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論

県民の足、鉄道の経営安定のために、
7 2 0 万県民が出来ること

埼玉県副知事 広畑 義久 氏

県民の足、鉄道の経営を安定させることが
必要であることは、皆さんのご賛同を頂けると
思います。実は、10％～20％の電車利用の増加
で、鉄道会社の経営が飛躍的に良くなります。
10％の利用増加は大変？具体的にどうすれ

ば良いの？ちょっとケーススタディーをしてみま
しょう。ある鉄道会社が公表している平成22
年度の決算短信データを基にして試算してみ
ます。このデータのみを基にした大変粗い試
算であることをご容赦願います。
まず、この会社の経営状況を見てみます。不

動産事業や、バス事業など鉄道事業以外の
事業を含めた全体の営業収益は約50億円、
鉄道事業は約30億円です。最大の収入は、定
期外の利用者約260万人が支払う約10億円、
単純に割り戻すと1人当たり約400円です。仮
にこの部門が、10％の収入増ですと、最大約
1億円の収益増加につながる可能性がありま
す。仮に10％の利用増になったとしても、多分
列車増発の必要はないでしょうし、人件費等
も変わらないでしょう。10％の増収分が丸々
収益増加につながることが期待出来そうです。
それ以外の営業外収益・費用や特別利益・損
失を一定と仮定すると、会社全体の税金等調
整前当期純利益は2億円から5割増の3億円
になります。これが20％の利用増加ですと、
同様に倍増の4億円になります。この会社は
繰越損失を抱えているようですが、このように
平成22年度の2億円の純利益が1.5倍～2倍
になれば、向こう2～4年間で繰越損失が全
て解消され、現在行われていない株主配当も、
前向き投資も可能になることが予想出来ます。

ところで、10％の増収とはどんなに大変な
ことなのでしょうか。現在の1人当たり単価約
400円を前提にすると、年間26万人の利用増
加です。これまで全くその観光地に行ったこ
とがない人々のみで達成しようとする場合は、
新たに26万人が、埼玉は720万県民ですから、
県民全体の3 .6％、約30人に1人の割合の人
が年間1回（400円）利用しなければなりませ
ん。まだちょっと大変に思われるかもしれませ
ん。でも、何時も車で行っていた人の電車利
用や、今までも電車を利用していた人の回数
増加を加えるとしたらどうでしょう。こうした
利用者の増加を合わせて合計26万人（県民
約30人中1人）の方が年1回だけ！追加して利
用して頂ければ良いのです。料金は400円で
試算しましたが、例えば最も利用が見込まれ
そうな区間の大人の往復運賃は約900円であ
り、その場合は10％の利用者の増加のままで
も20％の増収になります。どうですか、これな
らば出来そうではありませんか。勿論鉄道利
用はこの会社の区間のみではないでしょうか
ら、900円だけで済まないでしょう。でも、鉄
道会社の経営が安定し、観光地も潤い、これ
まで車で行っていた人はお酒が飲めますよ！
720万県民が力を合わせるとこんな素晴らし
いことが出来るんです。
前例があります。昨年埼玉県民の力が遺憾
なく発揮されました。夏の高温障害で多くの
規格外が出てしまった県産米「彩のかがやき」
を、県民の皆さんがお買い求め下さいました。
お米を生産された方々は、強く勇気づけられ
たのではないでしょうか。
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	下水道工事に先鞭をつける

小川工業は大正8（1919）年、須加村（現・行田
市）で、利根川の治水を主とする土木業として創
業した。創業者は小川社長の祖父にあたる順一
郎氏。大正14年に現在の行田市桜町に移転。昭
和23（1948）年に会社組織となり、護岸・河川工

埼玉県を流れる河川の面積は県土の3 .9％を
占めており、その割合は日本一である（湖沼や用
水路を含む水辺面積の割合でも、滋賀県、茨城
県、大阪府に次いで4番目）。県では、埼玉を名実
ともに「川の国」とすることを目的として、平成20
年度から、川の再生への取り組みに力を入れて
きた。その1つが、企業や研究機関に、水質を浄
化する新技術の実験場所を提供する「河川水質
浄化新技術実験」である。平成22年度は、藤右
衛門川（1カ所）と鴨川（2カ所）での実証実験が
公募された。
「当社が、石巻専修大学の高崎みつる教授と
共同で開発した水質浄化技術が、鴨川で採用さ
れました。11月から実証実験を行うことになって
います」（小川貢三郎社長）
行田市に本社を置く小川工業株式会社は、土
木、建築、住宅・リフォームなどの業務とともに、
水質浄化など、水にこだわる環境対策事業に早
くから取り組んできた。

河川の水質浄化など環境対策事業を積極的に推進。
開かれたショールームでは住生活への意識向上も図る
小川工業は、大正8年創業の総合建設会社である。環境対策事業への取り組みも早くから行っており、
この11月には、県内の鴨川で、同社の新技術による水質浄化の実証実験も行われる。また、リフォーム
事業のためにつくられたショールームは、地域住民のコミュニケーションの場として機能。経営理念で
ある「豊かな地域社会」の発展に貢献している。

代表取締役社長　小川 貢三郎 氏

代表者 代表取締役社長 小川貢三郎
創業 大正8年5月
設立 昭和23年12月
資本金 1億1,444万円
従業員数 132名（平成23年6月現在）
事業内容 土木工事・建築工事の設計・施工／生コン・アスコン・再生合材・再生路盤材の製造・販

売／注文住宅建築・分譲住宅販売・住宅リフォーム施工／住宅用太陽光発電システム
の販売・施工／宅地建物取引業者／一級建築士事務所

所在地 〒361-0022 埼玉県行田市桜町1-5-16
TEL 048-554-4111　FAX 048-553-3535
URL  http://www.ogawa-k.co.jp

小川工業株式会社

国土交通省関東地方整備局局長表彰を受賞した「荒川西区
土屋下築堤他工事」（さいたま市、平成23年3月竣工）。小川工業
の土木事業のルーツは大正時代の利根川の治水にまで遡る
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オフィット」によるフッ素処理事業を推進している。
「『ネオフィット』は、山形大学と福島県の企業
との産学連携共同研究の成果によって開発され
たフッ素捕集剤です。当社も出資して、製造販売
を行う会社が福島市に設立されましたが、直後
に起きたリーマン・ショックの影響などもあり、企
業は排水にまでコストをかけられないのか、大き
な事業とはなっていません」
環境対策は事業としてはまだまだ難しい面が
あるという小川社長だが、そんな中、これから期
待されるのが、冒頭に紹介した河川の水質浄化
技術なのである。

	間伐材や流木のチップで浄化

これは、木を細かく砕いたチップが水の濁り
を吸着する原理を応用した技術。川底にチップ
を層状に敷き詰めた濾

ろ

床
しょう

をつくるもので、石巻
専修大学の高崎教授と小川工業が共同で特許
を取得した。また、高崎教授が、平成19年から北
上川流域の鳴子ダム（宮城県）の放水路で行って
きた実験では、優れた効果が安定して得られる
ことを確認している。
「水を濁らせている土壌成分の中には、ケイ酸
やリンなどが含まれていて、これらもチップに吸
着されます。ケイ酸やリンは農業には絶対に欠か
せない肥料です。水質を浄化した後で引き上げ
たチップをそのまま土に入れて、肥料として活用
することができるわけです」
冒頭に述べた、同社が鴨川で行う埼玉県の

「河川水質浄化新技術実験」は、本来なら今年
の3月から行われる予定だったが、東日本大震
災の発生により延期。そこで、増水が心配される
6月から10月は避けて、11月から試験工事に入る
ことになっている。
「チップは、廃棄処理に困っている間伐材や流
木を活用します。また、リン資源は、あと50年も

事に加えて、道路整備や上下水道整備をはじめ
とする都市土木事業に進出した。
「戦後、埼玉県内の下水道工事は、当社が先
鞭をつけました。上水道の埋設工事も早くから
手がけてきましたし、アスファルト舗装工事も先
進的に始めました」
昭和30年代からは、埼玉県内を中心に公共・商
業施設の建築業務も開始。現在はこのほかに、生
コンやアスファルト合材などの建材販売、住宅・リ
フォーム事業、そして環境対策事業を行っている。
「環境対策事業は20年以上前に河川・湖沼の
浚渫事業を始めたのが最初で、それからさまざ
まなことにチャレンジしてきました」

		フッ素処理事業の推進

同社の環境対策事業の1つに、工場排水のフ
ッ素の除去がある。半導体部品や液晶パネル、
ステンレス製品などの洗浄にはフッ酸が使われ
るが、その工程で、人体に有害なフッ化物イオン
を含んだ廃水が排出される。
平成13（2001）年、水質汚濁防止法の改正に

より、フッ素の排出基準は8ppm（環境基準は
0.8ppm）と規定されたが、規準のクリアは難しく、
高度な処理技術が要求される。同社では、チタン
化合物を利用して、排水基準値はもちろん、環境
基準値まで処理することができるフッ素捕集剤「ネ

平成23年1月竣工の「埼玉県南児童相談所」。公共施設の建築
でも確かな地歩を築いてきた同社
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埼玉県、行田市の要請により、地震発生直後か
ら、河川や道路の被害調査に出動した。また、行
田で利根川に合流している福川では、水門前後
の護岸がくずれたが、これも国交省の要請で、同
社が12日から復旧工事を行っている。
「ぶっ通しの工事を行い、翌日の夕方に完了し
ました。土木・建築の事業をやっている企業の責
任として、埼玉県内に限らず、このような要請が
あればすぐに応えられるよう、覚悟を持っておく
ことを社員には言っています」
日本に住み続ける限り、国土をいかに整備して

いくかという問題がなくなることはないという小
川社長。
「われわれの事業が必要なくなるようなことは
ないと思っていますが、時代の急激な変化は、ニ
ーズの高度化、多様化も生み出しています。です
から、いかに優秀な技術者、社員を育てられるか
が会社の命運を左右します。それが育てられれ
ば、これから、どんな状況がきても、乗り切れる
と考えています」
同社の経営理念は「すぐれた技術と創造力に

より、活力とゆとりのある『豊かな地域社会』の実
現に貢献」すること。この理念に向けた取り組み
が進められていく。

すると日本からなくなると言われていますが、チ
ップで捕集することができます。それらの面でも、
この技術は環境や資源への貢献度が高いので、
実用化を進めたいですね」

	イベントスペースを地域に開放

「環境対策事業にも期待していますが、これか
ら伸ばしていきたいのが、住宅・リフォーム事業
です。土木や公共施設建築などのイメージが強
い当社が、一般住宅のリフォームもやっていると
いうことを知ってもらうために、『はーもにー館』と
いうショールームをつくりました」
平成20年、本社の近くにオープンしたはーも
にー館は、単なるショールームではなく、地域の
人が趣味の教室や会合などに自由に使えるよう、
イベントスペースを無料で開放している。
「ビーズやドライフラワーの教室、英会話教室
など、近隣の方によく利用していただいています
し、大変好評を得ております。いらしていただい
た方による口コミの宣伝媒体になればということ
で始めたのですが、実際、リフォームの仕事にも
徐々につながってきています」
同社は平成10年、埼玉県内の建設業者として
は最初にISO9001を取得しているが、JQA（日本
品質保証機構）による今年6月の審査報告書で
も、「地域住民への住生活への意識向上、カルチ
ャー教室及びコミュニケーションの機会の提供
等、地域に根付き、大きな役割を果たして」おり、
「利用者の満足度も高く」「有意義な事業として、
効果の広がりとMS（マネージメントシステム）の
貢献度が期待できる」と、はーもにー館がグッド
ポイントの1つに挙げられている。

	東日本大震災への対応

3月11日の東日本大震災は、埼玉県内にも大
小の被害を及ぼした。小川工業は、国土交通省、

住宅・リフォーム事業を紹介
するショールーム「はーもに
ー館」。イベントスペースとし
て地域の人々が利用するこ
ともできる場所だ
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調 査 ◦

埼玉県における耕作放棄の現状

上昇する耕作放棄地率

近年の農業離れを象徴するものの一つに耕
作放棄地がある。農地は、耕作をやめて数年た
てば、原形を失うほど荒れてしまい、簡単には元
に戻せなくなるため、農業生産の維持拡大には、
耕作放棄地の解消と発生防止が欠かせない。し
かし、現状、全国の耕作放棄地の増加には歯止
めがかかっておらず、耕作放棄地率（耕作放棄
地面積率）も上昇を続けている。
農林水産省が5年ごとに実施している世界農
林業センサス（以下、センサス）によると、1975年
に2 .7％だった全国の耕作放棄地率は、1990年
には4 .7％まで上昇し、直近の2010年には10 .6
％に達した。加えて、都道府県別の耕作放棄地
率では、埼玉県の上昇ペースは全国平均を上回
って推移している。すなわち、1975年に3 .1％と
ほぼ全国並みだった埼玉県の耕作放棄地率は、
1990年に8 .2％となり、2010年には17.4％に達し
ているのである。
埼玉県と全国の耕作放棄地率の違いはどこ
から生じているのか。また、今後も耕作放棄の
増加は続くのだろうか。以下では、埼玉県におけ
る耕作放棄の現状を、他の都道府県と対比しな
がら、概観してみたい。

耕作放棄地とはなにか

耕作放棄地率についてみる前に、まず耕作放
棄地の定義を確認しておこう。農林水産省によ
ると、耕作放棄地は、農家が「調査日以前1年以
上作付けせず、今後数年の間に再び耕作するは
っきりした意思のない土地」とされる。これに対
して、調査日以前1年以上作付けしなかったが、
今後数年の間に再び耕作する意思のある土地は
「不作付け地」といわれ、耕作放棄地とは区別さ
れる。
弊誌調査レポート「埼玉県の耕地利用率の現
状」（2010年9月号）では、県内の耕地の利用状況
を報告した。この中の「利用されていない土地」
は「不作付け地」にあたり、分類上、経営耕地に
入るが、耕作放棄地になると、経営耕地とはみな
されなくなる。
1975年に13 .1万haだった全国の耕作放棄地
は、1990年に21.7万haまで増えた。2005年には
38.6万haまで増加して、埼玉県の総面積38.0万
haとほぼ同じ広さとなったことから、マスコミ等
にも取り上げられ、大きな話題となった。最新の
2010年センサスでも、増加ペースは若干鈍化し
たものの、耕作放棄地は39.6万haまで拡がって
いる。

耕作放棄地率の推移
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全国の耕作放棄地の推移

40

35

30

25

20

15

10

5

0

45
万ha

年1975 8580 90 95 2000 05 10

13.1 12.3 13.5

21.7
24.4

34.3

39.638.6

資料：農林水産省「世界農林業センサス（各年）」



埼玉りそな経済情報2011.9—— �

埼玉県の耕作放棄地面積は　　	
上から10番目

2010年のセンサスで、都道府県ごとの耕作
放棄の状況をみてみると、耕作放棄地の面積が
全国で最も広いのは福島県の22 ,394haで、以
下、茨城県の21 ,120ha、千葉県の17,963ha、北
海道の17,632ha、長野県の17,146haと続いてお
り、埼玉県の12 ,395haは上から10番目になって
いる。逆に、耕作放棄地が最も狭いのは東京都
の991haで、以下、大阪府の1,665ha、福井県の
1,738ha、滋賀県の2 ,073ha、富山県の2 ,154ha
の順になっている。
また、耕作放棄地率が全国で最も高いのは長
崎県の26 .0％で、以下、山梨県の24 .5％、広島県
の23.3％、群馬県の22.1％、愛媛県の21.9％、山
口県の20.7％となっている。埼玉県の17.4％は上
から14番目に高い。逆に最も低い方からは、北海
道の1.8％、滋賀県の4 .9％、富山県の5 .7％、福
井県の5.9％、秋田県の6.0％などが続いている。
耕作放棄地面積と耕作放棄地率の順位は、
必ずしも一致しない。北海道の耕作放棄地面積
は全国4位だが、元々経営耕地面積が非常に広
いこともあって、耕作放棄地率は全国一低い。逆
に東京都や大阪府などの都市部は、耕作放棄

地面積そのものは狭いが、経営耕地自体が狭い
ので、耕作放棄地率は比較的高くなっている。ま
た、耕作放棄地率が全国平均の10 .6％を下まわ
っているのは、12道県しかない。これは、経営耕
地面積の大きな北海道などの地域の耕作放棄
地率が低く、全国平均を引き下げていることが
影響している。
総じてみると、耕作放棄地の面積が、元々の

耕地面積の広さに左右されるのは当然だが、そ
れ以外の特徴として、山がちな地形が多い地域
の耕作放棄地が比較的広くなっている。耕作放
棄地率をみても、同様の傾向がみてとれる一方、
比較的平坦で、米作が盛んな地域では総じて低
くなっている。
埼玉県は、群馬県や長野県、静岡県などと同

様、耕作放棄地が広く、耕作放棄地率も比較
的高くなっている。では、埼玉県の耕作放棄地
は、耕作放棄地率と同様、全国を上回るペース
で増加しているのだろうか。確かに、1975年に
3 ,515haだった埼玉県の耕作放棄地は、2010年
には12 ,395haまで増加しており、そのペースは
全国平均を上回っている。しかし、2000年以降
に限れば、増加ペースは大幅に鈍化しており、
2005年の12 ,314haからはほぼ横ばいの水準に
とどまっている。

都道府県別の耕作放棄地と耕作放棄地率
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埼玉県の耕作放棄地と耕作放棄地率の直近
の動きに違いがあるのは、耕作放棄地率の定義
によるところが大きい。

耕作放棄地率は、耕作放棄地の面積を経営
耕地と耕作放棄地の面積の合計で割ったもので
ある。このため、耕作放棄地が増加すれば、耕
作放棄地率は上昇するが、経営耕地が減少して
も耕作放棄率は上昇することになる。
全国の耕作放棄地率が緩やかに上昇してい
るのに対して、埼玉県の耕作放棄地率は1990年
と2000年に大きくはねあがっているが、これは、
経営耕地から宅地や工場用地・商業施設用地な
どへの転用が進み、経営耕地面積が減少したこ
とが影響している。埼玉県では、こうした転用ニ
ーズが高いことが、耕作放棄地率を全国よりも
押し上げている面がある。

中山間部から拡がる耕作放棄地

あらためて、なぜ耕作放棄地が生じるのかと
いえば、最も大きな理由は文字通り耕作が困難
ということになるだろう。農家の高齢化が進むな
か、最初に耕作が難しくなるのは、都道府県別デ

ータからもわかる通り、中山間部の耕地である。
平地に比べて段差が多く、耕地一つ一つの面積
も狭い。機械を導入し難く、収穫物の運搬なども
人力に頼らざるをえない部分が多い。鳥獣によ
る食害も大きな障害となる。
加えて、多くの場合、中山間部の耕地は、宅地
や工場用地などへの転用が期待しにくいことも、
耕作放棄を生じやすくなっている。

埼玉県の市町村別耕作放棄地率

2010年のセンサスで、耕作放棄地が微増にと
どまったとはいえ、埼玉県の耕作放棄に歯止め
がかかったとはいえないようだ。埼玉県内の耕
作放棄地率を市町村別にみてみると、全国と同
様、中山間部において耕作放棄が深刻化してい
ることが明確にみてとれる。
県内の市町村で、最も耕作放棄地率が高いの
は、長瀞町の65 .7％で、以下、皆野町の62 .8％、
ときがわ町の62 .5％、小鹿野町の60 .8％、秩父
市の59 .5％、飯能市の58 .1％、毛呂山町の57.3
％と続いており、そのほとんどが県西側の中山間
部に位置している。
逆に、耕作放棄地率が低いのは、新座市の
0 .3％、旧北川辺町の1.7％、行田市の2 .2％、杉
戸町の3.2％、鳩ケ谷市の4.0％、吉川市の5.1％、
川口市の5.2％、戸田市の5.6％、志木市の5.7％
と続いており、依然として農業が健闘している地
域と、都市部で耕地面積そのものが非常に狭い
地域が混在している。
一例として秩父市の場合をみてみると、秩父
市は総面積577.69㎢で、県内最大の広さを誇る
が、その大部分が農林水産省の指定する中山間
地域にある。耕作放棄地の面積は2005年から
2010年にかけてむしろ減少しているが、耕作放
棄地率は59 .5％と高く、残った経営耕地の方が
耕作放棄地より小さくなっている。

埼玉県の耕作放棄地の推移
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一方、さいたま市の総面積は217.49㎢と秩父
市の半分以下しかないが、経営耕地の面積は逆
に約8倍もあり、耕作放棄地率は9.5％にとどま
っている。これらの例から見る限り、秩父市に代
表される中山間部の農業の衰退は既に相当進ん
でいるといわざるをえない。
しかし、だからといって、さいたま市の農業に
問題がないわけではない。弊誌研究レポート「埼
玉県の食料自給率の現状」（2010年11月号）でみ
たとおり、さいたま市の食料自給率は2％しかな
く、さいたま市の農業を、県内を支える産業の一
つとしてみることは難しい。
さいたま市に限らず、東京都に隣接する県南
部の食料自供率は東京都の1％に近い水準まで
低下しており、その生産量は少ない。これらの地
域の現時点における耕作放棄地率が相対的に
低いとはいえ、本格的に農業を振興するのに向
いているとはいえないだろう。
今後、県の南部地域で耕作放棄地が急速に
増加するとは考えづらいものの、地価の動向など

によっては、宅地や商業施設用地などへの転用
が進み、経営耕地の減少が進むケースは充分に
ありえよう。
こうした点からみると、県内の農業は、西側の

中山間部と東京に隣接する南部を除いた、北部
から東部にかけての地域に多くを依存している
といえる。そうした意味では、埼玉県を都市と田
園風景が混在するイメージでとらえることは必ず
しも正しくなく、いわば東京都と地方の県が一つ
の県内で隣接しているような姿になっているの
かもしれない。
そして、残された北部から東部にかけても、他

地域と同様、高齢化は年々進捗しており、これら
地域で耕作放棄への具体的な歯止めが充分か
けられているわけではない。このまま放置すれば、
地域を問わず耕作放棄が進み、全体として県内
の農業が弱体化する事態は避けられないだろ
う。中山間部や南部での対応策が限られるなか
で、県全体としての農業をどう守るのかが問われ
ている。　　　　　　　　　　　　（井上博夫）

埼玉県内の市町村別耕作放棄地率
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埼玉県内設備投資動向調査
2011年度の設備投資は2年連続改善

概況

埼玉県経済は、東日本大震災の影響により依
然として厳しい状況にあるものの、生産には回
復の動きがみられるなど、総じて持ち直している。
こうした中、7月中旬に設備投資動向についての
アンケート調査を実施した。
2011年度に設備投資の「計画あり」とした企業
は、回答企業260社のうち139社、53 .5％となり、
前年度調査（2010年7月実施）の48 .1％から5 .4
ポイント増加となった。
2011年度の設備投資計画額は444億円（回答
のあった178社の合計）、当該企業の2010年度
実績400億円に対して＋10 .9％となった。設備投
資計画「あり」とする企業が2年連続で増える結
果となったが、設備投資額においても2年連続
で増加の結果となった。

1 . 	設備投資計画の有無

2011年度に設備投資の「計画あり」とした企業
は、回答企業260社のうち139社、53 .5％となり、
前年度調査（2010年7月実施）の48 .1％から5 .4
ポイント増加となった。いわゆるリーマンショック
後、大幅に落ち込んだ設備投資計画は2009年
度を底に2年連続で増加となり、持ち直しの動き
が続いている。震災の影響によるサプライチェー
ンの寸断などで大きく落ち込んだ県内の生産も
回復してきており、企業の投資マインドは改善し
ていると考えられる。
業種別では、「計画あり」とした企業は製造業
59.0％（前年度比＋7.4ポイント）、非製造業49.7％
（同＋4.1ポイント）と、製造、非製造業ともに前年
を上回った。
規模別では「計画あり」が大企業89 .3％（同＋
3.6ポイント）、中小企業49.1％（同＋4.9ポイント）
となり、大企業で「計画あり」が高い割合を示す
が、中小企業においても前年を上回り、設備投資
意欲は改善の動きがみられる。
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2 . 	設備投資計画額

2011年度の設備投資計画額は444億円（回答
のあった178社の合計）、当該企業の2010年度
実績400億円に対して＋10 .9％となった。設備投
資計画「あり」とする企業が2年連続で増える結
果となったが、設備投資額においても2年連続
で増加の結果となった。
生産が回復するなか設備投資の調整が進ん
だことや、業績の回復にともない設備投資に慎
重だった企業においても、更新投資を中心に設
備投資を増やす傾向にあるようだ。
業種別では、製造業では前年度比＋23 .7％、
非製造業では同＋7.1％と、製造業で伸び率が高
かった。
規模別では、大企業では前年度比＋23 .5％、
中小企業では同▲13 .1％となった。大企業に比
べると、中小企業では業績の回復がやや遅れて
いることや、先行き不透明感も依然強いことなど
から、現時点では中小企業で設備投資に慎重に
なっているものと考えられる。

3 . 	設備投資理由（複数回答）

2011年度に設備投資計画が「ある」とした企
業のうち、その理由として最も多かったのが「設
備更新」（75 .5％）、以下「コストダウン・合理化
に対応」（40 .3％）、「技術革新・品質向上に対応」
（30.9％）と続く。
前年度と比べ増加したのは「コストダウン・合

理化に対応」の＋13.7ポイントをはじめ、「その他」
を除く全ての理由となった。今年度調査で多くの
理由が増加となったのは、複数回答する企業が
増えたためで、ここ数年「設備更新」程度に手控
えていた企業でも、設備投資意欲が回復し、設
備投資を行う理由にも広がりが出てきた模様だ。
業種別では、製造業は「設備更新」（75 .8％）

が最も多く、次いで「コストダウン・合理化に対
応」（46.8％）、「技術革新・品質向上に対応」（45.2
％）。非製造業でも「設備更新」が75 .3％で最も
多く、次いで「コストダウン・合理化に対応」35 .1
％となった。
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投資理由（複数回答）設備投資計画
回答企業数

（社）
2011年度計画
（100万円）

前年度比
（％）

全産業 178 44,371 10.9

大企業 25 32,454 23.5

中小企業 153 11,917 ▲13.1

製造業 76 11,348 23.7

大企業 4 6,075 59.1

中小企業 72 5,273 ▲1.5

非製造業 102 33,023 7.1

大企業 21 26,379 17.4

中小企業 81 6,644 ▲20.6

（注） 回答企業数には、2010年度に設備投資実績があり、2011年度に設
備投資計画がない企業も含む。
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4 . 	設備投資の対象物件（複数回答）

設備投資の対象物件は、「生産機械」（47.5％）
が最も多く、以下「情報関連・事務用機器」（41 .0
％）、「建物・構築物」（40 .3％）、「車両運搬具」
（26.6％）、「販売機器」（13.7％）などの順となった。
前年度と比べ「情報関連・事務用機器」が＋
10 .2ポイント、「販売機器」が＋8 .8ポイントと、そ
れぞれ増加したのが目立った。「生産機械」への
投資に加え、OA機器など「情報関連・事務用機
器」や、ポスシステムなどの「販売機器」など、合理
化や省力化などにつながる設備投資が増加した
ようだ。
業種別では、製造業は「生産機械」（82.3％）が
最も多く、以下「情報関連・事務用機器」（37.1％）、
「建物・構築物」（32 .3％）と続く。非製造業では
「建物・構築物」（46 .8％）が最も多く、以下「情報
関連・事務用機器」（44.2％）、「車両運搬具」（36.4
％）などと続く結果となった。

5 . 	設備投資を行わない理由（複数回答）

設備投資計画が「ない」企業のうち、その理由
として最も多かったのは、「売上・受注見通し難」
（42.1％）で、以下「生産能力に余裕あり」（27.3％）、
「投資採算にのらない」（20.7％）、「資金繰りの悪
化」（11.6％）の順となった。
前年度と比べ、「生産能力に余裕あり」は前年

度比＋3.9ポイントと増加、一方「投資採算にのら
ない」が同▲6.6ポイントと減少した。
業種別では、製造業は「売上・受注見通し難」

（58 .1％）が最も多く、次いで「生産能力に余裕あ
り」（39 .5％）、非製造業でも「売上・受注見通し
難」（33 .3％）が最も多く、次いで「投資採算にの
らない」（21 .8％）となった。目立ったのは、製造
業で「売上・受注見通し難」が前年比で＋16 .2ポ
イントと大幅に増加したことで、震災の景気への
影響、また、円高や海外経済の先行き不透明感
により、今後の売上げ受注動向を懸念するとこ
ろも多いようだ。
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6 . 	資金調達方法

設備投資の資金調達方法（比率）をみると、「内
部留保」65 .6％、「借入金」31 .9％、「長期延払手
形」1.0％、「増資・社債」0.0％となった。前年度調
査と比べ、「内部留保」は6 .4ポイント増加し、「借
入金」は3.7ポイント減少した。
ここ数年、内部留保の割合が比較的高くなっ
ていたが、今回調査でさらにその傾向が強まっ
た。設備投資意欲は改善傾向にはあるものの、
「借入金」による積極的な設備投資は控え、「内
部留保」の範囲内で設備更新を中心とした投資
にとどめるといった企業の慎重な姿勢が、資金
調達面からもうかがえる。
業種別にみると、製造業では「内部留保」が
69.8％、「借入金」が29.7％、非製造業では「内部
留保」が62 .4％、「借入金」が33 .6％と、製造業、
非製造業ともに内部留保率が高い。
規模別では、大企業は「内部留保」59.3％、「借
入金」36.7％、中小企業は「内部留保」66.9％、「借
入金」30.9％となった。

7. 	来年度の設備投資計画

来年度（2012年度）の設備投資計画額は、「増
加する」が13 .6％（前年度比▲3 .5ポイント）、「変
わらない」が65.2％（同＋3.3ポイント）、「減少する」
が21 .3％（同＋0 .3ポイント）となった。前年度調
査と比べ「増加する」が減り、「減少する」とした企
業が「増加する」とした企業を上回る結果となり、
来年度の設備投資については、企業の慎重な姿
勢がうかがえる。
業種別では、製造業は「増加する」12 .4％、「減

少する」24 .7％、非製造業は「増加する」14 .5％、
「減少する」18 .5％と、製造業、非製造業ともに
「減少」が「増加」を上回った。
規模別では、大企業は「増加する」19.2％、「減

少する」15 .4％と、「増加する」が「減少する」を上
回り、中小企業では「増加する」12 .8％、「減少す
る」22 .1％で、「減少する」が「増加する」を上回っ
た。来年度の設備投資は大企業では今年度より
さらに回復を見込んでいるが、中小企業では、よ
り慎重な姿勢が見込まれる。
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生物多様性を考える

最 近 の 環 境 問 題 を 考 える 7

主席研究員 守屋 有

はじめに

生物多様性という言葉がよく使われるようになっ
た。2010年10月には名古屋でCOP10（生物多様性
条約第10回締約国会議）が開催されている。

この生物多様性という考え方、実は最近になっ
てでてきたものではなく、1992年の地球サミット（リ
オ会議）で提唱されたものである。

従来からの「多様な生物種の保全」はもとより、
「生物資源」、ひいては「生態系サービス」という考
え方も導入されている。

今回は、生物多様性の意味や地域の生物環境
の変遷、先般の震災・原発事故が及ぼす生態系へ
の影響などについて考えてみたい。

生物多様性とは

生物多様性の定義は概ね以下のようなもので
ある。
●個体の多様性…生物は、全く同じ個体はいない。
親からの遺伝子が変異し、様々な「個」を持ってい
る。（つまり遺伝子レベルの多様性を持っている）
●種の多様性…様々な種の生物が生存している。
地球上の生物種の数は、確認・分類、命名されてい
るものが175万種程度あるが、未発見のものも多
く、500万から 1,000万種といわれている（中には
3,000万種という見解もある）。
●生態系の多様性…色々な生物種が織りなす生
態系は、地質、気候などをバックグラウンドに、様々
な生物種が時間をかけて形成しており、その組み合
わせは極めて多様である。

一般的に、生物多様性と言うと「様々な生物が生
息している生態系」を思い浮かべる場合が多いかと
思うが、単に生物の種類が多いということが重要な
のではない。大切なのは、一つの種の中に遺伝子
レベルで様々な個体がいるということである。つま

りクローンではないということだ。人は一種類の生
き物だが、もちろんクローンはいない。しかし、いま
や他の動植物では様々なクローンが作り出されて
いることはご存じのとおりである。

生態系は、『何百万という種×その種の生息数分
の多様な個体』を持っており、それらが様々な生息
環境の中で相互に関わりながら生きているという
ことであり、その無限の多様性がとても大切なので
ある。

このような概念を打ち出しているのは、バイオテ
クノロジーにより、遺伝子レベルに踏み込んだ生物
種へのコントロールが進んでいること（このことの
善し悪しはともかくとして）や、地球温暖化や開発
の進行等により、生物種が激減してきているため、
生物種を食料や医療、観光などの「資源」として再
認識することが必要となってきていることなどが要
因となっていると考えられる。

自然の生物さえ「サービス」の一部に？
「生態系サービス」の拡大

生態系を構築している様々な生物種は、私たち
にとって「美しい自然環境」であるとともに、私たち
の生活や企業活動に様々な「サービス」を提供して
いると見ることもできる。

生態系は食料や木材など様々な生物資源を提供
したり（供給的サービス）、気候を一定に保ったり、

生物多様性の輪

個体の多様性

生物多様性

種の多様性 生態系の多様性
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水や空気を浄化したりしている（調整的サービス）。
近年、これらを生態系サービスと呼んでいる。

国連でも、人類に対する生態系の役割や貢献を
分類し、評価を加えおり、生態系サービスは、企業
活動などビジネスの分野でも注目され始めている。

企業の社会的責任（CSR）の中で、生態系サービ
ス評価（ESR）というものを指標として用いるとい
う動きも出てきており、生態系の維持や管理、再生
に関するビジネスチャンスをつかむのに役立つ可能
性があるということだ。

もっと具体的になると、PES：「生態系サービス
への支払い＝自分たちが利用している生態系サー
ビスの対価や、サービスを持続可能な形で利用す
るための保全活動に必要なコストを直接支払う」と
呼ばれるものも台頭している。

こうした動きは、生物種絶滅の危機感が高まって
いることもあるのだろうし、なんとか環境と経済を
同化させていこうという考え方でもあろう。

こうした生態系の活用やサービスとしての考え方
は十分に理解できるのだが、何かひっかかるところ
もある。わざわざそこまでして環境を経済と結びつ
けないと理解ができないのだろうか。自然の生物さ
え「サービス」の一部と考えないと世界が回らない
のか？みなさんはどう考えられるだろうか。

困難な地域の生物種の保全

さて、こうした生物多様性の保全は、私たちの住
む地域ではどのような状況になっているのだろうか。
生物多様性の保全おいてはいくつかの課題がある
が、人為的なものとしては生息域の破壊と外来種
の導入があげられる。生息域の破壊については、地
球規模でいうと、先に述べた開発などによる破壊
が進んでいる状況である。我が国でも、経済成長
に伴う開発で、私たちの身近なところでも、都市化
が進み生き物たちの生息域は急速に減少している。

一方、カラスなどは増えていたり、人が持ち込ん
だ動植物が地域に蔓延している状況もある。
蔓延る外来種の動物たち

ハクビシンという動物をご存じだろうか。額から鼻
にかけて白い線が入る独特の風貌で、ミカンなどが
好きなジャコウネコ科の動物で、大きさは頭・胴体が
約50㎝、尾が約40㎝、体重 2 〜 3 ㎏程度である。
アライグマと同様に外来種だが、移入時期がはっき
りしないため特定外来生物には指定されていない。

このハクビシン、アライグマと同様に郊外の住宅
開発により生ゴミなどの餌が得られること等の理
由で増加している。

被害は、家屋内に侵入し騒音を起こすだけでな
く、糞尿も衛生面の問題となる。また、ペットや家
庭菜園にも被害を及ぼすだけでなく、従来の生態
系を崩すため問題となっているのだ。

例えばさいたま市では、被害対策としてアライグ
マとともにハクビシンは捕獲の対象となっており、
平成22年度の捕獲数は、なんとアライグマが97頭、
ハクビシンは138頭に及んでおり、増加傾向のよう
だ。その他にも、ペットとして飼っていた魚類や爬
虫類、昆虫などの投棄によって様々な外来動物の
増加が問題となっているのはご存じのとおりである。

さいたま市でも増加するハクビシン　　　　（Yahoo画像より）
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ガーデニングブーム－園芸種や外来種が　　　
地域の植性に影響を与えている

ガーデニングがブームである。園芸店には本当に
多種多様な草花が揃い、買い求める人も多い。行
政でも、駅前や街路沿い、都市公園などに積極的
に花を植えている。

街が花でいっぱいになって、それで自然環境や生
物多様性にとってどうかということは、甚だ難しい
ところである。

例えば、春によく見かけるものにパンジー・ビオ
ラがある。見ると、特にビオラはスミレそっくりであ
るが、それもそのはず、ビオラは原種のスミレを改良
した園芸種である。

原種のスミレは、控えめだが美しい紫色の花をよく
道端で見かけたものだが、最近はあまり見ない。一方、
園芸種の方は、もう少し大型種のパンジーも含め、品
種改良で様々な色合いのものが作出され、本当にカ
ラフルで丈夫でもあることから、街中パンジー・ビオラ
だらけという感じがするほど植えられている。その他
にも様々な園芸種が植えられた結果、土着・自生し、
生息域を広げている植物もある。中には、あまりに旺
盛な繁殖力のため、地産の植物を駆逐してしまう恐
れがあるとして販売を禁止されているものもある。

また、園芸種ではないが、「タンポポ」は実はほと
んどが外来種だ。いわゆるセイヨウタンポポがここ
40年余りで日本国内のタンポポ勢力図を塗り替え
てしまった。タンポポは古くから馴染みのある植物
であるが、今見られるものの多くは繁殖力の旺盛な
セイヨウタンポポである。
自生種の保全に十分な留意が必要

このように、特に街中では、人が持ち込んだ動植
物が蔓延しており、自生種や原種を探すことの方が
難しい状況だ。

身近にきれいな花がたくさん咲いているのは、わ
るいことではない。しかし、生物多様性に照らして

みると、「個体の多様性」が損なわれているというこ
とになる。つまり、園芸種は人が遺伝子を操作して
特定の条件で生育するように作ったものだ。生育
環境が変化すればそれらはすべて枯れてしまう恐
れがある。多様な個性を持つ野生の植物と、きれい
に改良されたが同じ個性しかない植物。もし、地域
の植性が後者のみになったら、それこそ地球温暖
化で全ての植物は枯れ上がってしまうことだろう。

もちろん、きれいな草花を植えたり、愛くるしい
ペットを飼うことが悪いわけではない。市街地が拡
大している地域では、元々自然環境は少なく、原産
の動植物の生息域など限られたものだ。しかし、限
られたものであっても大切にしたいところだし、懸
念されるのは、都市部から外周域へ向かって、強い
園芸種や外来種が拡大してしまうことだ。これには
十分な注意が必要で、できる限り原産の動植物の
保全や植性の保持に留意すべきだろう。地域で特
性が異なるため、都市計画ベースでの生物多様性
への配慮が必要と思う。

もちろん、ペットを責任を持って飼うことは無論
のことである。

生物多様性の未来

地球温暖化の影響
地域環境変化を見ても、既に私たちは自然環境

に十分干渉をしてきているわけだが、地球温暖化に
よる気温の上昇は根本的な変化をもたらしつつあ
る。動物も植物も生息域（北限）が北方に拡大して
いるのは明らかで、今まであまり見られなかった動
植物が目に付くようになってきた。

例えば近くの公園では、今までは冬の低温で枯れ
てしまうはずの熱帯性の植物が堂 と々冬を越し、大
きく成長しているのを見かけるし、以前は南方でし
か見られなかった渡り鳥を目にするようになっている。

暖かくなり、様々な動植物が見られると言うこと
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自体は悪いわけではないが、そのスピードが通常の
自然変化に対して非常に速く、生態系のバランスが
崩れてしまうことが懸念される。

また、平行して心配されているのが熱帯性感染
症の拡大である。ウイルスの宿主が寒さで死なず、
あるいは生息数が増大する。結果、ウイルスの増殖
や突然変異の確率が飛躍的に増えるとも言われて
いる。熱帯性の恐るべき感染症や、今までなかった
新種の病原体が現れないとも限らないのである。

なお、こうした感染症の脅威はもちろん人間に対
してだけではなく、他の生物種に対しても同様であ
ることは言うまでもない。

人が遺伝子に干渉して作り出した家畜類にも大
きな影響が及ぶ（もうすでに、様々なインフルエン
ザという形で現れている）。

急峻な温暖化を少しでも緩和し、できれば 1.5℃
程度の上昇にとどめる努力をしていくとともに、生態
系の変化をよく観察、理解していくことが必要だろう。
東日本大震災、原発事故が及ぼす影響

そして、今回の震災、原発事故である。地震や津
波で多くの生態系が破壊された。森林は大きな面
積が消失し、恐らく生息していた動植物にも多大な
ダメージがあったと思われる。

また、原発事故の放射能による遺伝子レベルの
影響は本当に心配である。個体の多様性は言うに
及ばす、種を滅ぼしてしまうかもしれない。連鎖的に
多くの生態系へも大きな打撃を与えつつあるだろう。

かつて「環境ホルモン」というものが取りざたされ
た。これらは性分泌攪乱作用（生殖に異常をもたらす）
があり、かのダイオキシンも、強い毒性もさることな
がら環境ホルモンとしての作用も懸念されたものだ。
しかし放射能による影響はそのような比ではない。

5 月ころの報道を見ると、海に流出した放射性
物質を含んだ汚染水拡散のシュミレーションが行
われ、茨城県沖で黒潮に乗って東に拡散する模様

であることから、海底の堆積物やプランクトンなど
から魚介類にどのように移っていくのかの生態系
全体の調査が必要と言われた。

そして、海洋への高濃度の汚染水の流出は未だ
に続いているのである。

また、最近では、関東地方でも下水道の汚泥や
生活ゴミの焼却灰から高濃度の放射能が検出され
たりしている。

これらは、一つひとつが極めて重大な事象であり、
汚染は当然海洋だけでなく、土壌から地下水、もちろ
ん河川にも汚染が拡大しているはずである。大気へ
の拡散もあり、雨にも交じるから、単位量は少ないと
してもかなり広範囲に影響が及んでいるだろう（汚泥
や焼却灰の事例でも明らかである）。生態系的には、
目に見える物だけでなく、土壌の中にも微生物等が
多数存在している。こちらの影響も将来を考えると大
きなものかもしれない。少しでも早く外部への汚染を
押さえ込まないと大変なことになると、焦りを覚える。

こうしたことは、「生態系サービス」という観点で
も大きなペナルティを払うべきものだろう（実際に、
諸外国からそのような要求を受けることになるかも
しれない）。

ともあれ、今後こうした影響を極力正確に把握
し、真摯に受けとめ、未来に向けた対策を行ってい
かなければならない。

人も自然の一部であるから、生活を営む過程で
自然に様々な影響を及ぼす。それは忌むべきことで
はないと思う。しかし、程度の問題であり、自然との
バランスを考えて社会・経済活動を営んでいくこと
が大切だと思う。

震災地の復興も、これからの社会・経済の進展
もそうだが、人のエゴだけで開発や事業展開を行う
とエコにはならない。ここでもう一度生物多様性の
意味をよく考え、様々な生物やその「個」の重要性を
認識していくことが必要だろう。
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新車販売台数（乗用車）・前年比

大型小売店販売額（既存店）・前年比（右目盛） 
大型小売店販売額（全店）・前年比（右目盛） 

県内経済の動き

概要	●埼玉県経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるものの、生産には
回復の動きがみられるなど、総じて持ち直している。

新設住宅着工戸数の推移

前払保証に対する請負額の推移

資料：東日本建設業保証　　  関東：埼玉、東京、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬

資料：国土交通省

資料：関東経済産業局・日本自動車販売協会連合会

個人消費の推移個人消費 新車販売の減少続く

6月の大型小売店販売額は869億円、前年比▲
0 .4％（既存店）と4カ月連続で減少した。節電意識
の高まりから、クールビズ関連商品等が伸びたこと
により、マイナス幅は縮小した。業態別では、百貨店
（同＋1.5％）は増加したが、スーパー（同▲1.1％）は
減少。新設店を含む全店ベースの販売額は同＋1.4
％と2カ月振りに増加した。
7月の新車販売台数（乗用車）は10 ,668台、前年
比▲37.2％と前月より減少幅が拡大した。車種別
では普通乗用車が4 ,871台（同▲39 .3％）、小型乗
用車が5,797台（同▲35.3％）だった。

住宅 一進一退の動き続く

6月の新設住宅着工戸数は4,969戸、前年比＋8.1
％と前年を上回ったものの、このところ一進一退の
動きが続いている。
利用関係別では、持家が1,642戸（前年比▲5.0％）
と減少したものの、貸家が1,638戸（同＋1.2％）、分
譲住宅が1,673戸（同＋35.0％）と増加した。
分譲住宅は、マンションが同＋97.9％、戸建が同
＋19.7％とそれぞれ増加した。
今後は、雇用・所得環境が厳しいものの、金利優
遇などの政策効果があり、一進一退の動きが続くと
みられる。

公共工事 前年を下回る

7月の公共工事の前払保証に対する請負額は
235億円（前年比▲10 .5％）と、2カ月連続して前年
を下回った。請負件数も673件と、同▲13 .5％とな
った。
発注者別では、国（前年比＋30.6％）が増加したも
のの、独立行政法人等（同▲6 .3％）、埼玉県（同▲
30.5％）、市町村（同▲6.9％）などが減少した。
公共工事は、平成23年度の国や県の予算では前
年を下回っていることから、総じて低調に推移する
と見込まれる。
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資料：経済産業省・埼玉県

有効求人倍率の推移

資料：埼玉労働局

鉱工業指数の推移生産 回復の動き

5月の鉱工業生産指数（季節調整値：2005年＝
100）をみると、生産指数は92 .4（前月比＋9.7％）と
大幅に増加し、震災前の水準（2月91.1）を回復した。
業種別では、精密機械、食料品などが減少した
ものの、化学、一般機械などが増加した。
在庫指数は前月比▲0 .3％の76 .6と、輸送機械、
情報通信機械などを中心に減少した。
今後は、電力供給の制約などから下押し圧力が
懸念されるものの、サプライチェーンの立て直しな
どから、回復が期待される。

雇用 有効求人倍率は0.��倍

6月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月から
0 .01ポイント下降し、0 .49倍となった。有効求職者
数は129,654人（前年比▲1.4％）と、13カ月連続で前
年実績を下回ったが、有効求人数は56,593人（同＋
21 .0％）と、14カ月連続で前年実績を上回っている。
新規求人倍率（季節調整値）は、前月から0 .09ポイ
ント下降して0.72倍となった。
6月の有効求人倍率は、2カ月連続で前月から下降
しており、県内の雇用情勢は依然として厳しい状況
が続いている。

現金給与総額 横ばいで推移

5月の「1人あたり現金給与総額（規模5人以上）」
は、251,310円（前年比＋0.8％）となった。「現金給与
総額」からボーナス・残業手当等の「特別に支払わ
れた給与」を除いた「きまって支給する給与（定期給
与）」も、244,814円と前年実績を0.1％上回っている。
1人あたり現金給与総額は、2カ月ぶりに前年実
績を上回ったものの、所定外労働時間は前年を3 .2
％下回った。定期給与も2カ月連続で前年並みの水
準にとどまっており、雇用者所得は横ばい圏内で推
移している。

現金給与総額の推移
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鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業在庫指数（季調値） 建築着工非居住用
埼玉県 全国 埼玉県 全国 埼玉県 全国

2005年＝100 前月比（％）2005年＝100 前月比（％）2005年＝100 前月比（％）2005年＝100 前月比（％） 1,000㎡ 前年比（％） 1,000㎡ 前年比（％）

2007年 106.8 1.1 107.4 2.8 103.2 ▲3.3 104.0 1.3 3,720 18.5 65,106 ▲11.2

2008年 101.2 ▲5.2 103.8 ▲3.4 110.0 6.6 109.0 4.8 3,431 ▲7.8 60,963 ▲6.4

2009年 78.6 ▲22.3 81.1 ▲21.9 66.8 ▲39.3 93.1 ▲14.6 1,722 ▲49.8 42,947 ▲29.6

2010年 91.5 16.4 94.4 16.4 88.1 31.9 96.6 3.8 2,042 18.6 44,521 3.7

10年 5月 92.6 0.5 95.7 ▲0.1 68.5 ▲3.2 96.3 1.4 110 15.2 3,432 14.7

 6月 93.6 1.1 94.3 ▲1.5 67.7 ▲1.2 96.9 0.6 237 47.0 3,886 ▲1.4

 7月 91.9 ▲1.8 94.6 0.3 67.1 ▲0.9 96.7 ▲0.2 194 95.2 4,242 7.8

 8月 92.6 0.8 94.5 ▲0.1 65.7 ▲2.1 97.1 0.4 187 108.7 3,836 19.7

 9月 92.0 ▲0.6 93.7 ▲0.8 68.6 4.4 97.3 0.2 124 18.5 4,303 37.5

 10月 89.8 ▲2.4 92.4 ▲1.4 71.5 4.2 96.8 ▲0.5 150 43.7 3,837 13.6

 11月 91.7 2.1 93.9 1.6 73.5 2.8 95.2 ▲1.7 159 ▲15.5 3,481 1.1

 12月 91.8 0.1 96.2 2.4 80.2 9.1 96.7 1.6 210 48.9 3,267 0.2

11年 1月 93.7 2.1 96.2 0.0 86.9 8.4 100.5 3.9 89 ▲51.9 3,586 11.1

 2月 91.1 ▲2.8 97.9 1.8 80.5 ▲7.4 102.0 1.5 158 63.1 3,146 ▲8.7

 3月 80.5 ▲11.6 82.7 ▲15.5 77.2 ▲4.1 97.7 ▲4.2 202 5.4 4,068 ▲2.2

 4月 84.2 4.6 84.0 1.6 76.8 ▲0.5 98.2 0.5 173 ▲11.6 4,361 28.1

 5月 92.4 9.7 89.2 6.2 76.6 ▲0.3 103.7 5.6 223 101.8 3,842 11.9

 6月 92.7 3.9 100.8 ▲2.8 216 ▲8.7 4,411 13.5

 7月

資料出所 埼玉県 経済産業省 埼玉県 経済産業省 国土交通省

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数
埼玉県 全国 埼玉県 全国 埼玉県 全国

戸 前年比（％） 戸 前年比（％） 時間 前年比（％） 時間 前年比（％） 2005年＝100 2005年＝100

2007年 64,667 ▲18.1 1,060,741 ▲17.8 17.7 0.4 18.5 0.9 101.0 102.4

2008年 71,325 10.3 1,093,519 3.1 15.9 ▲5.6 17.3 ▲6.3 101.5 104.1

2009年 54,198 ▲24.0 788,410 ▲27.9 11.0 ▲35.5 11.7 ▲32.6 100.3 103.7

2010年 55,368 2.2 813,126 3.1 14.1 27.4 15.4 31.7 99.2 103.3

10年 5月 4,216 ▲7.4 59,911 ▲4.6 13.3 31.7 14.4 44.0 99.3 103.6

 6月 4,596 2.6 68,688 0.6 14.7 53.2 15.2 43.3 100.0 103.5

 7月 4,650 3.8 68,809 4.3 14.4 34.4 16.0 35.6 99.9 103.7

 8月 5,331 7.0 71,921 20.4 14.4 26.2 15.6 28.8 99.6 103.5

 9月 5,234 26.9 71,998 17.7 14.4 32.0 16.0 21.2 99.8 103.5

 10月 4,024 ▲17.4 71,390 6.4 14.2 16.3 16.0 13.5 99.0 103.4

 11月 4,773 ▲4.5 72,838 6.8 14.6 15.1 16.3 10.9 100.2 103.4

 12月 5,281 9.7 74,517 7.5 14.6 5.8 16.3 8.0 100.5 103.3

11年 1月 4,139 ▲4.5 66,709 2.7 12.8 ▲2.3 14.6 7.3 103.1 （100.7）※ 103.1

 2月 4,788 13.4 62,252 10.1 13.7 3.8 16.0 6.6 100.5 （98.1）※ 102.8

 3月 3,888 ▲13.9 63,419 ▲2.4 13.3 ▲2.2 15.2 ▲3.0 100.0 （97.6）※ 102.1

 4月 4,610 9.9 66,757 0.3 12.0 ▲16.1 13.8 ▲10.4 100.9 （98.4）※ 103.6

 5月 4,051 ▲3.9 63,726 6.4 11.6 ▲12.8 13.4 ▲6.9 101.6 （99.2）※ 103.5

 6月 4,969 8.1 72,687 5.8 15.0 ▲1.3

 7月

資料出所 国土交通省 埼玉県 厚生労働省 埼玉県 厚生労働省

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模30人以上　※11年1月より算出方法が変更されたため、データに連続性がない。（　）内は従来基準による参考データ

月 次 経 済 指 標
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有効求人倍率（季調値） 新規求人数 大型小売店販売額
埼玉県 全国 埼玉県 全国 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（％）

2007年 1.01 1.04 29,177 ▲7.6 806 ▲6.4 10,956 ▲1.2 211,988 ▲1.0

2008年 0.87 0.88 25,310 ▲13.3 679 ▲15.8 10,917 ▲1.6 209,511 ▲2.5

2009年 0.40 0.47 18,536 ▲26.8 523 ▲23.0 10,416 ▲6.1 197,758 ▲7.0

2010年 0.41 0.52 19,633 5.9 571 9.3 10,427 ▲2.3 193,792 ▲2.6

10年 5月 0.38 0.50 16,734 5.3 498 12.3 861 ▲4.0 15,656 ▲3.9

 6月 0.40 0.52 19,100 9.3 568 12.8 855 ▲1.7 15,634 ▲3.1

 7月 0.41 0.53 20,154 7.6 578 9.3 903 ▲1.7 17,189 ▲1.3

 8月 0.43 0.54 20,312 21.1 574 19.0 835 ▲1.3 15,500 ▲1.8

 9月 0.44 0.55 21,558 17.0 624 17.3 812 ▲1.5 14,778 ▲1.7

 10月 0.45 0.56 22,641 9.8 644 13.9 855 1.0 15,809 0.4

 11月 0.46 0.57 21,380 27.6 600 22.6 887 0.3 16,325 0.1

 12月 0.46 0.58 18,957 26.1 522 15.8 1,092 ▲1.5 20,435 ▲1.7

11年 1月 0.49 0.61 24,302 27.1 662 18.8 905 ▲0.1 17,080 ▲0.7

 2月 0.51 0.62 23,278 29.3 664 22.9 767 0.2 14,469 0.5

 3月 0.52 0.63 20,927 7.8 664 10.5 826 ▲7.0 10,115 ▲7.5

 4月 0.53 0.61 23,200 27.4 620 12.2 847 ▲0.6 15,658 ▲1.9

 5月 0.50 0.61 20,239 20.9 584 1.1 856 ▲3.2 15,774 ▲2.5

 6月 0.49 0.63 20,602 7.9 640 12.6 870 ▲0.4 16,033 ▲0.5

 7月

資料出所 埼玉労働局 厚生労働省 埼玉労働局 厚生労働省 関東経済産業局 経済産業省

●大型小売店販売額は全店ベース、前年比は既存店ベース

新車販売台数（乗用車） 企業倒産 消費者物価指数
埼玉県 全国 埼玉県 全国 埼玉県 全国

台 前年比（％） 台 前年比（％） 件数（件） 負債額（百万円） 件数（件） 負債額（百万円） 2010年＝100 前年比（％）2010年＝100 前年比（％）

2007年 169,142 ▲6.2 2,953,193 ▲5.8 520 127,010 14,091 5,727,948 100.9 0.2 100.7 0.0

2008年 159,299 ▲5.8 2,800,664 ▲5.2 586 144,150 15,646 12,291,953 102.1 1.2 102.1 1.4

2009年 146,611 ▲8.0 2,640,312 ▲5.7 636 153,345 15,480 6,930,074 101.0 ▲1.1 100.7 ▲1.4

2010年 161,858 10.4 2,927,602 10.9 573 111,207 13,321 7,160,773 100.0 ▲1.0 100.0 ▲0.7

10年 5月 11,390 22.9 207,272 29.9 47 12,778 1,021 331,275 100.1 ▲1.4 100.3 ▲0.9

 6月 14,606 19.4 265,925 21.0 55 7,735 1,148 283,846 100.0 ▲1.0 100.1 ▲0.7

 7月 16,990 20.6 307,397 15.5 49 9,771 1,066 275,333 99.5 ▲1.1 99.5 ▲0.9

 8月 15,447 51.2 267,777 49.0 45 8,319 1,064 188,920 99.8 ▲0.9 99.7 ▲0.9

 9月 15,871 ▲0.7 278,283 ▲5.4 45 6,767 1,102 1,418,025 99.9 ▲0.7 99.9 ▲0.6

 10月 9,593 ▲28.5 171,641 ▲28.8 52 7,953 1,136 520,050 100.4 0.3 100.2 0.2

 11月 10,050 ▲36.0 178,463 ▲33.5 51 8,496 1,061 273,830 100.0 0.0 99.9 0.1

 12月 8,884 ▲31.2 157,443 ▲31.6 42 6,520 1,102 246,480 99.7 ▲0.2 99.6 0.0

11年 1月 9,679 ▲22.1 167,574 ▲23.8 31 2,721 1,041 236,397 99.4 ▲0.5 99.5 ▲0.6

 2月 12,797 ▲15.5 226,691 ▲16.2 32 3,104 987 410,188 99.5 ▲0.4 99.5 ▲0.5

 3月 12,232 ▲40.3 243,783 ▲39.5 49 12,102 1,183 270,244 99.7 ▲0.8 99.8 ▲0.5

 4月 4,937 ▲55.1 97,128 ▲51.5 53 6,469 1,076 279,567 99.9 ▲0.5 99.9 ▲0.4

 5月 7,523 ▲34.0 128,544 ▲38.0 51 6,868 1,071 252,674 99.8 ▲0.2 99.9 ▲0.4

 6月 10,429 ▲28.6 202,345 ▲28.9 60 7,072 1,165 216,353 99.8 ▲0.1 99.7 ▲0.4

 7月 10,668 ▲37.2 215,265 ▲30.0 50 5,823 1,081 220,912

資料出所 日本自動車販売協会連合会 東京商工リサーチ 埼玉県 総務省

月 次 経 済 指 標
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笑顔と夢が花咲く、緑あふれるみんなのまち！

はじめに

松伏町は、都心から概ね30㎞、県の南東部に
位置しており、北を春日部市、西を越谷市、南を
吉川市、東を千葉県野田市にそれぞれ接してい
る。面積は16 .22㎢で、平成23年7月1日現在の
人口は31,258人となっている。
町内に鉄道の駅はないが、県道など主要幹線
道路が縦横に走り、東武伊勢崎線北越谷駅や
せんげん台駅、JR武蔵野線南越谷駅・吉川駅な
どから町内へのバス便を利用できる。
昭和30年4月、旧松伏領村と旧金杉村が合併

して松伏領村が誕生し、翌昭和31年4月、松伏村
に改称した。昭和44年4月に町制を施行して松
伏町となり、一昨年、町制施行40周年を迎えた。

田園ホール・エローラ～ ELLORA～

松伏町における文化振興の拠点となっている
のが、「田園ホール・エローラ～ELLORA～」であ
る。平成元年7月、町制施行20周年を記念して建
設されたこのホールは、わが国初のデジタル音響
設計の導入によって、室内楽に最も適した残響
時間となるよう調整されている。国内外の演奏家
によるコンサートはもちろん、その高音質を生か
して、レコーディングにも利用されており、オープ
ンから20年以上経過した今も、国内屈指のホー
ルとして、その評価は高い。
このホールの建設にあたっては、わが国が世

界に誇る作曲家・故芥川也寸志氏の音楽的アド
バイスとプロデュースを受けたが、残念なことに、
氏はホールの完成を間近にした平成元年1月に
亡くなられた。「田園ホール・エローラ」という名前
は、氏の代表作の一つ、「エローラ交響曲」からと
られたものである。
田園ホール・エローラには、町の名誉町民であ

る高名な日本画家・後藤純男氏の絵画を展示す
るギャラリーが併設されているほか、ホールの入
っている松伏町中央公民館には、図書室や視聴
覚室、研修室などの充実した設備も備えられてお
り、各種サークルや生涯学習の場として、町民に
広く利用されている。

松伏町長 田 重雄 氏

● タウンスケープ 松伏町

松伏町は、首都圏30㎞圏内に位置し、江戸川、中
川、大落古利根川と3つの川が流れ、北部と南部にの
どかな田園風景が広がる、水と緑豊かな町です。

春には、川辺がからし菜や桜で彩られるなど豊かな
自然が多く残っています。

このような町の恵まれた自然環境を生かし、安全で
快適なまちづくりを進めるため、各種施策を展開し、「暮
らし満足度一番のまち」の実現に向け取り組んでまい
ります。

町長 のメッセージ

田園ホール・エローラ
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松伏記念公園・松伏総合公園

町民の憩いの場となっている松伏記念公園と
松伏総合公園は、互いに隣り合って設置されて
おり、記念公園内には、ソフトボールや軟式野球
ができる多目的広場やテニスコートなどがあり、
スポーツイベントや各種お祭りなどに広く利用さ
れている。
また、総合公園内にある高さ18mの風車には、

河川が増水した際、調整池の水位をコントロール
するポンプ場としての機能があるが、その屋上展
望台からは、公園のみならず周囲一面を見渡す
ことができ、スペイン風のどっしりとしたその姿
は、町のシンボルになっている。　　（井上博夫）

まつぶし緑の丘公園

まつぶし緑の丘公園は、「人と環境にやさしい
都市公園」をテーマに、広さ26 .5haの総合公園
として計画された。
園内は、じゃぶじゃぶ流れなど、子どもの遊び
場ゾーンを含む広場ゾーンと、野鳥や様々な生き
物の集まる水辺ゾーン、そして緑豊かな丘を擁す
る里山ゾーンの3つで構成される予定で、平成19
年4月に、広場ゾーンの一部、約5 .6haが先行し
て開園し、平成22年4月にはさらに2 .9haが追
加拡大された。現在も、水辺ゾーンでは、トンボ
池エリアの整備や水生生物の調査などが行わ
れ、里山ゾーンでは、県内で順次発生する建設
発生土を有効利用して、高さ約25mの丘の造成
が続けられている。
園内展示ホールでは、毎週日曜、町の推奨特
産品の販売が行われ、新鮮な野菜や果物、パン、
ケーキなどを求めて、多くの人々が集まる。今年
の秋には第8回となる「コスモスまつり」も実施さ
れる予定で、会場となる芝生広場では、ダンスや
太鼓などの様々なアトラクション、各種模擬店、
コスモスの花の摘み取りなどを存分に楽しむこと
が出来る。まつぶし緑の丘公園に、一度足を運
んでみられてはいかがだろう。

主な交通機関
●東北自動車道　浦和ICから町役場まで約11㎞

松伏町概要
人口　　（平成23年7月1日現在） 31,258人
世帯数　（平成23年7月1日現在） 11,377世帯
平均年齢（平成21年10月1日現在） 42.3歳
面積 16.22k㎡
事業所数（工業統計） 127所
製造品出荷額等 339.1億円
商店数　（商業統計） 189店
商品販売額 338.0億円
公共下水道普及率 64.5％
町道舗装率 63.9％

＊資料「埼玉県市町村勢概要（平成23年3月）」他

さいたま市 吉川市越谷市

春日部市

松伏町

町のシンボル・スペイン風風車
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市町村別一人当たり市町村民所得

市町村名
平成19年度
（千円）

平成20年度
（千円）

増減率
（％）

市町村名
平成19年度
（千円）

平成20年度
（千円）

増減率
（％）

市町村名
平成19年度
（千円）

平成20年度
（千円）

増減率
（％）

さいたま市 3,566 3,451 ▲3.2 和 光 市 3,700 3,600 ▲2.7 吉 見 町 2,501 2,424 ▲3.1

川 越 市 3,025 2,932 ▲3.1 新 座 市 3,020 2,926 ▲3.1 鳩 山 町 2,890 2,797 ▲3.2

熊 谷 市 2,850 2,740 ▲3.9 桶 川 市 2,913 2,820 ▲3.2 ときがわ町 2,343 2,278 ▲2.8

川 口 市 3,142 3,043 ▲3.2 久 喜 市 3,048 3,013 ▲1.2 横 瀬 町 2,252 2,219 ▲1.5

行 田 市 2,662 2,534 ▲4.8 北 本 市 2,825 2,717 ▲3.8 皆 野 町 2,144 2,100 ▲2.1

秩 父 市 2,225 2,138 ▲3.9 八 潮 市 2,928 2,811 ▲4.0 長 瀞 町 2,235 2,207 ▲1.2

所 沢 市 3,321 3,225 ▲2.9 富 士 見 市 2,928 2,857 ▲2.4 小 鹿 野 町 1,905 1,833 ▲3.8

飯 能 市 2,762 2,714 ▲1.7 三 郷 市 2,830 2,740 ▲3.2 東 秩 父 村 1,920 1,803 ▲6.1

加 須 市 2,712 2,605 ▲4.0 蓮 田 市 2,995 2,914 ▲2.7 美 里 町 2,470 2,336 ▲5.4

本 庄 市 2,539 2,432 ▲4.2 坂 戸 市 2,762 2,628 ▲4.9 神 川 町 2,149 2,103 ▲2.1

東 松 山 市 2,885 2,674 ▲7.3 幸 手 市 2,646 2,555 ▲3.4 上 里 町 2,470 2,297 ▲7.0

春 日 部 市 2,648 2,555 ▲3.5 鶴 ヶ 島 市 2,990 2,864 ▲4.2 寄 居 町 2,345 2,289 ▲2.4

狭 山 市 3,070 2,923 ▲4.8 日 高 市 2,867 2,747 ▲4.2 騎 西 町 2,420 2,309 ▲4.6

羽 生 市 2,531 2,430 ▲4.0 吉 川 市 2,787 2,682 ▲3.7 北 川 辺 町 2,428 2,381 ▲1.9

鴻 巣 市 2,803 2,676 ▲4.5 ふじみ野市 3,002 2,913 ▲3.0 大 利 根 町 3,002 2,893 ▲3.6

深 谷 市 2,606 2,540 ▲2.5 市 計 3,085 2,979 ▲3.4 宮 代 町 2,512 2,405 ▲4.3

上 尾 市 2,952 2,815 ▲4.6 白 岡 町 2,920 2,871 ▲1.7

草 加 市 2,959 2,854 ▲3.6 伊 奈 町 2,858 2,690 ▲5.9 菖 蒲 町 2,559 2,565 0.3

越 谷 市 2,934 2,832 ▲3.5 三 芳 町 3,371 3,181 ▲5.6 栗 橋 町 2,702 2,616 ▲3.2

蕨 市 3,180 3,094 ▲2.7 毛 呂 山 町 2,274 2,188 ▲3.8 鷲 宮 町 2,646 2,558 ▲3.3

戸 田 市 3,714 3,552 ▲4.4 越 生 町 2,376 2,326 ▲2.1 杉 戸 町 2,680 2,577 ▲3.9

入 間 市 2,965 2,870 ▲3.2 滑 川 町 2,870 2,821 ▲1.7 松 伏 町 2,416 2,326 ▲3.7

鳩 ヶ 谷 市 2,829 2,802 ▲1.0 嵐 山 町 2,734 2,635 ▲3.6 町 村 計 2,598 2,517 ▲3.1

朝 霞 市 3,396 3,283 ▲3.3 小 川 町 2,558 2,506 ▲2.1

志 木 市 3,434 3,243 ▲5.6 川 島 町 2,683 2,837 5.7 市 町 村 計 3,036 2,933 ▲3.4

資料：埼玉県「平成20年度　埼玉の市町村民経済計算」 （注）市町村名は平成20年度末による

・ 平成23年7月号に「市町村別一人当たり市町村民所得」を掲載いたしましたが、8月3日に埼玉県より平成20年度の計数に訂正がありましたので、今月号
に訂正後の計数を改めて掲載いたしました。


