼玉県統計年鑑」ほか

さいたま市

志木市概要
人口（2019年6月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（2019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

76,435人

34,903世帯

44.8歳

9.05k㎡

81所

259.9億円

318店

561.6億円

99.5％

90.7％

はじめに
志木市は、埼玉県の南部に位置し、東はさいたま

市、西と南は朝霞市、新座市及び三芳町、北は富士
見市に接している。面積は9.05㎢で、全国でも6番
目に小さな市だが、首都近郊25㎞圏内にあって、都
心への通勤通学が容易なことから、近年は人口の増
加が続き、住宅都市として急速に発展してきた。現
在の人口は7万6千人を超えている。
一方で、中心部を新河岸川と柳瀬川、東側を荒川

が流れ、豊かな水に恵まれていることから、市内には
今日でも田園風景が残り、水と緑、人と自然が調和し
た美しいまちが形作られている。
2020年に、市制施行から50年の節目の年を迎え

るため、市は記念事業の実施準備を進めている。本
事業の実施によって、市の魅力が広く発信されると
ともに、市民同士の絆が一層強まると期待される。

2022年5月の業務開始を目指す新庁舎
現在の市庁舎は、長く市民に親しまれてきたが、

50年近い歳月を経て老朽化が進んできた。首都直
下型地震のような大規模地震が発生した場合、倒
壊する可能性も指摘されたことから、さまざまな議論
を経て、現庁舎を取り壊した跡地に新たな庁舎が建
て替えられることが決まった。新庁舎の基本理念は、
「小さなまちの特徴と市民力が活かせる、充実した
機能が確保された『スマート』で『コンパクト』な市民
に親しまれる市庁舎」である。

既に2022年5月の業務開始に向けた建て替えプ
ロジェクトが本格的に進行しており、現庁舎の解体
作業が始まる2020年1月以降は、市内各所に分散
する仮庁舎で業務が行われることになる。
新庁舎は、現在と同じ新河岸川と柳瀬川に囲まれ

る地に立つことから、入念な水害対策が施される。
1910年に発生した大規模な水害の歴史を踏まえて、
庁舎の床面の高さが設定されているほか、機械室な
どの浸水でダメージを受ける施設や災害対策本部
は上層階に置かれる計画だ。
また、隣接する「いろは親水公園」についても、新
庁舎との一体感を感じられる空間づくりが進められ
る。いろは親水公園を中心としたにぎわい創出事業
は、埼玉県の「川の国埼玉はつらつプロジェクト」に
採択されており、四季を通じて人が集い、にぎわいあ
ふれる場となることを目指している。新庁舎といろは
親水公園が、調和のとれた美しい姿を見せる日が待
ち遠しい。

活躍する志木市広報大使カパル
志木市は、かつて新河岸川の舟運を利用した交

易で栄えた歴史を持つ。川が身近だったためか、カッ
パにまつわる伝説が数多く残されており、東武東上
線志木駅東口駅前広場をはじめ、市内各所に24体
のカッパ像が置かれている。市の広報大使で、志木
市文化スポーツ振興公社の公式キャラクターである
カパルや、志木市商工会のキャラクター・カッピーな
ど、カッパをモチーフにしたキャラクターが活躍して
いるのも、志木ならではの風景である。なかでも、
2018年のゆるキャラⓇグランプリご当地部門で、カ
パルが堂々の第1位に輝き、グランプリを獲得すると
いう快挙を成し遂げたことは記憶に新しい。
市は、志木市のＰＲに一役買った功績を称え、昨年

12月、カパルに対して特別住民票を交付した。また、
市観光協会でもこの特別住民票の写しを、市内商
店等で対象となる商品を購入するなど、一定の条件
を満たした希望者へ配布するキャンペーンを期間限
定で実施した。
他にも、原動機付自転車のご当地ナンバープレー

トにカパルのデザインを取り入れたり（交付は本年8
月を予定）、志木駅東口ペデストリアンデッキを活用
したストリートアートとして、カパルが浮き上がってみ
えるトリックアートを公開する（本年7月下旬まで）な
ど、市のイメージアップや認知度向上による賑わい
の創出等につなげようと、カパルと手を携えながらさ
まざまな施策を展開している。

複数・少人数指導体制制度～スマート・クラス～
志木市は、全国に先駆けて、2002年度から小学

校低学年を対象に少人数学級編制制度を導入し、
これまで多くの成果を挙げてきた。しかし、近年は十
分な指導力を備えた教員の確保が困難になるなど、
課題も顕在化してきたことから、市は従来の少人数
学級編制制度を「複数・少人数指導体制制度～ス
マート・クラス～」へステップアップさせた。
本年度から導入された新しい制度では、すべての

小学校に2名ずつ教員を配置し、学級担任と連携を
とりつつ指導を行う。具体的には、1・2年生には元教
員などを配置し、学習のつまずきがみられ始める3・4
年生には、学力向上のノウハウを有する民間の教育
事業者から派遣された教員を配置した。このことに
より、習熟度別学習など、子どもたちの状況に合わせ
た柔軟な授業形態を通して、きめ細かな指導が可能
になった。 （井上博夫）

新庁舎完成イメージ カパルとトリックアートの様子

新座市

富士見市
三芳町

朝霞市
志木市



Town Scape
タウンスケープ

2221 埼玉りそな経済情報2019.7埼玉りそな経済情報2019.7

志木市長　香川 武文氏
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主な交通機関

資料:「平成30年埼玉県統計年鑑」ほか
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目に小さな市だが、首都近郊25㎞圏内にあって、都
心への通勤通学が容易なことから、近年は人口の増
加が続き、住宅都市として急速に発展してきた。現
在の人口は7万6千人を超えている。
一方で、中心部を新河岸川と柳瀬川、東側を荒川

が流れ、豊かな水に恵まれていることから、市内には
今日でも田園風景が残り、水と緑、人と自然が調和し
た美しいまちが形作られている。
2020年に、市制施行から50年の節目の年を迎え

るため、市は記念事業の実施準備を進めている。本
事業の実施によって、市の魅力が広く発信されると
ともに、市民同士の絆が一層強まると期待される。

2022年5月の業務開始を目指す新庁舎
現在の市庁舎は、長く市民に親しまれてきたが、

50年近い歳月を経て老朽化が進んできた。首都直
下型地震のような大規模地震が発生した場合、倒
壊する可能性も指摘されたことから、さまざまな議論
を経て、現庁舎を取り壊した跡地に新たな庁舎が建
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する仮庁舎で業務が行われることになる。
新庁舎は、現在と同じ新河岸川と柳瀬川に囲まれ

る地に立つことから、入念な水害対策が施される。
1910年に発生した大規模な水害の歴史を踏まえて、
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カパルや、志木市商工会のキャラクター・カッピーな
ど、カッパをモチーフにしたキャラクターが活躍して
いるのも、志木ならではの風景である。なかでも、
2018年のゆるキャラⓇグランプリご当地部門で、カ
パルが堂々の第1位に輝き、グランプリを獲得すると
いう快挙を成し遂げたことは記憶に新しい。
市は、志木市のＰＲに一役買った功績を称え、昨年

12月、カパルに対して特別住民票を交付した。また、
市観光協会でもこの特別住民票の写しを、市内商
店等で対象となる商品を購入するなど、一定の条件
を満たした希望者へ配布するキャンペーンを期間限
定で実施した。
他にも、原動機付自転車のご当地ナンバープレー
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月を予定）、志木駅東口ペデストリアンデッキを活用
したストリートアートとして、カパルが浮き上がってみ
えるトリックアートを公開する（本年7月下旬まで）な
ど、市のイメージアップや認知度向上による賑わい
の創出等につなげようと、カパルと手を携えながらさ
まざまな施策を展開している。
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志木市は、全国に先駆けて、2002年度から小学

校低学年を対象に少人数学級編制制度を導入し、
これまで多くの成果を挙げてきた。しかし、近年は十
分な指導力を備えた教員の確保が困難になるなど、
課題も顕在化してきたことから、市は従来の少人数
学級編制制度を「複数・少人数指導体制制度～ス
マート・クラス～」へステップアップさせた。
本年度から導入された新しい制度では、すべての

小学校に2名ずつ教員を配置し、学級担任と連携を
とりつつ指導を行う。具体的には、1・2年生には元教
員などを配置し、学習のつまずきがみられ始める3・4
年生には、学力向上のノウハウを有する民間の教育
事業者から派遣された教員を配置した。このことに
より、習熟度別学習など、子どもたちの状況に合わせ
た柔軟な授業形態を通して、きめ細かな指導が可能
になった。 （井上博夫）
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いろは親水公園からの風景（志木市）

平均年齢

資料：埼玉県「町（丁）字別人口調査」
（注）順位は平均年齢の若い順

市町村名

さ い た ま 市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

（歳） 順位

平均年齢
男
（歳）

女
（歳）

44.6

45.9

47.6

44.5

48.6

49.8

46.4

48.7

47.7

47.3

47.1

48.1

48.3

47.7

47.5

47.0

46.5

45.3

45.2

45.0

40.8

47.3

9 

18 

33 

8 

43 

52 

21 

45 

35 

29 

28 

37 

38 

34 

32 

26 

22 

14 

13 

12 

1 

30 

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴 ヶ 島 市

日 高 市

吉 川 市

ふ じ み 野 市

白 岡 市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

と き が わ 町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計

43.5

44.7

46.1

43.4

47.2

48.1

45.4

47.4

46.5

45.9

45.9

46.9

47.0

46.3

46.4

45.7

45.3

44.3

44.2

43.6

40.2

46.2

45.7

47.1

49.0

45.5

49.9

51.5

47.5

50.0

49.0

48.6

48.2

49.2

49.6

49.0

48.7

48.3

47.6

46.4

46.2

46.3

41.4

48.4

（歳） 順位

平均年齢
男
（歳）

女
（歳）

42.8

44.8

41.4

45.6

47.5

47.9

48.8

44.0

45.0

45.6

48.5

46.8

49.8

46.5

48.3

43.5

45.4

46.4

45.8

43.7

46.7

49.7

3 

10 

2 

16 

31 

36 

46 

7 

11 

17 

40 

25 

51 

23 

39 

5 

15 

20 

‒ 

6 

24 

50 

42.0

43.7

40.7

44.5

46.4

46.9

47.8

43.3

44.0

44.8

47.2

45.7

48.5

45.6

47.4

42.7

44.2

45.4

44.7

42.7

45.7

48.6

43.5

45.9

42.3

46.6

48.6

49.0

49.8

44.9

45.9

46.5

49.7

47.9

51.0

47.4

49.2

44.4

46.5

47.4

46.9

44.7

47.8

50.8

（歳） 順位

平均年齢
男
（歳）

女
（歳）

51.3

43.1

49.4

52.6

49.9

50.4

54.3

52.7

49.9

51.6

52.1

52.3

54.8

49.3

48.6

46.2

49.5

48.6

48.7

47.1

48.7

46.0

56 

4 

48 

60 

54 

55 

62 

61 

53 

57 

58 

59 

63 

47 

42 

19 

49 

41 

44 

27 

‒ 

‒ 

49.8

42.2

48.2

51.0

48.5

49.2

53.4

51.2

48.6

49.9

50.4

50.3

53.8

47.6

47.4

45.0

48.0

47.4

47.5

45.9

47.4

44.9

52.8

44.0

50.7

54.1

51.5

51.5

55.3

54.3

51.1

53.2

53.8

54.2

55.9

51.1

49.8

47.4

51.0

49.7

49.9

48.2

49.9

47.1

市町村名 市町村名

1

2

5

9

13

15

17

19

21

裏表紙

自治体SDGsの達成に向けてシリーズ

彩論  公益社団法人 埼玉県情報サービス産業協会 会長 石井 進 氏
 ＩＴ新時代の幕開け　～埼玉県の経済発展を願って～

ズームアップ  株式会社菅野製麺所
地域研究レポート  

地方創生SDGsの現状について
調査  埼玉県経済の現状と先行き
 埼玉県の景気は緩やかに持ち直してきたものの、このところ足踏みがみられる

アンケート調査①  埼玉県内新卒者採用状況調査
 新卒者の採用意欲は引き続き強い

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  志木市
 市民力でつくる 未来へ続くふるさと 志木市
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