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彩論  一般社団法人 埼玉県商工会議所連合会　会長 佐伯鋼兵 氏
 更に会員の目線に立って応える商工会議所を目指す！

ズームアップ  高橋ソース株式会社
地域研究レポート 

中小企業政策の転換
調査  埼玉県における産業動向と見通し
 生産は持ち直し、先行きは緩やかな回復を期待

アンケート調査  埼玉県内企業の2014年夏のボーナス支給状況
県内経済の動き

月次経済指標

タウンスケープ   美里町
 美しい自然と田園風景、活力ある交流の里

市町村経済データ

地域社会のパラダイムシフト（潮流の変化）シリーズ

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

(平成26年1月1日現在）
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ZOOM UP
ズ ー ムアップ

無添加、特別栽培、オーガニック原料にこだわり、
体にも環境にも優しい製品づくりを目指す調味料メーカー
業界に先駆け無添加ソースを開発・販売して以降、体に安全な製品づくりを旨としてきた高橋ソース。平成5年には
オーガニック専用工場を建設し、オーガニック加工品の牽引役となる。エンドユーザーの多くがリピーターになるという
コクのある製品は顧客の心をがっちりとつかみ、“おいしくて安全”という高い評価を得ている。

高橋ソース株式会社

●代 表 者 代表取締役社長　高橋 亮人
●創　　業 昭和21年6月
●設　　立 昭和27年4月
●資 本 金 4,800万円
●従業員数 60名（パート含む）
●事業内容 ウスターソース類・トマトケチャップ・ドレッシング・その他調味料の製造・販売、
 有機加工食品の製造・販売、有機原材料の仕入れ・小分け・販売
●所 在 地 〒367‐0063　埼玉県本庄市大字下野堂604－7
 TEL 0495-24-1641　FAX 0495-22-2034
●U R L http://www.takahashisauce.com

代表取締役社長　高橋 亮人氏

更に会員の目線に立って応える
商工会議所を目指す！ 一般社団法人

埼玉県商工会議所連合会
会長　佐伯 鋼兵氏

本年６月２５日に「さいたま商工会議所」の会
頭に就任し、７月１１日に「埼玉県商工会議所連
合会」の会長に就任いたしました。
連合会の歴代会長が築かれた、「行動する商

工会議所」「地域になくてはならない信頼される
商工会議所」を継承し、県内１５商工会議所と一
体となって、５２，０００会員の経営課題の解決と
地域の活性化に向け、取り組んで参りたいと存
じます。
皆さまのご支援、ご協力を宜しくお願い申し上

げます。
さて、日本経済はアベノミクスにより、再生に
向け動き出すかに思われましたが、地方及び中
小企業にとっては、相変わらず厳しい状況が続
いております。
特に、私ども中小企業にとっては、消費税増税

の反動、燃料・原材料価格の高騰や電力料金等
の値上げから来るコスト増、更には来年秋に予定
されている消費税率再引き上げなどを考えると、
先行きは決して楽観できるものではありません。
10月1日発表の9月の日銀短観では、消費税

増税から半年がたったものの、引き上げの影響
は残り、総じて景気回復の持ち直しは鈍いとの
結果になりました。
このような中で、連合会は主要活動の一つと

して、商工会議所会員を始め地域の生の声を施
策に反映して頂くため、国・県等に政策提言・要
望活動を行っております。
本年も１０月１５日に、「第５２回埼玉県商工会

議所議員大会」を開催し、現下の中小企業が置
かれた厳しい状況を踏まえた「平成２７年度施策
に向けた要望」を決議し、その実現に向けて関係

機関に働きかけて行く予定です。
企業数で９９％、雇用の７割を占める中小企業

の再生なくして国の再生・成長はあり得ません。
地域の産業活動を支え、雇用の維持・創出に

も重要な役割を果たしている中小企業を元気に
することが最優先の課題であり、当連合会は各
商工会議所、経済団体と連携して要望の実現に
向け活動してまいります。
ところで、時代の変遷につれて、会員が商工
会議所に求める役割も変わってきております。
県内商工会議所の会員数合計は、５２，０００会

員と申し上げました。平成１９年がピークで、
57,400会員でした。これは、リーマンショック後
のデフレ経済の下で、業績不振による倒産・廃
業が主な原因ですが、しかし後継者不足による
事業撤退も見逃すわけにはいきません。
かつては、商工会議所の役割は金融面の支

援が主なものでしたが、しかし今はそれだけでは
ありません。事業承継や創業、経営革新計画な
ど、会員の目線に立った支援を行い、地域から信
頼される商工会議所でなければなりません。
このためにも、商工会議所の会員で良かった、
商工会議所に相談して良かったと評価される、
更に会員の要望に応える商工会議所を目指して
行きたいと考えています。　
県内商工会議所及び連合会は、｢地域経済の

さらなる飛躍に向け、総力を結集させよう！｣のス
ローガンの下、埼玉県の３大プロジェクトをはじ
めとする諸事業にも積極的に協力し、地域経済
総合団体としてその使命を果たすべく努めてま
いります。
皆さまのご支援を重ねてお願い致します。

社のソースを口にした顧客の多くが、リピーターにな
るというのもうなずける芳醇な味わいなのだ。
「当社の製品づくりは、“おいしい、うれしい、楽しい
食文化を創造する”を旨としています。トップに“おい
しい”がきているんです。やはりおいしくなければお客
さまには買っていただけないし、リピーターにはなって
いただけない。当社の製品のファンになっていただく
ために、日々研鑽は惜しみません」
開発スタッフは、おいしいといわれる有名店を食べ

歩き、その味の分析・研究を怠らない。
「料理人と同じですよね。舌で判断して、後は食材
の特性をよく理解したうえで味をつくりあげる。営業
と開発が連携しながら味づくりの研究を行っているの
ですが、毎日切磋琢磨してやっています」

高橋亮人社長は、平成24年に父である2代目社
長・高橋博志氏からバトンを受け継ぎ３代目となる。
就任後すぐに、社内の組織体制の見直しと人材教育
に力を入れた環境づくりを行った。
「人づくりをしなければ、企業として脱皮することが
できないと入社してすぐに思ったので、今はそれを進
めています。基本的に社員に少しでも外に出てもらい
たいと思い、関連会社の工場見学をして品質管理を
学んでもらったり、自分たちが購入している原料の製
品がどのようにつくられているのかを実感してもらっ
たりしています。他の企業の人たちと、定期的に勉強
会も開きたいと思っています」
今後も、自社製品およびＯＥＭ製品づくりに力を入

れていく他、新たな商品アイテムの販売や低塩分、低
糖分でありながらおいしい製品の開発も行う考えだ。
また、アジアでの日本食の人気に伴い、海外展開にも
積極的に挑戦していく。
おいしさにこだわり原材料にこだわる同社は、これ
からの日本の食文化を、さらに豊かなものへと牽引し
てくれるに違いない。

に頼っておいしさを追求する食品の危険性に気づき、
無添加のソースづくりをスタートさせたのです」
同社は、化学調味料や着色料、保存料、甘味料等

の食品添加物を使用しない、体に安全な無添加ソー
ス「純正ソース」を開発。さらに、農薬や化学肥料を
大量に使用する農法に疑問を抱き、全国にそれらを
使用しないまたは使用を低減している生産者を探し
ては出向いて、原料となる野菜や果実の供給を依頼
した。
数々の改良を重ねながら昭和61年、食品添加物を

使用せず、原料には特別栽培野菜（農薬・化学肥料
の使用が各都道府県で決められた慣行レベルの
50％以下の量で栽培されたもの）のみを使用し、砂
糖も有機黒糖を含む3種類に限定するなど、こだわり
の材料を用いたソース、「カントリーハーヴェスト」が
誕生する。市場には、健康志向の人たちに向けた製
品が、まだほとんど並んでいない時代。カントリーハー
ヴェストは、自然派製品のパイオニア的商品であった。

平成9年、同社はオーガニックソース・トマトケ
チャップの販売を開始する。ソース以外にも主力の製
品を持ちたいという考えと、当時ソースの原料となる
国内産トマトが不作で製造ができない状況に陥り、ア
メリカからオーガニックトマトを取り寄せたことも新アイ
テム開発のきっかけとなった。その経緯はこうだ――
アメリカからのトマトの取り寄せは大量購入が前提で
あったため、ソースだけではトマトを使い切れない、な
らば、トマトを他で活用できないか……と考えた結果、
有機製品の製造に至ったのだ。
「日本は高温多湿なので、基本的には農薬をかけ
ないと農作物がうまく育たないという難しい状況でし
た。でも、当時海外の野菜や果実等はオーガニックの
ものが多く出回っていました。トマトケチャップの製造
と並行しているのですけれど、アメリカからオーガ
ニックのトマトを仕入れることがきっかけとなって、当

健康志向の高まりから、今日、市場には無添加や
有機（オーガニック）をうたう製品が多数並んでいる。
しかしその中でも、有機JAS規格で認定された“有機
JASマーク”がつく商品はそう多くはない。
実は有機JAS規格において“有機（またはオーガ

ニック）○○”と標榜できる加工品は、水と塩を除い
た原材料の95％以上を有機認定された原料でつくり、
承認機関で認定されたものだけで、これには有機
JASマークがつけられている。未承認でかつ有機野
菜をわずかでも使うことで“有機野菜を使った○○”
とうたう製品とは、使用する有機原料の割合が大きく
違う、体にとっては安心なこだわりの製品といえる。
高橋ソース株式会社は、食品添加物不使用や減
農薬の農作物でつくられたソースやケチャップ、有機
JAS規格で認定されたソース、ケチャップ、ドレッシン
グ等、健康に配慮した製品を数多く手がける。
「平成5(1993)年にオーガニックの専用工場をつ
くった時は、日本にまだオーガニックの基準がなかっ
たんです。それで、アメリカの基準に基づいてつくっ
た製品をアメリカのオーガニック認定機関で認定を
受け、平成12年に日本の有機JAS規格が始まった時

に、その基準に切り換えて認定をもらいました」（高橋
亮人社長）
同社の健康志向に対応した製品づくりは、有機
JAS規格がスタートする40年も前の、昭和40年代に
までさかのぼる。

現社長の高橋亮人氏の祖父・高橋専蔵氏が、戦後
間もない頃に食べた洋食のソースの味が忘れられず、
昭和21（1946）年ソースづくりを開始したのが同社
の始まりとなる。やがて日本の食卓に洋食化の波が
訪れ、ソースの生産量は伸びていった。
しかし昭和40年代半ば、食文化が豊かになるにつ
れ、食品添加物問題が取りざたされるようになる。食
品に使用される、がんを誘発するおそれがある合成
甘味料や食品添加物の危険性が叫ばれ、社会的に
も公害や農作物への過剰な農薬使用等が危惧され
始めたのだ。
「当時国や保健所から、問題の添加物を使った製品
の回収命令がありました。それで、それまでの、添加物

体に優しい無添加ソースの開発

社でもオーガニック製品をつくってみようということで、
有機JAS規格がない時代に有機加工品の開発に取
り組みました」
そうして、冒頭で紹介したように日本での認定より
一足早く、アメリカの認定機関の基準でオーガニック
専用工場を建設して製品を製造。同社はオーガニッ
ク製品の牽引役となったのである。

有機JAS認定製造工場で製造するのは、有機認

定を受けた同社の人気商品「オーガニックカントリー
ハーヴェスト」シリーズ。この製品をはじめとする同社
の製品には、体に安全・安心な食品を提供したいとい
う健康への思いの他、自然環境保全への思いがある。
「こだわりを持った多くの農家の方たちと話をする
と、人間は自然の中で生きていて、だから、自然が汚
染されれば回り回って自分に返ってくるのだというこ
とに気づかされます。農薬や化学肥料で土が汚れれ
ば、そこで育つ農作物が汚染される。そうするとそれ
を口にする人間の健康も損なわれ、その排泄物が土
に返ることで再び土が汚れる……。その悪循環を断

ち切ろうよ、というのがオーガニックの精神にはある
のです。当社も食品づくりという自然の流れのサイク
ルに携わっているので、その考えを意識した製品づく
りを目指さないといけない。そのような思いで、今の
製品や今後の製品づくりに取り組んでいます」
オーガニックカントリーハーヴェストをはじめとした有
機製品、無添加、特別栽培野菜にこだわる製品には、
自然の循環サイクルの中で食品が持つ役割を取り戻
し、環境を保全しようという意志が込められている。
現在、オーガニックカントリーハーヴェストシリーズ

は、ソース、ケチャップ、トマトピューレ、トマトジュース、

ドレッシングと幅広い商品ラインアップに育ち、今後も
さらに品目を広げていく予定だ。

一般的なソースは原料に水を使用することが多い
が、同社の製品は水を加えずに野菜から出る水分だ
けで製造している。また、ソースの原料となるリンゴは
一般的な製造における2倍の量を使用し、半量まで
濃縮した後で野菜を加えるため、味に濃厚なうまみ
が生まれ、他社のソースにはないコクがある。一度同
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ZOOM UP
ズ ー ムアップ

無添加、特別栽培、オーガニック原料にこだわり、
体にも環境にも優しい製品づくりを目指す調味料メーカー
業界に先駆け無添加ソースを開発・販売して以降、体に安全な製品づくりを旨としてきた高橋ソース。平成5年には
オーガニック専用工場を建設し、オーガニック加工品の牽引役となる。エンドユーザーの多くがリピーターになるという
コクのある製品は顧客の心をがっちりとつかみ、“おいしくて安全”という高い評価を得ている。

高橋ソース株式会社

●代 表 者 代表取締役社長　高橋 亮人
●創　　業 昭和21年6月
●設　　立 昭和27年4月
●資 本 金 4,800万円
●従業員数 60名（パート含む）
●事業内容 ウスターソース類・トマトケチャップ・ドレッシング・その他調味料の製造・販売、
 有機加工食品の製造・販売、有機原材料の仕入れ・小分け・販売
●所 在 地 〒367‐0063　埼玉県本庄市大字下野堂604－7
 TEL 0495-24-1641　FAX 0495-22-2034
●U R L http://www.takahashisauce.com

代表取締役社長　高橋 亮人氏

更に会員の目線に立って応える
商工会議所を目指す！ 一般社団法人

埼玉県商工会議所連合会
会長　佐伯 鋼兵氏

本年６月２５日に「さいたま商工会議所」の会
頭に就任し、７月１１日に「埼玉県商工会議所連
合会」の会長に就任いたしました。
連合会の歴代会長が築かれた、「行動する商

工会議所」「地域になくてはならない信頼される
商工会議所」を継承し、県内１５商工会議所と一
体となって、５２，０００会員の経営課題の解決と
地域の活性化に向け、取り組んで参りたいと存
じます。
皆さまのご支援、ご協力を宜しくお願い申し上

げます。
さて、日本経済はアベノミクスにより、再生に
向け動き出すかに思われましたが、地方及び中
小企業にとっては、相変わらず厳しい状況が続
いております。
特に、私ども中小企業にとっては、消費税増税

の反動、燃料・原材料価格の高騰や電力料金等
の値上げから来るコスト増、更には来年秋に予定
されている消費税率再引き上げなどを考えると、
先行きは決して楽観できるものではありません。
10月1日発表の9月の日銀短観では、消費税

増税から半年がたったものの、引き上げの影響
は残り、総じて景気回復の持ち直しは鈍いとの
結果になりました。
このような中で、連合会は主要活動の一つと

して、商工会議所会員を始め地域の生の声を施
策に反映して頂くため、国・県等に政策提言・要
望活動を行っております。
本年も１０月１５日に、「第５２回埼玉県商工会

議所議員大会」を開催し、現下の中小企業が置
かれた厳しい状況を踏まえた「平成２７年度施策
に向けた要望」を決議し、その実現に向けて関係

機関に働きかけて行く予定です。
企業数で９９％、雇用の７割を占める中小企業

の再生なくして国の再生・成長はあり得ません。
地域の産業活動を支え、雇用の維持・創出に

も重要な役割を果たしている中小企業を元気に
することが最優先の課題であり、当連合会は各
商工会議所、経済団体と連携して要望の実現に
向け活動してまいります。
ところで、時代の変遷につれて、会員が商工
会議所に求める役割も変わってきております。
県内商工会議所の会員数合計は、５２，０００会

員と申し上げました。平成１９年がピークで、
57,400会員でした。これは、リーマンショック後
のデフレ経済の下で、業績不振による倒産・廃
業が主な原因ですが、しかし後継者不足による
事業撤退も見逃すわけにはいきません。
かつては、商工会議所の役割は金融面の支

援が主なものでしたが、しかし今はそれだけでは
ありません。事業承継や創業、経営革新計画な
ど、会員の目線に立った支援を行い、地域から信
頼される商工会議所でなければなりません。
このためにも、商工会議所の会員で良かった、
商工会議所に相談して良かったと評価される、
更に会員の要望に応える商工会議所を目指して
行きたいと考えています。　
県内商工会議所及び連合会は、｢地域経済の

さらなる飛躍に向け、総力を結集させよう！｣のス
ローガンの下、埼玉県の３大プロジェクトをはじ
めとする諸事業にも積極的に協力し、地域経済
総合団体としてその使命を果たすべく努めてま
いります。
皆さまのご支援を重ねてお願い致します。

社のソースを口にした顧客の多くが、リピーターにな
るというのもうなずける芳醇な味わいなのだ。
「当社の製品づくりは、“おいしい、うれしい、楽しい
食文化を創造する”を旨としています。トップに“おい
しい”がきているんです。やはりおいしくなければお客
さまには買っていただけないし、リピーターにはなって
いただけない。当社の製品のファンになっていただく
ために、日々研鑽は惜しみません」
開発スタッフは、おいしいといわれる有名店を食べ

歩き、その味の分析・研究を怠らない。
「料理人と同じですよね。舌で判断して、後は食材
の特性をよく理解したうえで味をつくりあげる。営業
と開発が連携しながら味づくりの研究を行っているの
ですが、毎日切磋琢磨してやっています」

高橋亮人社長は、平成24年に父である2代目社
長・高橋博志氏からバトンを受け継ぎ３代目となる。
就任後すぐに、社内の組織体制の見直しと人材教育
に力を入れた環境づくりを行った。
「人づくりをしなければ、企業として脱皮することが
できないと入社してすぐに思ったので、今はそれを進
めています。基本的に社員に少しでも外に出てもらい
たいと思い、関連会社の工場見学をして品質管理を
学んでもらったり、自分たちが購入している原料の製
品がどのようにつくられているのかを実感してもらっ
たりしています。他の企業の人たちと、定期的に勉強
会も開きたいと思っています」
今後も、自社製品およびＯＥＭ製品づくりに力を入

れていく他、新たな商品アイテムの販売や低塩分、低
糖分でありながらおいしい製品の開発も行う考えだ。
また、アジアでの日本食の人気に伴い、海外展開にも
積極的に挑戦していく。
おいしさにこだわり原材料にこだわる同社は、これ
からの日本の食文化を、さらに豊かなものへと牽引し
てくれるに違いない。

に頼っておいしさを追求する食品の危険性に気づき、
無添加のソースづくりをスタートさせたのです」
同社は、化学調味料や着色料、保存料、甘味料等

の食品添加物を使用しない、体に安全な無添加ソー
ス「純正ソース」を開発。さらに、農薬や化学肥料を
大量に使用する農法に疑問を抱き、全国にそれらを
使用しないまたは使用を低減している生産者を探し
ては出向いて、原料となる野菜や果実の供給を依頼
した。
数々の改良を重ねながら昭和61年、食品添加物を

使用せず、原料には特別栽培野菜（農薬・化学肥料
の使用が各都道府県で決められた慣行レベルの
50％以下の量で栽培されたもの）のみを使用し、砂
糖も有機黒糖を含む3種類に限定するなど、こだわり
の材料を用いたソース、「カントリーハーヴェスト」が
誕生する。市場には、健康志向の人たちに向けた製
品が、まだほとんど並んでいない時代。カントリーハー
ヴェストは、自然派製品のパイオニア的商品であった。

平成9年、同社はオーガニックソース・トマトケ
チャップの販売を開始する。ソース以外にも主力の製
品を持ちたいという考えと、当時ソースの原料となる
国内産トマトが不作で製造ができない状況に陥り、ア
メリカからオーガニックトマトを取り寄せたことも新アイ
テム開発のきっかけとなった。その経緯はこうだ――
アメリカからのトマトの取り寄せは大量購入が前提で
あったため、ソースだけではトマトを使い切れない、な
らば、トマトを他で活用できないか……と考えた結果、
有機製品の製造に至ったのだ。
「日本は高温多湿なので、基本的には農薬をかけ
ないと農作物がうまく育たないという難しい状況でし
た。でも、当時海外の野菜や果実等はオーガニックの
ものが多く出回っていました。トマトケチャップの製造
と並行しているのですけれど、アメリカからオーガ
ニックのトマトを仕入れることがきっかけとなって、当

健康志向の高まりから、今日、市場には無添加や
有機（オーガニック）をうたう製品が多数並んでいる。
しかしその中でも、有機JAS規格で認定された“有機
JASマーク”がつく商品はそう多くはない。
実は有機JAS規格において“有機（またはオーガ

ニック）○○”と標榜できる加工品は、水と塩を除い
た原材料の95％以上を有機認定された原料でつくり、
承認機関で認定されたものだけで、これには有機
JASマークがつけられている。未承認でかつ有機野
菜をわずかでも使うことで“有機野菜を使った○○”
とうたう製品とは、使用する有機原料の割合が大きく
違う、体にとっては安心なこだわりの製品といえる。
高橋ソース株式会社は、食品添加物不使用や減
農薬の農作物でつくられたソースやケチャップ、有機
JAS規格で認定されたソース、ケチャップ、ドレッシン
グ等、健康に配慮した製品を数多く手がける。
「平成5(1993)年にオーガニックの専用工場をつ
くった時は、日本にまだオーガニックの基準がなかっ
たんです。それで、アメリカの基準に基づいてつくっ
た製品をアメリカのオーガニック認定機関で認定を
受け、平成12年に日本の有機JAS規格が始まった時

に、その基準に切り換えて認定をもらいました」（高橋
亮人社長）
同社の健康志向に対応した製品づくりは、有機
JAS規格がスタートする40年も前の、昭和40年代に
までさかのぼる。

現社長の高橋亮人氏の祖父・高橋専蔵氏が、戦後
間もない頃に食べた洋食のソースの味が忘れられず、
昭和21（1946）年ソースづくりを開始したのが同社
の始まりとなる。やがて日本の食卓に洋食化の波が
訪れ、ソースの生産量は伸びていった。
しかし昭和40年代半ば、食文化が豊かになるにつ
れ、食品添加物問題が取りざたされるようになる。食
品に使用される、がんを誘発するおそれがある合成
甘味料や食品添加物の危険性が叫ばれ、社会的に
も公害や農作物への過剰な農薬使用等が危惧され
始めたのだ。
「当時国や保健所から、問題の添加物を使った製品
の回収命令がありました。それで、それまでの、添加物

体に優しい無添加ソースの開発

社でもオーガニック製品をつくってみようということで、
有機JAS規格がない時代に有機加工品の開発に取
り組みました」
そうして、冒頭で紹介したように日本での認定より
一足早く、アメリカの認定機関の基準でオーガニック
専用工場を建設して製品を製造。同社はオーガニッ
ク製品の牽引役となったのである。

有機JAS認定製造工場で製造するのは、有機認

定を受けた同社の人気商品「オーガニックカントリー
ハーヴェスト」シリーズ。この製品をはじめとする同社
の製品には、体に安全・安心な食品を提供したいとい
う健康への思いの他、自然環境保全への思いがある。
「こだわりを持った多くの農家の方たちと話をする
と、人間は自然の中で生きていて、だから、自然が汚
染されれば回り回って自分に返ってくるのだというこ
とに気づかされます。農薬や化学肥料で土が汚れれ
ば、そこで育つ農作物が汚染される。そうするとそれ
を口にする人間の健康も損なわれ、その排泄物が土
に返ることで再び土が汚れる……。その悪循環を断

ち切ろうよ、というのがオーガニックの精神にはある
のです。当社も食品づくりという自然の流れのサイク
ルに携わっているので、その考えを意識した製品づく
りを目指さないといけない。そのような思いで、今の
製品や今後の製品づくりに取り組んでいます」
オーガニックカントリーハーヴェストをはじめとした有
機製品、無添加、特別栽培野菜にこだわる製品には、
自然の循環サイクルの中で食品が持つ役割を取り戻
し、環境を保全しようという意志が込められている。
現在、オーガニックカントリーハーヴェストシリーズ

は、ソース、ケチャップ、トマトピューレ、トマトジュース、

ドレッシングと幅広い商品ラインアップに育ち、今後も
さらに品目を広げていく予定だ。

一般的なソースは原料に水を使用することが多い
が、同社の製品は水を加えずに野菜から出る水分だ
けで製造している。また、ソースの原料となるリンゴは
一般的な製造における2倍の量を使用し、半量まで
濃縮した後で野菜を加えるため、味に濃厚なうまみ
が生まれ、他社のソースにはないコクがある。一度同
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高橋ソース株式会社ZOOM UP

社のソースを口にした顧客の多くが、リピーターにな
るというのもうなずける芳醇な味わいなのだ。
「当社の製品づくりは、“おいしい、うれしい、楽しい
食文化を創造する”を旨としています。トップに“おい
しい”がきているんです。やはりおいしくなければお客
さまには買っていただけないし、リピーターにはなって
いただけない。当社の製品のファンになっていただく
ために、日々研鑽は惜しみません」
開発スタッフは、おいしいといわれる有名店を食べ
歩き、その味の分析・研究を怠らない。
「料理人と同じですよね。舌で判断して、後は食材
の特性をよく理解したうえで味をつくりあげる。営業
と開発が連携しながら味づくりの研究を行っているの
ですが、毎日切磋琢磨してやっています」

高橋亮人社長は、平成24年に父である2代目社
長・高橋博志氏からバトンを受け継ぎ３代目となる。
就任後すぐに、社内の組織体制の見直しと人材教育
に力を入れた環境づくりを行った。
「人づくりをしなければ、企業として脱皮することが
できないと入社してすぐに思ったので、今はそれを進
めています。基本的に社員に少しでも外に出てもらい
たいと思い、関連会社の工場見学をして品質管理を
学んでもらったり、自分たちが購入している原料の製
品がどのようにつくられているのかを実感してもらっ
たりしています。他の企業の人たちと、定期的に勉強
会も開きたいと思っています」
今後も、自社製品およびＯＥＭ製品づくりに力を入

れていく他、新たな商品アイテムの販売や低塩分、低
糖分でありながらおいしい製品の開発も行う考えだ。
また、アジアでの日本食の人気に伴い、海外展開にも
積極的に挑戦していく。
おいしさにこだわり原材料にこだわる同社は、これ
からの日本の食文化を、さらに豊かなものへと牽引し
てくれるに違いない。

に頼っておいしさを追求する食品の危険性に気づき、
無添加のソースづくりをスタートさせたのです」
同社は、化学調味料や着色料、保存料、甘味料等

の食品添加物を使用しない、体に安全な無添加ソー
ス「純正ソース」を開発。さらに、農薬や化学肥料を
大量に使用する農法に疑問を抱き、全国にそれらを
使用しないまたは使用を低減している生産者を探し
ては出向いて、原料となる野菜や果実の供給を依頼
した。
数々の改良を重ねながら昭和61年、食品添加物を

使用せず、原料には特別栽培野菜（農薬・化学肥料
の使用が各都道府県で決められた慣行レベルの
50％以下の量で栽培されたもの）のみを使用し、砂
糖も有機黒糖を含む3種類に限定するなど、こだわり
の材料を用いたソース、「カントリーハーヴェスト」が
誕生する。市場には、健康志向の人たちに向けた製
品が、まだほとんど並んでいない時代。カントリーハー
ヴェストは、自然派製品のパイオニア的商品であった。

平成9年、同社はオーガニックソース・トマトケ
チャップの販売を開始する。ソース以外にも主力の製
品を持ちたいという考えと、当時ソースの原料となる
国内産トマトが不作で製造ができない状況に陥り、ア
メリカからオーガニックトマトを取り寄せたことも新アイ
テム開発のきっかけとなった。その経緯はこうだ――
アメリカからのトマトの取り寄せは大量購入が前提で
あったため、ソースだけではトマトを使い切れない、な
らば、トマトを他で活用できないか……と考えた結果、
有機製品の製造に至ったのだ。
「日本は高温多湿なので、基本的には農薬をかけ
ないと農作物がうまく育たないという難しい状況でし
た。でも、当時海外の野菜や果実等はオーガニックの
ものが多く出回っていました。トマトケチャップの製造
と並行しているのですけれど、アメリカからオーガ
ニックのトマトを仕入れることがきっかけとなって、当

健康志向の高まりから、今日、市場には無添加や
有機（オーガニック）をうたう製品が多数並んでいる。
しかしその中でも、有機JAS規格で認定された“有機
JASマーク”がつく商品はそう多くはない。
実は有機JAS規格において“有機（またはオーガ

ニック）○○”と標榜できる加工品は、水と塩を除い
た原材料の95％以上を有機認定された原料でつくり、
承認機関で認定されたものだけで、これには有機
JASマークがつけられている。未承認でかつ有機野
菜をわずかでも使うことで“有機野菜を使った○○”
とうたう製品とは、使用する有機原料の割合が大きく
違う、体にとっては安心なこだわりの製品といえる。
高橋ソース株式会社は、食品添加物不使用や減
農薬の農作物でつくられたソースやケチャップ、有機
JAS規格で認定されたソース、ケチャップ、ドレッシン
グ等、健康に配慮した製品を数多く手がける。
「平成5(1993)年にオーガニックの専用工場をつ
くった時は、日本にまだオーガニックの基準がなかっ
たんです。それで、アメリカの基準に基づいてつくっ
た製品をアメリカのオーガニック認定機関で認定を
受け、平成12年に日本の有機JAS規格が始まった時

に、その基準に切り換えて認定をもらいました」（高橋
亮人社長）
同社の健康志向に対応した製品づくりは、有機
JAS規格がスタートする40年も前の、昭和40年代に
までさかのぼる。

現社長の高橋亮人氏の祖父・高橋専蔵氏が、戦後
間もない頃に食べた洋食のソースの味が忘れられず、
昭和21（1946）年ソースづくりを開始したのが同社
の始まりとなる。やがて日本の食卓に洋食化の波が
訪れ、ソースの生産量は伸びていった。
しかし昭和40年代半ば、食文化が豊かになるにつ
れ、食品添加物問題が取りざたされるようになる。食
品に使用される、がんを誘発するおそれがある合成
甘味料や食品添加物の危険性が叫ばれ、社会的に
も公害や農作物への過剰な農薬使用等が危惧され
始めたのだ。
「当時国や保健所から、問題の添加物を使った製品
の回収命令がありました。それで、それまでの、添加物

人を育ててさらなる飛躍を目指す

社でもオーガニック製品をつくってみようということで、
有機JAS規格がない時代に有機加工品の開発に取
り組みました」
そうして、冒頭で紹介したように日本での認定より
一足早く、アメリカの認定機関の基準でオーガニック
専用工場を建設して製品を製造。同社はオーガニッ
ク製品の牽引役となったのである。

有機JAS認定製造工場で製造するのは、有機認

定を受けた同社の人気商品「オーガニックカントリー
ハーヴェスト」シリーズ。この製品をはじめとする同社
の製品には、体に安全・安心な食品を提供したいとい
う健康への思いの他、自然環境保全への思いがある。
「こだわりを持った多くの農家の方たちと話をする
と、人間は自然の中で生きていて、だから、自然が汚
染されれば回り回って自分に返ってくるのだというこ
とに気づかされます。農薬や化学肥料で土が汚れれ
ば、そこで育つ農作物が汚染される。そうするとそれ
を口にする人間の健康も損なわれ、その排泄物が土
に返ることで再び土が汚れる……。その悪循環を断

ち切ろうよ、というのがオーガニックの精神にはある
のです。当社も食品づくりという自然の流れのサイク
ルに携わっているので、その考えを意識した製品づく
りを目指さないといけない。そのような思いで、今の
製品や今後の製品づくりに取り組んでいます」
オーガニックカントリーハーヴェストをはじめとした有
機製品、無添加、特別栽培野菜にこだわる製品には、
自然の循環サイクルの中で食品が持つ役割を取り戻
し、環境を保全しようという意志が込められている。
現在、オーガニックカントリーハーヴェストシリーズ

は、ソース、ケチャップ、トマトピューレ、トマトジュース、

ドレッシングと幅広い商品ラインアップに育ち、今後も
さらに品目を広げていく予定だ。

一般的なソースは原料に水を使用することが多い
が、同社の製品は水を加えずに野菜から出る水分だ
けで製造している。また、ソースの原料となるリンゴは
一般的な製造における2倍の量を使用し、半量まで
濃縮した後で野菜を加えるため、味に濃厚なうまみ
が生まれ、他社のソースにはないコクがある。一度同

人気のカントリーハーヴェストソース

本社社屋

平成19年、食品衛生規格のISO22000認定を取得

ソースを熟成させているタンク群

コクのある味へのこだわり

自然環境に配慮した製品づくり

オーガニック専用工場の設立
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高橋ソース株式会社ZOOM UP

社のソースを口にした顧客の多くが、リピーターにな
るというのもうなずける芳醇な味わいなのだ。
「当社の製品づくりは、“おいしい、うれしい、楽しい
食文化を創造する”を旨としています。トップに“おい
しい”がきているんです。やはりおいしくなければお客
さまには買っていただけないし、リピーターにはなって
いただけない。当社の製品のファンになっていただく
ために、日々研鑽は惜しみません」
開発スタッフは、おいしいといわれる有名店を食べ
歩き、その味の分析・研究を怠らない。
「料理人と同じですよね。舌で判断して、後は食材
の特性をよく理解したうえで味をつくりあげる。営業
と開発が連携しながら味づくりの研究を行っているの
ですが、毎日切磋琢磨してやっています」

高橋亮人社長は、平成24年に父である2代目社
長・高橋博志氏からバトンを受け継ぎ３代目となる。
就任後すぐに、社内の組織体制の見直しと人材教育
に力を入れた環境づくりを行った。
「人づくりをしなければ、企業として脱皮することが
できないと入社してすぐに思ったので、今はそれを進
めています。基本的に社員に少しでも外に出てもらい
たいと思い、関連会社の工場見学をして品質管理を
学んでもらったり、自分たちが購入している原料の製
品がどのようにつくられているのかを実感してもらっ
たりしています。他の企業の人たちと、定期的に勉強
会も開きたいと思っています」
今後も、自社製品およびＯＥＭ製品づくりに力を入

れていく他、新たな商品アイテムの販売や低塩分、低
糖分でありながらおいしい製品の開発も行う考えだ。
また、アジアでの日本食の人気に伴い、海外展開にも
積極的に挑戦していく。
おいしさにこだわり原材料にこだわる同社は、これ
からの日本の食文化を、さらに豊かなものへと牽引し
てくれるに違いない。

に頼っておいしさを追求する食品の危険性に気づき、
無添加のソースづくりをスタートさせたのです」
同社は、化学調味料や着色料、保存料、甘味料等

の食品添加物を使用しない、体に安全な無添加ソー
ス「純正ソース」を開発。さらに、農薬や化学肥料を
大量に使用する農法に疑問を抱き、全国にそれらを
使用しないまたは使用を低減している生産者を探し
ては出向いて、原料となる野菜や果実の供給を依頼
した。
数々の改良を重ねながら昭和61年、食品添加物を
使用せず、原料には特別栽培野菜（農薬・化学肥料
の使用が各都道府県で決められた慣行レベルの
50％以下の量で栽培されたもの）のみを使用し、砂
糖も有機黒糖を含む3種類に限定するなど、こだわり
の材料を用いたソース、「カントリーハーヴェスト」が
誕生する。市場には、健康志向の人たちに向けた製
品が、まだほとんど並んでいない時代。カントリーハー
ヴェストは、自然派製品のパイオニア的商品であった。

平成9年、同社はオーガニックソース・トマトケ
チャップの販売を開始する。ソース以外にも主力の製
品を持ちたいという考えと、当時ソースの原料となる
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アメリカからのトマトの取り寄せは大量購入が前提で
あったため、ソースだけではトマトを使い切れない、な
らば、トマトを他で活用できないか……と考えた結果、
有機製品の製造に至ったのだ。
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有機JAS規格がない時代に有機加工品の開発に取
り組みました」
そうして、冒頭で紹介したように日本での認定より
一足早く、アメリカの認定機関の基準でオーガニック
専用工場を建設して製品を製造。同社はオーガニッ
ク製品の牽引役となったのである。

有機JAS認定製造工場で製造するのは、有機認
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を口にする人間の健康も損なわれ、その排泄物が土
に返ることで再び土が汚れる……。その悪循環を断
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のです。当社も食品づくりという自然の流れのサイク
ルに携わっているので、その考えを意識した製品づく
りを目指さないといけない。そのような思いで、今の
製品や今後の製品づくりに取り組んでいます」
オーガニックカントリーハーヴェストをはじめとした有
機製品、無添加、特別栽培野菜にこだわる製品には、
自然の循環サイクルの中で食品が持つ役割を取り戻
し、環境を保全しようという意志が込められている。
現在、オーガニックカントリーハーヴェストシリーズ

は、ソース、ケチャップ、トマトピューレ、トマトジュース、

ドレッシングと幅広い商品ラインアップに育ち、今後も
さらに品目を広げていく予定だ。

一般的なソースは原料に水を使用することが多い
が、同社の製品は水を加えずに野菜から出る水分だ
けで製造している。また、ソースの原料となるリンゴは
一般的な製造における2倍の量を使用し、半量まで
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中小企業政策の転換
～本格化する小規模企業振興政策～

主席研究員
間藤 雅夫

地域社会のパラダイムシフト（潮流の変化）シリーズ

はじめに
「小規模企業振興基本法」が2014年3月に閣
議決定され、同年6月20日第186回通常国会にお
いて成立し、6月27日法律第94号として公布され
た。この法律は、経済産業省が提出する基本法と
しては、1963年に制定された「中小企業基本法」
（2013年改正）に次いで二つ目となり、実に51年
ぶりとなる。今後の中小企業施策の大きな方向性
を打ち出すものとして重要な指針となる。小規模企
業振興基本法の制定は、全国の小規模企業のみ
ならず、中小企業・小規模企業と直接接点を持つ
地方自治体や様々な支援機関にとっても大きな転
換と言える。また、この基本法に基づき小規模企業
振興基本計画が本年10月に閣議決定された。小
規模企業振興基本計画の内容を紹介するとともに
今後の中小企業・小規模企業に対する支援につい
て考えてみたい。

2014年は中小企業政策のパラダイム
シフトの年
～小規模企業振興基本法の制定～
戦後の中小企業政策は、1948年に中小企業庁

の設置に始まる。その後の高度成長期には大企業
との二重構造論で指摘された「格差の是正」を目
標として、1963年に「中小企業基本法」が制定さ
れ、1999年の抜本的法改正では、中小企業を「成

長の担い手」と位置づけ、「多様で活力のある中小
企業の発展」を政策理念とするものに転換された。
中小企業政策の中心が、中小企業の中でも比較
的規模が大きく、特異な技術力・ノウハウを有する
成長企業に焦点が当てられたのである。
全国385万社の中小企業の中でもその約9割、

334万社を占める小規模企業は、地域に根ざした
事業を行い、就業の場を提供し、地域の需要や雇
用を担う存在である。こうした小規模企業が、人口
構造の変化、国内外の競争の激化及び情報化の
進展等の経済社会情勢が変化する中で活躍でき
なければ、需要の減少、企業数・就業人口の減少、
地域経済の疲弊に歯止めをかけることができない。
そこで、今まで、中小企業の枠の中に含められてい
た小規模企業に対する政策を小規模企業に焦点
を合わせ、2013年9月に小規模企業活性化法が、
さらに第2弾として、2014年6月に小規模企業振
興基本法が制定された。
この基本法では、第3条で小規模企業の活力発
揮の必要性が増大していることから、小企業（概ね
常時使用する従業員数が5人以下の事業者）を含
む小規模企業について、事業の持続的な発展を図
ること、第4条で小企業の円滑かつ着実な事業の
運営を適切に支援することを定めている。ここで重
要なのは、「事業の持続的発展」という言葉である。
この意味するところは、事業規模や売上の拡大に
限らず、技術・ノウハウの維持・向上、安定的な雇用
の維持等といった、事業の充実を図ろうとする様々
な取組を含む概念を言う。また、第6条では小規模
企業の振興に関する施策を講じる際の4つの基本
方針が定められ、さらに、その振興に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るため、おおむね５
年ごとに小規模企業振興基本計画を策定すること
としている（第13条以降）。

今回の小規模企業振興基本法は、中小企業全
体の上位１～2割程度を占める「力があり成長が期
待できる」中小企業を支援することで、中小企業全
体を引上げる政策から、「事業の持続的な発展」を
図る小規模企業も適切な支援を通じて活力の最大
限の発揮を目指すという方針を示すものであり、
1999年の中小企業基本法改正からの大きなパラ
ダイムシフトを意味する。

小規模企業の現状
～小規模企業が多い埼玉県～
そもそも小規模企業とは何か。小規模企業振興
基本法の中で、小規模企業とは、中小企業基本法
第2条第5項に規定する小規模企業（者）と定義し

ている。具体的には、「製造業・建設業・運輸業その
他の業種」は従業員20人以下の企業、「卸売業・
小売業・サービス業」では5人以下の企業とされて
いる（図表１）。
全国の中小企業・小規模企業の推移をみると、

その数は中長期的に減少を続けていることがわか
る。2014年版中小企業白書によると、2009年で
は中小企業・小規模企業の数が420万、うち小規
模企業は367万であったのに対し、3年後の2012
年には、中小企業・小規模企業の数が385万（35
万減）、うち小規模企業が334万（33万減）となっ
ている。
ここで注目したいのが、中小企業・小規模企業の
減少数に占める小規模企業の割合である。中小企
業・小規模企業数全体の減少のうちの約9割を小
規模企業が占めている。2009年と1999年の比較
では、減少分のうち87.5％が小規模企業の減少、
2012年と2009年の比較では、減少分のうち
94.3％が小規模企業の減少となっている。つまり、
中小企業・小規模企業の減少数で実際に減少して

いるのは小規模企業なのである。また、2014年版
中小企業白書によれば、埼玉県の中小企業数は
174,574社（企業数全体の構成比99.86％）、うち
小規模企業は、153,792社（同構成比87.97％）
で（図表３）、中小企業・小規模企業数では、東京都、
大阪府、愛知県、神奈川県に次いで全国5番目に
多い。中小企業・小規模企業数の上位10都道府
県で見ると、埼玉県は中小企業・小規模企業の構
成比が最も高く、大企業の構成比が最も低くなって
いる。

小規模企業振興基本計画の策定
2014年7月25日の中小企業政策審議会第8回
小規模企業基本政策小委員会において、初めての
「小規模企業振興基本計画（以下、「基本計画」）」
（原案）が提示された。その後、パブリックコメントや
地域の意見交換会を実施し、9月1日の中小企業政
策審議会第9回小規模企業基本政策小委員会で
取りまとめられ、10月3日に閣議決定された。
基本計画は、小規模企業振興施策を総合的、計
画的に進めるため、基本法で定めている4つの基
本方針の実現に向けて、需要を見据えた経営の促
進、新陳代謝の促進、地域経済の活性化に資する
事業活動推進、地域ぐるみで総力を挙げた支援体
制の整備の4つの目標を設定し、目標の実現に向
けた10の重点施策を定めている（図表4）。各目標
を以下に整理する。
１．「需要を見据えた経営の促進」は、小規模企業
の構造変化への潜在的な対応力を最大限発揮す
るため、自らの強みを把握したうえで需要の創造や
掘り起し、ITのさらなる活用、新商品・サービスの
開発・提供など、需要を見据えた計画的な経営を
促進する取組の支援で、3つの重点施策を講じる。
2．「新陳代謝の促進」は、多様な人材・新たな人材
がその能力を発揮できる環境整備と誰もが小規模
企業で働きやすい地域社会の実現を目指すもので
3つの重点施策を講じる。
3．「地域経済の活性化に資する事業活動の推進」

者からの意見を踏まえ、施策の効果の検証と見直
しを図るPDCAサイクルを構築して、施策の改善
を行うことになっている。施策立案者の国が、その
対象者である小規模企業や小規模企業とともに施
策の現場にいる地方公共団体、支援機関等から意
見を聞き、施策の検証・改善を行うことは意義ある
ことと思われる。

今後の小規模企業支援は商工会・商工
会議所の役割が重要
実は、小規模企業の支援において重要な法律が
小規模企業振興基本法と同時に成立している。そ
れが「商工会及び商工会議所による小規模事業
者の支援に関する法律の一部を改正する法律（小
規模支援法）」である。この法律は、①商工会・商
工会議所伴走型の事業計画策定・実施支援のた
めの体制整備、②商工会・商工会議所を中核とし
た連携の促進、③中小企業基盤整備機構の業務
追加の3本柱からなる。キーワードは「商工会・商工
会議所と一体となった小規模企業の支援」で、経
営状況分析支援、事業計画の策定・実行支援、市
場調査支援、需要開拓（販路開拓）支援の4つから
なる「経営発達支援事業」に重点を置くというのが
ポイントとなっている。これまでの「記帳指導・税務
指導・金融支援」から新たに経営戦略に踏み込ん
だ支援を実施することが期待される。小規模企業
への支援は、商工会・商工会議所の役割がより重
要になるということである。たとえば、今春公募が
あった「小規模事業者持続化補助金」では、主に
商工会・商工会議所等が補助金の書類作成支援、
すなわち、計画策定支援～それに対するフォロー
アップ計画作成～書類受付までの「一連」を行う支
援を行ったが、これまでは、あまりなかったことであ
る。このことは今後の小規模企業に対する支援の

特徴であろう。
「経営発達支援計画」については、今秋以降に
徐 に々実務的な内容が明らかになってくるので、各商
工会・商工会議所がどのような目標を持って、どのよ
うな実施体制で支援計画を策定するのか注目したい。
さらに経営支援体制の強化として都道府県によ

ろず支援拠点が設置された（埼玉県は埼玉県産業
振興公社）。埼玉県では6月2日の設置以来、3カ月
で550件ほどの相談（創業相談含む）があり、その
うち65％が資本金1,000万円以下、従業員数5人
以下の企業で、以前よりも小規模企業からの相談
が増えているようである。

おわりに
人口減少などわが国経済社会の構造変化の中

で、商店や町工場に代表される小規模企業を取り
巻く状況は厳しく、地域で雇用を維持し、現在の事
業を維持するだけでも大変な努力をしている。こう
した小規模企業の振興は、小規模企業自らの持続
的発展の努力はもちろん地方公共団体や支援機
関・金融機関が連携して、それぞれの立場で小規
模企業を支援することが重要である。
基本計画の「(4)地域ぐるみで総力を挙げた支
援体制の整備」の中で、支援機関の姿勢として
「小規模企業の視点に立ち、伴走しながらきめ細
かく丁寧に応えていく姿勢、事業者の課題を自らの
課題と捉えたきめ細かな対応」が挙げられている。
このことは的を得た方針であり、今後の小規模企
業の支援の基本的な原則となると思われる。
良い支援機関、企業に信頼されている支援機関

と言われるところには、優れたコーディネーターや
マネージャーがキーマンとして必ず存在している。一
方で、顧客である中小企業や小規模企業の目線で
はない支援機関担当者が存在するのも事実である。
今回の小規模企業振興基本計画策定を機に支
援機関が改めて顧客である小規模企業者のニー
ズを把握し、支援機関としてのミッションや存在意
義を見直す機会になることを期待したい。

本年度の地域研究リポートは、「地域社会のパ
ラダイムシフト（潮流の変化）」をテーマに、地域
におけるこれまでの常識、見方が変わる事象や
その原因について考察していく。

は、地域のブランド化・にぎわい創出の推進、小規
模企業とともに持続・発展する地域づくりの推進、
小規模企業振興と地域経済活性化を一体的に達
成するもので、2つの重点施策を講じる。
4．「地域ぐるみで総力を挙げた支援体制の整備」
は、事業者の課題を自らの課題と捉えたきめ細か
な対応を行い、地域ぐるみで小規模企業の課題を
解決する支援体制を整備するもので、2つの重点
施策を講じる。

小規模企業振興基本計画では4つの
目標の達成状況を評価
基本計画は、毎年度継続的に進捗状況を管理

するが、その手法は、小規模企業の調査を活用し、
「日本再興戦略」で定められた成果目標（ＫＰＩ）及
びその他関連指標を活用しつつ、4つの目標の達
成状況を把握することになる（※注１）。なお、基本計画
に関連するＫＰＩは次の3項目である（図表5）。
さらに、毎年度、小規模企業をはじめとする関係

●図表３　都道府県別中小企業・小規模企業の数

東京都
大阪府
愛知県
神奈川県
埼玉県
兵庫県
北海道
福岡県
静岡県
千葉県
全国

442,952 
298,381 
223,698 
200,146 
174,574 
154,765 
153,790 
142,502 
130,085 
129,722 
3,852,934 

99.07 
99.64 
99.71 
99.73 
99.86 
99.81 
99.83 
99.77 
99.84 
99.81 
99.73 

中小企業
うち小規模企業

大企業 合計

企業数（社） 構成比(%)
369,710 
256,293 
189,829 
172,717 
153,792 
134,163 
133,263 
121,401 
114,366 
112,831 
3,342,814 

82.69 
85.59 
84.62 
86.06 
87.97 
86.52 
86.50 
84.99 
87.77 
86.82 
86.52 

企業数（社） 構成比(%)
4,161 
1,065 
645 
544 
242 
296 
263 
333 
210 
242 

10,596 

0.93 
0.36 
0.29 
0.27 
0.14 
0.19 
0.17 
0.23 
0.16 
0.19 
0.27 

企業数（社） 構成比(%)
447,113 
299,446 
224,343 
200,690 
174,816 
155,061 
154,053 
142,835 
130,295 
129,964 
3,863,530 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

企業数（社） 構成比(%)

資料：中小企業庁「中小企業白書（2014年版）」

わが国経済は、緩やかな回復基調が続いており、
消費増税に伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつあ
る。先行きは、消費増税の駆け込み需要の反動減の
影響が薄れ、各種政策の効果が発現するなかで、緩
やかに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、消費増税に伴う駆け込み需要の
反動減の影響が和らぎ、持ち直している。先行きは、
緩やかな回復が期待されている。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が一般機械、鉄鋼、

建設、曇が電気機械、輸送機械、大型小売店の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、一部で消費増税に伴う反動
減もみられた４～６月期から、緩やかに回復した。先
行きについても、生産は引き続き緩やかな回復を
続けると見込まれる。
〇電気機械の生産は、家電製品に消費増税に伴う
反動減がみられたが、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったため、全体では前年を上回っ
た。先行きは、新製品の投入などから徐々に回復し
てくると期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年を上回って推移したとみら
れる。先行きの乗用車生産は、新型車効果の一巡
などから、前年対比でみると減少の可能性がある。
〇鉄鋼の生産は、堅調な建設需要を受けて、底堅く
推移している。先行きについても、引き続き生産は
緩やかな増加を見込む。
○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行き
は、受注残が高水準となっており、順調な動きが続
くとみられる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事など
を中心に順調だが、入札での不調が増加している。 

(1)一般機械…緩やかに回復
一般機械の７～９月期の生産は、一部で消費増税

に伴う反動減もみられた４～６月期から、緩やかに回
復した。
工作機械関連は、海外からの受注好調に加え、国

内設備投資も徐々に持ち直してきたことなどから、総
じて堅調に推移した。
自動車関連では、一部で旋盤や成型機などの需要
は出ているものの、海外生産比率の上昇を受け、大
型の金型などは苦戦している。
建設機械関連も、資源国向けの輸出伸び悩みなど

から、中小型機が下支えするなか、大型機械の一部
で生産がスローダウンしている。
電機関連では、スマホ・タブレット端末向け部品等

の輸出が好調な企業がみられる。発電関連では、風
力発電設備などは一時の勢いがなくなっているもの
の、ガスタービン等は引き続き堅調に推移しており、
企業の参入が続く植物工場設備向けなどの動きも活
発になっている。
製造現場では、パート・アルバイトなどの時給が上
昇しており、派遣社員などの採用も以前より難しく
なっている。人件費の増加は、メーカーのコストアッ
プ要因となる一方、「採用が厳しくなっている企業を
中心に、省力化機器などのニーズを高めている」こ
とが、一般機械の受注増加につながっている面もあ

関心が高い。
パソコンは、消費増税とウィンドウズＸＰのサポート
終了に伴い買い替え特需が起きたが、７～９月期はそ
の反動減が引き続きみられた。業界では、反動減の
影響が長引くとみており、各社とも特徴のある、高精
細の４Ｋパソコン、女性やシニア向けに利用者を特化
したパソコンなどの新製品に力を入れている。
一方、ＴＶ関連は、消費増税の反動減もあり前年

を下回って推移している。ただ、国内生産を中止し
海外へ移転させたり、アウトソーシングの割合を高

中近東などでは好調だった。
先行きも、公共事業や復興需要により国内のトラッ

ク需要は比較的堅調に推移すると見込まれ、生産も
現状程度の水準が続くだろう。
部品メーカー：部品メーカーの生産は、乗用車やト
ラックの完成車メーカーの生産が堅調に推移してい
るため、増産が続いたようだ。生産の増加により売上
は増収となっているが、売れ行きが好調な小型車は
利幅が小さく、収益面では厳しいとみられる。
先行きについては、完成車メーカーと同様に、部品

メーカーの生産も前年に比べ減少する可能性がある。
懸念材料としては、円安により仕入・原材料価格

が上昇していることや、人手不足が顕在化し派遣社
員の採用が難しくなりつつあり、賃金コストも上昇傾
向にあることがあげられ、収益面への影響が懸念さ
れる。

(4) 鉄鋼…底堅く推移
７～９月期の棒鋼の生産は、２月の大雪で工場設備
に被害を受けたメーカーが、生産を再開したこともあ
り、４～６月期に比べて増加した。基調としても、首都
圏の堅調な建設需要を受けて、生産は底堅く推移し
ている。なかでも、ショッピングモールなど大型商業施
設向けが増加しており、高速道路ＩＣ周辺の物流倉庫
向けも引き続き伸びが高い。介護施設向けも堅調に
推移しているものの、好調だった病院向けは少し落ち
着いてきた。一方、製造業による工場新増設といった
動きは、依然として、ほとんどみられない。

先行きは、受注残からみて順調に推移するとみら
れるが、人手不足から工事の遅延が心配。
　民間工事は、福祉関連を中心に底堅く推移。先行
きは、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくる
と期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減、
建築コストの上昇などから前年を下回る。先行きは、
建築コストの上昇から様子見の姿勢が強まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税の影響が和らぎ売
上は前年をやや上回ったとみられる。先行きは、物
価上昇により実質所得が目減りしているため、大き
な増加は期待しにくく前年並みとなろう。

るようだ。
10～12月期についても、設備投資減税や新ものづ

くり補助金などの政策効果が下支えすることもあり、
一般機械の生産は引き続き、緩やかに回復を続ける
と見込まれる。

(2)電気機械…前年を上回る
７～９月期の生産は、消費増税に伴う反動減や天
候不順から家電製品が前年を下回って推移したもの
の、産業向けや北米向けの自動車関連が順調だった
ため、全体では前年を上回った。
生産の持ち直し、業務の合理化や効率化などか

ら、収益は改善してきている。大手企業では、今春
にベースアップを実施したようだが、中堅・中小企
業では、ベースアップではなくボーナスで還元する
企業が多いようだ。ただ、中堅・中小企業でも、収益
が安定してくれば、ベースアップを検討したいとし
ている。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引き
続き順調に推移している。産業向けは、堅調に推移し
ている。
白物家電は、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など、いず
れも前年を下回って推移している。ただ、本体幅が従
来機種と同じで容量は大きくなっている冷蔵庫や、運
転音が静かな高機能モーター搭載洗濯機、高い洗
浄力を誇る洗濯機などの高付加価値な製品、ルーム
エアコンもセンサー搭載により人の居場所を検知し、
過度な冷暖房を抑える省エネタイプの機種などには

めるなど、効率化が進められ、収益的には赤字から
黒字化し、安定して推移している。フルハイビジョン
の約４倍の解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価
値製品へ生産をシフトさせるなどの動きが強まって
いる。
先行きは、消費増税に伴う反動減の影響が薄れて

くること、新製品の投入などから、徐々に回復してくる
と期待されている。また、各社とも安定した収益確保
が期待できるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させ
ている。

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：７～９月期の県内の販売台数は、消費増税後
の反動減により前年割れとなった。販売が好調だった
軽自動車の減少が大きく、減少幅は４～６月期に比べ
拡大した。消費増税前の駆け込み需要で膨らんでい
た受注残が解消した影響もあったとみられる。また、
販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつきが
大きかった。
生産動向をみると、県内の完成車メーカーの販売

は昨秋に新型車を投入した効果で好調を維持してい
るため、７～９月期の県内生産は前年に比べ増加した
ようだ。ただし、前年の生産水準が低かったことによ
る反動増という面もある。県内の輸送機械（乗用車
のほかトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生
産指数は、７月には前年比46.7％増と前年を大きく
上回る水準となった。
先行きについては、県内の生産は、新型車効果が
一巡することや、昨年は秋以降に増税による駆け込
み購入があったことに加え、在庫水準が上昇している
ことから、前年対比でみると減少の可能性がある。
トラック関連：７～９月期のトラックの生産は前年並み
で推移したようだ。消費増税の影響は限定的だった
とみられ、国内の景気回復や経済対策による公共投
資の増加、震災の復興需要等の要因で国内販売が
好調だった。海外ではタイでの販売は不振だったが

電気料金の大幅な上昇などから、棒鋼メーカーの
収益は厳しい状況が続いている。原料のスクラップ
価格が、比較的落ち着いて推移しているため、足元
のスプレッドは若干改善しているものの、今後、スク
ラップ価格が上昇に転じるようだと、収益は再び悪化
することが懸念される。
建設現場では、鉄筋工や型枠工などの人手不足

が続いており、棒鋼の生産は、工事の進捗にあわせ
て、徐々に受注残をこなすような状況にある。建設現
場の人手不足は、当面、解消の目途が立たないこと
から、棒鋼の生産量も、先行き大幅な伸びは想定しに
くい。10～12月期の棒鋼の生産量は、７～９月期対比、
緩やかな増加を見込む。
７～９月期の鋳物の生産は、夏期節電への協力に
伴って電炉が減産した影響もあり、４～６月期に比べ
て若干減少した。しかし、受注量そのものは落ちてお
らず、前年同時期との比較では、ほぼ前年並みの水
準を維持している。
業種別では、輸出が弱含んでいる建設機械向けは、
伸び悩んでいるものの、工作機械向けは、国内設備
投資の持ち直しを受けて、やや生産が上向いている。
鋳鉄管やマンホールなど公共工事向けは、引き続き
堅調に推移している。
収益は厳しい状況が続いている。消費増税分の価
格転嫁は、納入先の多くが受け入れているものの、電
気料金引き上げ等を理由とした価格改定には、厳し
い対応の先が多いようだ。
10～12月期の鋳物の生産は、緩やかに持ち直す

とみられる。ただし、納期が短い仕事が多く、生産性
を上げにくいこともあり、収益は引き続き厳しい状況
が続こう。
 
(5)建設…順調に推移
建設は、７～９月期は引き続き建設資材価格や人
件費、輸送費などの建築コストが上昇したものの、公
共工事を中心に総じて順調に推移している。
先行きは、受注残を１年分程度確保できており、順
調な動きが続くとみられる。また、受注残が高水準な
こともあり、各社とも選別受注を強めており、収益は
確保できているようだ。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修など
の工事を中心に順調だが、公共投資の入札は不調
が増加している。
不調の要因として、現場監督者不足が挙げられる。
入札に参加して、小口な案件などには、積極的に受
注を目指さない業者が多くなっており、不調が増加す
る要因の一つとなっている
現場監督者不足については、今までは中途採用で
対応していたが、それでは間に合わなくなってきてい
るため、最近では女性の現場監督者の育成を図って
いる企業もある。
先行きは、2014年度予算の前倒し執行などから、
受注が増加しており、当面、順調に推移するとみられ
る。一部には、2014年度の補正予算に期待する声も
聞かれた。

人手不足から工事の遅延を心配する声もあった。
工期通りに完成させるためには、追加の人手を確保
する必要があるため、さらに労務費コストが増加し、
収益を圧迫する要因となりかねない。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・介
護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移してい
る。しかし、足元での、建設資材価格の上昇、人手不
足などから、民間からの引き合いは様子見の状態が
続いている。
先行きは、景気回復を実感できれば、工場や倉庫、

ビルなどの民間設備投資の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税の
反動減や、建築コスト上昇による供給減から、前年を
下回って推移している。建築コストの上昇分を販売価
格に転嫁できないため、無理して供給を増やし在庫
を抱えるよりも、売れそうな物件に絞りこんで対応し
ているようだ。
日本不動産研究所によると、首都圏のマンション契
約率は低下している。首都圏の中でも地価が比較的
高い東京都（特に23区内）、神奈川県は、マンション
販売価格に占める建築コストの割合が相対的に低い
ため、建築コスト上昇分を販売価格に転嫁しても、販
売価格の上昇率への影響は相対的に少なく、かつ優
良物件であることもあり、販売は比較的順調に推移
している。
一方、地価が相対的に低い埼玉県、千葉県では、

やや状況が異なっている。埼玉県では、販売価格に
占める建築コストの割合が高く、それをそのまま転
嫁すると販売価格の大幅値上げとなり、地域に見
合った価格を超えてしまい、苦戦を強いられている。
千葉県では、埼玉県とほぼ同様な環境にあるが、ま
とまった広い土地が比較的入手しやすく、ニュータウ
ン開発などの街づくりをすることができる。街づくり
（大規模開発）ができると、過去の相場観に捉われ

ることなく、新しい販売価格を設定することができる。
そのため、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁す
ることが可能となり、契約率も埼玉県より高くなる傾
向がみられる。
先行きは、顧客からみると消費増税後のため購入
意欲も一段落したこと、建築コストの上昇などから様
子見の姿勢が強まっている。業界では、「集客はでき
るが、販売は難しい」と、顧客は物件購入には一段と
慎重になっている。
なお、2015年10月の消費増税（８％→10％）につ
いては、住宅業界では特別な対策を行っていないよ
うだ。マンションについては時間的に対応できず、分
譲戸建については案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…消費増税の影響和らぐ
百貨店：７～９月期の県内百貨店の売上は、前年をや
や上回り、４～６月期の減少から増加に転じたとみら
れる。消費増税による反動減の影響は、徐々に薄れ
てきているようだ。今夏は、猛暑の後、気温の低下が
昨年に比べ早く、８月の終わり頃から秋冬物の衣料
品の販売が伸びた。コートが売れているほか、寝具に
も動きが出ている。宝飾品や高級ブランド品などの高
額品については、消費増税の影響が残り前年割れと
なっているが、より高額の百万円以上の高額品は売
れているという。
消費者の動向をみると、昨年からみられていた品
質重視の動きは今も続いている。肉や鮮魚などでは、
これまでより値段が高く、品質の高い商品を求める消
費者が増えている。価値のあるものを買う、こだわり
があるものは買う、といった傾向が強まっているようだ。
賃上げやボーナスの増加、時給の上昇など、消費者
の所得が改善方向にあることが、こうした消費行動を
支えているとみられる。
一方、消費増税後は、消費のメリハリがよりはっき

りしてきたという指摘もあった。牛肉は高級和牛が売
れる一方、日常の野菜は値段の安いものを購入した
り、セールの期間を長くし値段を下げても、不要なも
のは買わないといった動きがある。
先行きについては、昨年は12月頃から消費増税に

よる駆け込み購入があったこともあり、前年対比では
減少する月もあるとみられるが、前年並みの売上は
確保すると予想される。
スーパー：スーパーの売上への消費増税による反動
減は、比較的短期間で収束したとみられる。県内スー
パーの販売額は、消費増税のあった４月に大きく減少
したものの５月以降はプラスに転じており、７～９月期
の売上も既存店ベース、新設店を含めた全店ベース
とも前年を上回った模様である。
衣料品の売上は前年割れとなったが、食料品の売
上が堅調だった。ただ食料品の売上は、野菜や肉類
などの相場高により押し上げられた面もあり、全体の
売上が復調したとまでは言い切れないようだ。
食料品などではワンランク上の商品の購入が増え

ており、品質がよく、価格もやや高めの商品を選ぶと
いう消費者の動きは続いているが、品質にあまり差
のない日用品については、低価格志向・節約志向が
強まる傾向もみられた。
先行きについては、消費者の所得は改善の方向に

あるものの、消費増税や円安による物価上昇で実質
所得は目減りしているため、大きな増加は期待しにく
く、前年並みの売上で推移するだろう。

●図表１　中小企業・小規模企業の定義

資料：中小企業庁「中小企業基本法」
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●図表２　中小企業・小規模企業数の推移 （単位：万社）

資料：中小企業庁「中小企業白書（2014年版）」より作成
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中小企業政策の転換
～本格化する小規模企業振興政策～

主席研究員
間藤 雅夫

地域社会のパラダイムシフト（潮流の変化）シリーズ

はじめに
「小規模企業振興基本法」が2014年3月に閣
議決定され、同年6月20日第186回通常国会にお
いて成立し、6月27日法律第94号として公布され
た。この法律は、経済産業省が提出する基本法と
しては、1963年に制定された「中小企業基本法」
（2013年改正）に次いで二つ目となり、実に51年
ぶりとなる。今後の中小企業施策の大きな方向性
を打ち出すものとして重要な指針となる。小規模企
業振興基本法の制定は、全国の小規模企業のみ
ならず、中小企業・小規模企業と直接接点を持つ
地方自治体や様々な支援機関にとっても大きな転
換と言える。また、この基本法に基づき小規模企業
振興基本計画が本年10月に閣議決定された。小
規模企業振興基本計画の内容を紹介するとともに
今後の中小企業・小規模企業に対する支援につい
て考えてみたい。

2014年は中小企業政策のパラダイム
シフトの年
～小規模企業振興基本法の制定～
戦後の中小企業政策は、1948年に中小企業庁

の設置に始まる。その後の高度成長期には大企業
との二重構造論で指摘された「格差の是正」を目
標として、1963年に「中小企業基本法」が制定さ
れ、1999年の抜本的法改正では、中小企業を「成

長の担い手」と位置づけ、「多様で活力のある中小
企業の発展」を政策理念とするものに転換された。
中小企業政策の中心が、中小企業の中でも比較
的規模が大きく、特異な技術力・ノウハウを有する
成長企業に焦点が当てられたのである。
全国385万社の中小企業の中でもその約9割、

334万社を占める小規模企業は、地域に根ざした
事業を行い、就業の場を提供し、地域の需要や雇
用を担う存在である。こうした小規模企業が、人口
構造の変化、国内外の競争の激化及び情報化の
進展等の経済社会情勢が変化する中で活躍でき
なければ、需要の減少、企業数・就業人口の減少、
地域経済の疲弊に歯止めをかけることができない。
そこで、今まで、中小企業の枠の中に含められてい
た小規模企業に対する政策を小規模企業に焦点
を合わせ、2013年9月に小規模企業活性化法が、
さらに第2弾として、2014年6月に小規模企業振
興基本法が制定された。
この基本法では、第3条で小規模企業の活力発
揮の必要性が増大していることから、小企業（概ね
常時使用する従業員数が5人以下の事業者）を含
む小規模企業について、事業の持続的な発展を図
ること、第4条で小企業の円滑かつ着実な事業の
運営を適切に支援することを定めている。ここで重
要なのは、「事業の持続的発展」という言葉である。
この意味するところは、事業規模や売上の拡大に
限らず、技術・ノウハウの維持・向上、安定的な雇用
の維持等といった、事業の充実を図ろうとする様々
な取組を含む概念を言う。また、第6条では小規模
企業の振興に関する施策を講じる際の4つの基本
方針が定められ、さらに、その振興に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るため、おおむね５
年ごとに小規模企業振興基本計画を策定すること
としている（第13条以降）。

今回の小規模企業振興基本法は、中小企業全
体の上位１～2割程度を占める「力があり成長が期
待できる」中小企業を支援することで、中小企業全
体を引上げる政策から、「事業の持続的な発展」を
図る小規模企業も適切な支援を通じて活力の最大
限の発揮を目指すという方針を示すものであり、
1999年の中小企業基本法改正からの大きなパラ
ダイムシフトを意味する。

小規模企業の現状
～小規模企業が多い埼玉県～
そもそも小規模企業とは何か。小規模企業振興
基本法の中で、小規模企業とは、中小企業基本法
第2条第5項に規定する小規模企業（者）と定義し

ている。具体的には、「製造業・建設業・運輸業その
他の業種」は従業員20人以下の企業、「卸売業・
小売業・サービス業」では5人以下の企業とされて
いる（図表１）。
全国の中小企業・小規模企業の推移をみると、

その数は中長期的に減少を続けていることがわか
る。2014年版中小企業白書によると、2009年で
は中小企業・小規模企業の数が420万、うち小規
模企業は367万であったのに対し、3年後の2012
年には、中小企業・小規模企業の数が385万（35
万減）、うち小規模企業が334万（33万減）となっ
ている。
ここで注目したいのが、中小企業・小規模企業の
減少数に占める小規模企業の割合である。中小企
業・小規模企業数全体の減少のうちの約9割を小
規模企業が占めている。2009年と1999年の比較
では、減少分のうち87.5％が小規模企業の減少、
2012年と2009年の比較では、減少分のうち
94.3％が小規模企業の減少となっている。つまり、
中小企業・小規模企業の減少数で実際に減少して

いるのは小規模企業なのである。また、2014年版
中小企業白書によれば、埼玉県の中小企業数は
174,574社（企業数全体の構成比99.86％）、うち
小規模企業は、153,792社（同構成比87.97％）
で（図表３）、中小企業・小規模企業数では、東京都、
大阪府、愛知県、神奈川県に次いで全国5番目に
多い。中小企業・小規模企業数の上位10都道府
県で見ると、埼玉県は中小企業・小規模企業の構
成比が最も高く、大企業の構成比が最も低くなって
いる。

小規模企業振興基本計画の策定
2014年7月25日の中小企業政策審議会第8回
小規模企業基本政策小委員会において、初めての
「小規模企業振興基本計画（以下、「基本計画」）」
（原案）が提示された。その後、パブリックコメントや
地域の意見交換会を実施し、9月1日の中小企業政
策審議会第9回小規模企業基本政策小委員会で
取りまとめられ、10月3日に閣議決定された。
基本計画は、小規模企業振興施策を総合的、計
画的に進めるため、基本法で定めている4つの基
本方針の実現に向けて、需要を見据えた経営の促
進、新陳代謝の促進、地域経済の活性化に資する
事業活動推進、地域ぐるみで総力を挙げた支援体
制の整備の4つの目標を設定し、目標の実現に向
けた10の重点施策を定めている（図表4）。各目標
を以下に整理する。
１．「需要を見据えた経営の促進」は、小規模企業
の構造変化への潜在的な対応力を最大限発揮す
るため、自らの強みを把握したうえで需要の創造や
掘り起し、ITのさらなる活用、新商品・サービスの
開発・提供など、需要を見据えた計画的な経営を
促進する取組の支援で、3つの重点施策を講じる。
2．「新陳代謝の促進」は、多様な人材・新たな人材
がその能力を発揮できる環境整備と誰もが小規模
企業で働きやすい地域社会の実現を目指すもので
3つの重点施策を講じる。
3．「地域経済の活性化に資する事業活動の推進」

者からの意見を踏まえ、施策の効果の検証と見直
しを図るPDCAサイクルを構築して、施策の改善
を行うことになっている。施策立案者の国が、その
対象者である小規模企業や小規模企業とともに施
策の現場にいる地方公共団体、支援機関等から意
見を聞き、施策の検証・改善を行うことは意義ある
ことと思われる。

今後の小規模企業支援は商工会・商工
会議所の役割が重要
実は、小規模企業の支援において重要な法律が
小規模企業振興基本法と同時に成立している。そ
れが「商工会及び商工会議所による小規模事業
者の支援に関する法律の一部を改正する法律（小
規模支援法）」である。この法律は、①商工会・商
工会議所伴走型の事業計画策定・実施支援のた
めの体制整備、②商工会・商工会議所を中核とし
た連携の促進、③中小企業基盤整備機構の業務
追加の3本柱からなる。キーワードは「商工会・商工
会議所と一体となった小規模企業の支援」で、経
営状況分析支援、事業計画の策定・実行支援、市
場調査支援、需要開拓（販路開拓）支援の4つから
なる「経営発達支援事業」に重点を置くというのが
ポイントとなっている。これまでの「記帳指導・税務
指導・金融支援」から新たに経営戦略に踏み込ん
だ支援を実施することが期待される。小規模企業
への支援は、商工会・商工会議所の役割がより重
要になるということである。たとえば、今春公募が
あった「小規模事業者持続化補助金」では、主に
商工会・商工会議所等が補助金の書類作成支援、
すなわち、計画策定支援～それに対するフォロー
アップ計画作成～書類受付までの「一連」を行う支
援を行ったが、これまでは、あまりなかったことであ
る。このことは今後の小規模企業に対する支援の

特徴であろう。
「経営発達支援計画」については、今秋以降に
徐 に々実務的な内容が明らかになってくるので、各商
工会・商工会議所がどのような目標を持って、どのよ
うな実施体制で支援計画を策定するのか注目したい。
さらに経営支援体制の強化として都道府県によ

ろず支援拠点が設置された（埼玉県は埼玉県産業
振興公社）。埼玉県では6月2日の設置以来、3カ月
で550件ほどの相談（創業相談含む）があり、その
うち65％が資本金1,000万円以下、従業員数5人
以下の企業で、以前よりも小規模企業からの相談
が増えているようである。

おわりに
人口減少などわが国経済社会の構造変化の中

で、商店や町工場に代表される小規模企業を取り
巻く状況は厳しく、地域で雇用を維持し、現在の事
業を維持するだけでも大変な努力をしている。こう
した小規模企業の振興は、小規模企業自らの持続
的発展の努力はもちろん地方公共団体や支援機
関・金融機関が連携して、それぞれの立場で小規
模企業を支援することが重要である。
基本計画の「(4)地域ぐるみで総力を挙げた支
援体制の整備」の中で、支援機関の姿勢として
「小規模企業の視点に立ち、伴走しながらきめ細
かく丁寧に応えていく姿勢、事業者の課題を自らの
課題と捉えたきめ細かな対応」が挙げられている。
このことは的を得た方針であり、今後の小規模企
業の支援の基本的な原則となると思われる。
良い支援機関、企業に信頼されている支援機関

と言われるところには、優れたコーディネーターや
マネージャーがキーマンとして必ず存在している。一
方で、顧客である中小企業や小規模企業の目線で
はない支援機関担当者が存在するのも事実である。
今回の小規模企業振興基本計画策定を機に支
援機関が改めて顧客である小規模企業者のニー
ズを把握し、支援機関としてのミッションや存在意
義を見直す機会になることを期待したい。

本年度の地域研究リポートは、「地域社会のパ
ラダイムシフト（潮流の変化）」をテーマに、地域
におけるこれまでの常識、見方が変わる事象や
その原因について考察していく。

は、地域のブランド化・にぎわい創出の推進、小規
模企業とともに持続・発展する地域づくりの推進、
小規模企業振興と地域経済活性化を一体的に達
成するもので、2つの重点施策を講じる。
4．「地域ぐるみで総力を挙げた支援体制の整備」
は、事業者の課題を自らの課題と捉えたきめ細か
な対応を行い、地域ぐるみで小規模企業の課題を
解決する支援体制を整備するもので、2つの重点
施策を講じる。

小規模企業振興基本計画では4つの
目標の達成状況を評価
基本計画は、毎年度継続的に進捗状況を管理

するが、その手法は、小規模企業の調査を活用し、
「日本再興戦略」で定められた成果目標（ＫＰＩ）及
びその他関連指標を活用しつつ、4つの目標の達
成状況を把握することになる（※注１）。なお、基本計画
に関連するＫＰＩは次の3項目である（図表5）。
さらに、毎年度、小規模企業をはじめとする関係

●図表３　都道府県別中小企業・小規模企業の数

東京都
大阪府
愛知県
神奈川県
埼玉県
兵庫県
北海道
福岡県
静岡県
千葉県
全国

442,952 
298,381 
223,698 
200,146 
174,574 
154,765 
153,790 
142,502 
130,085 
129,722 
3,852,934 

99.07 
99.64 
99.71 
99.73 
99.86 
99.81 
99.83 
99.77 
99.84 
99.81 
99.73 

中小企業
うち小規模企業

大企業 合計

企業数（社） 構成比(%)
369,710 
256,293 
189,829 
172,717 
153,792 
134,163 
133,263 
121,401 
114,366 
112,831 
3,342,814 

82.69 
85.59 
84.62 
86.06 
87.97 
86.52 
86.50 
84.99 
87.77 
86.82 
86.52 

企業数（社） 構成比(%)
4,161 
1,065 
645 
544 
242 
296 
263 
333 
210 
242 

10,596 

0.93 
0.36 
0.29 
0.27 
0.14 
0.19 
0.17 
0.23 
0.16 
0.19 
0.27 

企業数（社） 構成比(%)
447,113 
299,446 
224,343 
200,690 
174,816 
155,061 
154,053 
142,835 
130,295 
129,964 
3,863,530 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

企業数（社） 構成比(%)

資料：中小企業庁「中小企業白書（2014年版）」

わが国経済は、緩やかな回復基調が続いており、
消費増税に伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつあ
る。先行きは、消費増税の駆け込み需要の反動減の
影響が薄れ、各種政策の効果が発現するなかで、緩
やかに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、消費増税に伴う駆け込み需要の
反動減の影響が和らぎ、持ち直している。先行きは、
緩やかな回復が期待されている。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が一般機械、鉄鋼、

建設、曇が電気機械、輸送機械、大型小売店の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、一部で消費増税に伴う反動
減もみられた４～６月期から、緩やかに回復した。先
行きについても、生産は引き続き緩やかな回復を
続けると見込まれる。
〇電気機械の生産は、家電製品に消費増税に伴う
反動減がみられたが、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったため、全体では前年を上回っ
た。先行きは、新製品の投入などから徐々に回復し
てくると期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年を上回って推移したとみら
れる。先行きの乗用車生産は、新型車効果の一巡
などから、前年対比でみると減少の可能性がある。
〇鉄鋼の生産は、堅調な建設需要を受けて、底堅く
推移している。先行きについても、引き続き生産は
緩やかな増加を見込む。
○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行き
は、受注残が高水準となっており、順調な動きが続
くとみられる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事など
を中心に順調だが、入札での不調が増加している。 

(1)一般機械…緩やかに回復
一般機械の７～９月期の生産は、一部で消費増税

に伴う反動減もみられた４～６月期から、緩やかに回
復した。
工作機械関連は、海外からの受注好調に加え、国

内設備投資も徐々に持ち直してきたことなどから、総
じて堅調に推移した。
自動車関連では、一部で旋盤や成型機などの需要
は出ているものの、海外生産比率の上昇を受け、大
型の金型などは苦戦している。
建設機械関連も、資源国向けの輸出伸び悩みなど

から、中小型機が下支えするなか、大型機械の一部
で生産がスローダウンしている。
電機関連では、スマホ・タブレット端末向け部品等

の輸出が好調な企業がみられる。発電関連では、風
力発電設備などは一時の勢いがなくなっているもの
の、ガスタービン等は引き続き堅調に推移しており、
企業の参入が続く植物工場設備向けなどの動きも活
発になっている。
製造現場では、パート・アルバイトなどの時給が上
昇しており、派遣社員などの採用も以前より難しく
なっている。人件費の増加は、メーカーのコストアッ
プ要因となる一方、「採用が厳しくなっている企業を
中心に、省力化機器などのニーズを高めている」こ
とが、一般機械の受注増加につながっている面もあ

関心が高い。
パソコンは、消費増税とウィンドウズＸＰのサポート
終了に伴い買い替え特需が起きたが、７～９月期はそ
の反動減が引き続きみられた。業界では、反動減の
影響が長引くとみており、各社とも特徴のある、高精
細の４Ｋパソコン、女性やシニア向けに利用者を特化
したパソコンなどの新製品に力を入れている。
一方、ＴＶ関連は、消費増税の反動減もあり前年

を下回って推移している。ただ、国内生産を中止し
海外へ移転させたり、アウトソーシングの割合を高

中近東などでは好調だった。
先行きも、公共事業や復興需要により国内のトラッ

ク需要は比較的堅調に推移すると見込まれ、生産も
現状程度の水準が続くだろう。
部品メーカー：部品メーカーの生産は、乗用車やト
ラックの完成車メーカーの生産が堅調に推移してい
るため、増産が続いたようだ。生産の増加により売上
は増収となっているが、売れ行きが好調な小型車は
利幅が小さく、収益面では厳しいとみられる。
先行きについては、完成車メーカーと同様に、部品

メーカーの生産も前年に比べ減少する可能性がある。
懸念材料としては、円安により仕入・原材料価格

が上昇していることや、人手不足が顕在化し派遣社
員の採用が難しくなりつつあり、賃金コストも上昇傾
向にあることがあげられ、収益面への影響が懸念さ
れる。

(4) 鉄鋼…底堅く推移
７～９月期の棒鋼の生産は、２月の大雪で工場設備
に被害を受けたメーカーが、生産を再開したこともあ
り、４～６月期に比べて増加した。基調としても、首都
圏の堅調な建設需要を受けて、生産は底堅く推移し
ている。なかでも、ショッピングモールなど大型商業施
設向けが増加しており、高速道路ＩＣ周辺の物流倉庫
向けも引き続き伸びが高い。介護施設向けも堅調に
推移しているものの、好調だった病院向けは少し落ち
着いてきた。一方、製造業による工場新増設といった
動きは、依然として、ほとんどみられない。

先行きは、受注残からみて順調に推移するとみら
れるが、人手不足から工事の遅延が心配。
　民間工事は、福祉関連を中心に底堅く推移。先行
きは、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくる
と期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減、
建築コストの上昇などから前年を下回る。先行きは、
建築コストの上昇から様子見の姿勢が強まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税の影響が和らぎ売
上は前年をやや上回ったとみられる。先行きは、物
価上昇により実質所得が目減りしているため、大き
な増加は期待しにくく前年並みとなろう。

るようだ。
10～12月期についても、設備投資減税や新ものづ

くり補助金などの政策効果が下支えすることもあり、
一般機械の生産は引き続き、緩やかに回復を続ける
と見込まれる。

(2)電気機械…前年を上回る
７～９月期の生産は、消費増税に伴う反動減や天
候不順から家電製品が前年を下回って推移したもの
の、産業向けや北米向けの自動車関連が順調だった
ため、全体では前年を上回った。
生産の持ち直し、業務の合理化や効率化などか

ら、収益は改善してきている。大手企業では、今春
にベースアップを実施したようだが、中堅・中小企
業では、ベースアップではなくボーナスで還元する
企業が多いようだ。ただ、中堅・中小企業でも、収益
が安定してくれば、ベースアップを検討したいとし
ている。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引き
続き順調に推移している。産業向けは、堅調に推移し
ている。
白物家電は、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など、いず
れも前年を下回って推移している。ただ、本体幅が従
来機種と同じで容量は大きくなっている冷蔵庫や、運
転音が静かな高機能モーター搭載洗濯機、高い洗
浄力を誇る洗濯機などの高付加価値な製品、ルーム
エアコンもセンサー搭載により人の居場所を検知し、
過度な冷暖房を抑える省エネタイプの機種などには

めるなど、効率化が進められ、収益的には赤字から
黒字化し、安定して推移している。フルハイビジョン
の約４倍の解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価
値製品へ生産をシフトさせるなどの動きが強まって
いる。
先行きは、消費増税に伴う反動減の影響が薄れて

くること、新製品の投入などから、徐々に回復してくる
と期待されている。また、各社とも安定した収益確保
が期待できるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させ
ている。

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：７～９月期の県内の販売台数は、消費増税後
の反動減により前年割れとなった。販売が好調だった
軽自動車の減少が大きく、減少幅は４～６月期に比べ
拡大した。消費増税前の駆け込み需要で膨らんでい
た受注残が解消した影響もあったとみられる。また、
販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつきが
大きかった。
生産動向をみると、県内の完成車メーカーの販売

は昨秋に新型車を投入した効果で好調を維持してい
るため、７～９月期の県内生産は前年に比べ増加した
ようだ。ただし、前年の生産水準が低かったことによ
る反動増という面もある。県内の輸送機械（乗用車
のほかトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生
産指数は、７月には前年比46.7％増と前年を大きく
上回る水準となった。
先行きについては、県内の生産は、新型車効果が
一巡することや、昨年は秋以降に増税による駆け込
み購入があったことに加え、在庫水準が上昇している
ことから、前年対比でみると減少の可能性がある。
トラック関連：７～９月期のトラックの生産は前年並み
で推移したようだ。消費増税の影響は限定的だった
とみられ、国内の景気回復や経済対策による公共投
資の増加、震災の復興需要等の要因で国内販売が
好調だった。海外ではタイでの販売は不振だったが

電気料金の大幅な上昇などから、棒鋼メーカーの
収益は厳しい状況が続いている。原料のスクラップ
価格が、比較的落ち着いて推移しているため、足元
のスプレッドは若干改善しているものの、今後、スク
ラップ価格が上昇に転じるようだと、収益は再び悪化
することが懸念される。
建設現場では、鉄筋工や型枠工などの人手不足

が続いており、棒鋼の生産は、工事の進捗にあわせ
て、徐々に受注残をこなすような状況にある。建設現
場の人手不足は、当面、解消の目途が立たないこと
から、棒鋼の生産量も、先行き大幅な伸びは想定しに
くい。10～12月期の棒鋼の生産量は、７～９月期対比、
緩やかな増加を見込む。
７～９月期の鋳物の生産は、夏期節電への協力に
伴って電炉が減産した影響もあり、４～６月期に比べ
て若干減少した。しかし、受注量そのものは落ちてお
らず、前年同時期との比較では、ほぼ前年並みの水
準を維持している。
業種別では、輸出が弱含んでいる建設機械向けは、
伸び悩んでいるものの、工作機械向けは、国内設備
投資の持ち直しを受けて、やや生産が上向いている。
鋳鉄管やマンホールなど公共工事向けは、引き続き
堅調に推移している。
収益は厳しい状況が続いている。消費増税分の価
格転嫁は、納入先の多くが受け入れているものの、電
気料金引き上げ等を理由とした価格改定には、厳し
い対応の先が多いようだ。
10～12月期の鋳物の生産は、緩やかに持ち直す

とみられる。ただし、納期が短い仕事が多く、生産性
を上げにくいこともあり、収益は引き続き厳しい状況
が続こう。
 
(5)建設…順調に推移
建設は、７～９月期は引き続き建設資材価格や人
件費、輸送費などの建築コストが上昇したものの、公
共工事を中心に総じて順調に推移している。
先行きは、受注残を１年分程度確保できており、順
調な動きが続くとみられる。また、受注残が高水準な
こともあり、各社とも選別受注を強めており、収益は
確保できているようだ。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修など
の工事を中心に順調だが、公共投資の入札は不調
が増加している。
不調の要因として、現場監督者不足が挙げられる。
入札に参加して、小口な案件などには、積極的に受
注を目指さない業者が多くなっており、不調が増加す
る要因の一つとなっている
現場監督者不足については、今までは中途採用で
対応していたが、それでは間に合わなくなってきてい
るため、最近では女性の現場監督者の育成を図って
いる企業もある。
先行きは、2014年度予算の前倒し執行などから、
受注が増加しており、当面、順調に推移するとみられ
る。一部には、2014年度の補正予算に期待する声も
聞かれた。

人手不足から工事の遅延を心配する声もあった。
工期通りに完成させるためには、追加の人手を確保
する必要があるため、さらに労務費コストが増加し、
収益を圧迫する要因となりかねない。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・介
護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移してい
る。しかし、足元での、建設資材価格の上昇、人手不
足などから、民間からの引き合いは様子見の状態が
続いている。
先行きは、景気回復を実感できれば、工場や倉庫、

ビルなどの民間設備投資の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税の
反動減や、建築コスト上昇による供給減から、前年を
下回って推移している。建築コストの上昇分を販売価
格に転嫁できないため、無理して供給を増やし在庫
を抱えるよりも、売れそうな物件に絞りこんで対応し
ているようだ。
日本不動産研究所によると、首都圏のマンション契
約率は低下している。首都圏の中でも地価が比較的
高い東京都（特に23区内）、神奈川県は、マンション
販売価格に占める建築コストの割合が相対的に低い
ため、建築コスト上昇分を販売価格に転嫁しても、販
売価格の上昇率への影響は相対的に少なく、かつ優
良物件であることもあり、販売は比較的順調に推移
している。
一方、地価が相対的に低い埼玉県、千葉県では、

やや状況が異なっている。埼玉県では、販売価格に
占める建築コストの割合が高く、それをそのまま転
嫁すると販売価格の大幅値上げとなり、地域に見
合った価格を超えてしまい、苦戦を強いられている。
千葉県では、埼玉県とほぼ同様な環境にあるが、ま
とまった広い土地が比較的入手しやすく、ニュータウ
ン開発などの街づくりをすることができる。街づくり
（大規模開発）ができると、過去の相場観に捉われ

ることなく、新しい販売価格を設定することができる。
そのため、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁す
ることが可能となり、契約率も埼玉県より高くなる傾
向がみられる。
先行きは、顧客からみると消費増税後のため購入
意欲も一段落したこと、建築コストの上昇などから様
子見の姿勢が強まっている。業界では、「集客はでき
るが、販売は難しい」と、顧客は物件購入には一段と
慎重になっている。
なお、2015年10月の消費増税（８％→10％）につ
いては、住宅業界では特別な対策を行っていないよ
うだ。マンションについては時間的に対応できず、分
譲戸建については案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…消費増税の影響和らぐ
百貨店：７～９月期の県内百貨店の売上は、前年をや
や上回り、４～６月期の減少から増加に転じたとみら
れる。消費増税による反動減の影響は、徐々に薄れ
てきているようだ。今夏は、猛暑の後、気温の低下が
昨年に比べ早く、８月の終わり頃から秋冬物の衣料
品の販売が伸びた。コートが売れているほか、寝具に
も動きが出ている。宝飾品や高級ブランド品などの高
額品については、消費増税の影響が残り前年割れと
なっているが、より高額の百万円以上の高額品は売
れているという。
消費者の動向をみると、昨年からみられていた品
質重視の動きは今も続いている。肉や鮮魚などでは、
これまでより値段が高く、品質の高い商品を求める消
費者が増えている。価値のあるものを買う、こだわり
があるものは買う、といった傾向が強まっているようだ。
賃上げやボーナスの増加、時給の上昇など、消費者
の所得が改善方向にあることが、こうした消費行動を
支えているとみられる。
一方、消費増税後は、消費のメリハリがよりはっき

りしてきたという指摘もあった。牛肉は高級和牛が売
れる一方、日常の野菜は値段の安いものを購入した
り、セールの期間を長くし値段を下げても、不要なも
のは買わないといった動きがある。
先行きについては、昨年は12月頃から消費増税に

よる駆け込み購入があったこともあり、前年対比では
減少する月もあるとみられるが、前年並みの売上は
確保すると予想される。
スーパー：スーパーの売上への消費増税による反動
減は、比較的短期間で収束したとみられる。県内スー
パーの販売額は、消費増税のあった４月に大きく減少
したものの５月以降はプラスに転じており、７～９月期
の売上も既存店ベース、新設店を含めた全店ベース
とも前年を上回った模様である。
衣料品の売上は前年割れとなったが、食料品の売
上が堅調だった。ただ食料品の売上は、野菜や肉類
などの相場高により押し上げられた面もあり、全体の
売上が復調したとまでは言い切れないようだ。
食料品などではワンランク上の商品の購入が増え

ており、品質がよく、価格もやや高めの商品を選ぶと
いう消費者の動きは続いているが、品質にあまり差
のない日用品については、低価格志向・節約志向が
強まる傾向もみられた。
先行きについては、消費者の所得は改善の方向に

あるものの、消費増税や円安による物価上昇で実質
所得は目減りしているため、大きな増加は期待しにく
く、前年並みの売上で推移するだろう。

●図表１　中小企業・小規模企業の定義

資料：中小企業庁「中小企業基本法」
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●図表２　中小企業・小規模企業数の推移 （単位：万社）

資料：中小企業庁「中小企業白書（2014年版）」より作成
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はじめに
「小規模企業振興基本法」が2014年3月に閣
議決定され、同年6月20日第186回通常国会にお
いて成立し、6月27日法律第94号として公布され
た。この法律は、経済産業省が提出する基本法と
しては、1963年に制定された「中小企業基本法」
（2013年改正）に次いで二つ目となり、実に51年
ぶりとなる。今後の中小企業施策の大きな方向性
を打ち出すものとして重要な指針となる。小規模企
業振興基本法の制定は、全国の小規模企業のみ
ならず、中小企業・小規模企業と直接接点を持つ
地方自治体や様々な支援機関にとっても大きな転
換と言える。また、この基本法に基づき小規模企業
振興基本計画が本年10月に閣議決定された。小
規模企業振興基本計画の内容を紹介するとともに
今後の中小企業・小規模企業に対する支援につい
て考えてみたい。

2014年は中小企業政策のパラダイム
シフトの年
～小規模企業振興基本法の制定～
戦後の中小企業政策は、1948年に中小企業庁

の設置に始まる。その後の高度成長期には大企業
との二重構造論で指摘された「格差の是正」を目
標として、1963年に「中小企業基本法」が制定さ
れ、1999年の抜本的法改正では、中小企業を「成

長の担い手」と位置づけ、「多様で活力のある中小
企業の発展」を政策理念とするものに転換された。
中小企業政策の中心が、中小企業の中でも比較
的規模が大きく、特異な技術力・ノウハウを有する
成長企業に焦点が当てられたのである。
全国385万社の中小企業の中でもその約9割、

334万社を占める小規模企業は、地域に根ざした
事業を行い、就業の場を提供し、地域の需要や雇
用を担う存在である。こうした小規模企業が、人口
構造の変化、国内外の競争の激化及び情報化の
進展等の経済社会情勢が変化する中で活躍でき
なければ、需要の減少、企業数・就業人口の減少、
地域経済の疲弊に歯止めをかけることができない。
そこで、今まで、中小企業の枠の中に含められてい
た小規模企業に対する政策を小規模企業に焦点
を合わせ、2013年9月に小規模企業活性化法が、
さらに第2弾として、2014年6月に小規模企業振
興基本法が制定された。
この基本法では、第3条で小規模企業の活力発
揮の必要性が増大していることから、小企業（概ね
常時使用する従業員数が5人以下の事業者）を含
む小規模企業について、事業の持続的な発展を図
ること、第4条で小企業の円滑かつ着実な事業の
運営を適切に支援することを定めている。ここで重
要なのは、「事業の持続的発展」という言葉である。
この意味するところは、事業規模や売上の拡大に
限らず、技術・ノウハウの維持・向上、安定的な雇用
の維持等といった、事業の充実を図ろうとする様々
な取組を含む概念を言う。また、第6条では小規模
企業の振興に関する施策を講じる際の4つの基本
方針が定められ、さらに、その振興に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るため、おおむね５
年ごとに小規模企業振興基本計画を策定すること
としている（第13条以降）。

今回の小規模企業振興基本法は、中小企業全
体の上位１～2割程度を占める「力があり成長が期
待できる」中小企業を支援することで、中小企業全
体を引上げる政策から、「事業の持続的な発展」を
図る小規模企業も適切な支援を通じて活力の最大
限の発揮を目指すという方針を示すものであり、
1999年の中小企業基本法改正からの大きなパラ
ダイムシフトを意味する。

小規模企業の現状
～小規模企業が多い埼玉県～
そもそも小規模企業とは何か。小規模企業振興
基本法の中で、小規模企業とは、中小企業基本法
第2条第5項に規定する小規模企業（者）と定義し

ている。具体的には、「製造業・建設業・運輸業その
他の業種」は従業員20人以下の企業、「卸売業・
小売業・サービス業」では5人以下の企業とされて
いる（図表１）。
全国の中小企業・小規模企業の推移をみると、

その数は中長期的に減少を続けていることがわか
る。2014年版中小企業白書によると、2009年で
は中小企業・小規模企業の数が420万、うち小規
模企業は367万であったのに対し、3年後の2012
年には、中小企業・小規模企業の数が385万（35
万減）、うち小規模企業が334万（33万減）となっ
ている。
ここで注目したいのが、中小企業・小規模企業の
減少数に占める小規模企業の割合である。中小企
業・小規模企業数全体の減少のうちの約9割を小
規模企業が占めている。2009年と1999年の比較
では、減少分のうち87.5％が小規模企業の減少、
2012年と2009年の比較では、減少分のうち
94.3％が小規模企業の減少となっている。つまり、
中小企業・小規模企業の減少数で実際に減少して

いるのは小規模企業なのである。また、2014年版
中小企業白書によれば、埼玉県の中小企業数は
174,574社（企業数全体の構成比99.86％）、うち
小規模企業は、153,792社（同構成比87.97％）
で（図表３）、中小企業・小規模企業数では、東京都、
大阪府、愛知県、神奈川県に次いで全国5番目に
多い。中小企業・小規模企業数の上位10都道府
県で見ると、埼玉県は中小企業・小規模企業の構
成比が最も高く、大企業の構成比が最も低くなって
いる。

小規模企業振興基本計画の策定
2014年7月25日の中小企業政策審議会第8回
小規模企業基本政策小委員会において、初めての
「小規模企業振興基本計画（以下、「基本計画」）」
（原案）が提示された。その後、パブリックコメントや
地域の意見交換会を実施し、9月1日の中小企業政
策審議会第9回小規模企業基本政策小委員会で
取りまとめられ、10月3日に閣議決定された。
基本計画は、小規模企業振興施策を総合的、計
画的に進めるため、基本法で定めている4つの基
本方針の実現に向けて、需要を見据えた経営の促
進、新陳代謝の促進、地域経済の活性化に資する
事業活動推進、地域ぐるみで総力を挙げた支援体
制の整備の4つの目標を設定し、目標の実現に向
けた10の重点施策を定めている（図表4）。各目標
を以下に整理する。
１．「需要を見据えた経営の促進」は、小規模企業
の構造変化への潜在的な対応力を最大限発揮す
るため、自らの強みを把握したうえで需要の創造や
掘り起し、ITのさらなる活用、新商品・サービスの
開発・提供など、需要を見据えた計画的な経営を
促進する取組の支援で、3つの重点施策を講じる。
2．「新陳代謝の促進」は、多様な人材・新たな人材
がその能力を発揮できる環境整備と誰もが小規模
企業で働きやすい地域社会の実現を目指すもので
3つの重点施策を講じる。
3．「地域経済の活性化に資する事業活動の推進」

者からの意見を踏まえ、施策の効果の検証と見直
しを図るPDCAサイクルを構築して、施策の改善
を行うことになっている。施策立案者の国が、その
対象者である小規模企業や小規模企業とともに施
策の現場にいる地方公共団体、支援機関等から意
見を聞き、施策の検証・改善を行うことは意義ある
ことと思われる。

今後の小規模企業支援は商工会・商工
会議所の役割が重要
実は、小規模企業の支援において重要な法律が

小規模企業振興基本法と同時に成立している。そ
れが「商工会及び商工会議所による小規模事業
者の支援に関する法律の一部を改正する法律（小
規模支援法）」である。この法律は、①商工会・商
工会議所伴走型の事業計画策定・実施支援のた
めの体制整備、②商工会・商工会議所を中核とし
た連携の促進、③中小企業基盤整備機構の業務
追加の3本柱からなる。キーワードは「商工会・商工
会議所と一体となった小規模企業の支援」で、経
営状況分析支援、事業計画の策定・実行支援、市
場調査支援、需要開拓（販路開拓）支援の4つから
なる「経営発達支援事業」に重点を置くというのが
ポイントとなっている。これまでの「記帳指導・税務
指導・金融支援」から新たに経営戦略に踏み込ん
だ支援を実施することが期待される。小規模企業
への支援は、商工会・商工会議所の役割がより重
要になるということである。たとえば、今春公募が
あった「小規模事業者持続化補助金」では、主に
商工会・商工会議所等が補助金の書類作成支援、
すなわち、計画策定支援～それに対するフォロー
アップ計画作成～書類受付までの「一連」を行う支
援を行ったが、これまでは、あまりなかったことであ
る。このことは今後の小規模企業に対する支援の

特徴であろう。
「経営発達支援計画」については、今秋以降に
徐 に々実務的な内容が明らかになってくるので、各商
工会・商工会議所がどのような目標を持って、どのよ
うな実施体制で支援計画を策定するのか注目したい。
さらに経営支援体制の強化として都道府県によ

ろず支援拠点が設置された（埼玉県は埼玉県産業
振興公社）。埼玉県では6月2日の設置以来、3カ月
で550件ほどの相談（創業相談含む）があり、その
うち65％が資本金1,000万円以下、従業員数5人
以下の企業で、以前よりも小規模企業からの相談
が増えているようである。

おわりに
人口減少などわが国経済社会の構造変化の中

で、商店や町工場に代表される小規模企業を取り
巻く状況は厳しく、地域で雇用を維持し、現在の事
業を維持するだけでも大変な努力をしている。こう
した小規模企業の振興は、小規模企業自らの持続
的発展の努力はもちろん地方公共団体や支援機
関・金融機関が連携して、それぞれの立場で小規
模企業を支援することが重要である。
基本計画の「(4)地域ぐるみで総力を挙げた支

援体制の整備」の中で、支援機関の姿勢として
「小規模企業の視点に立ち、伴走しながらきめ細
かく丁寧に応えていく姿勢、事業者の課題を自らの
課題と捉えたきめ細かな対応」が挙げられている。
このことは的を得た方針であり、今後の小規模企
業の支援の基本的な原則となると思われる。
良い支援機関、企業に信頼されている支援機関

と言われるところには、優れたコーディネーターや
マネージャーがキーマンとして必ず存在している。一
方で、顧客である中小企業や小規模企業の目線で
はない支援機関担当者が存在するのも事実である。
今回の小規模企業振興基本計画策定を機に支

援機関が改めて顧客である小規模企業者のニー
ズを把握し、支援機関としてのミッションや存在意
義を見直す機会になることを期待したい。

は、地域のブランド化・にぎわい創出の推進、小規
模企業とともに持続・発展する地域づくりの推進、
小規模企業振興と地域経済活性化を一体的に達
成するもので、2つの重点施策を講じる。
4．「地域ぐるみで総力を挙げた支援体制の整備」
は、事業者の課題を自らの課題と捉えたきめ細か
な対応を行い、地域ぐるみで小規模企業の課題を
解決する支援体制を整備するもので、2つの重点
施策を講じる。

小規模企業振興基本計画では4つの
目標の達成状況を評価
基本計画は、毎年度継続的に進捗状況を管理

するが、その手法は、小規模企業の調査を活用し、
「日本再興戦略」で定められた成果目標（ＫＰＩ）及
びその他関連指標を活用しつつ、4つの目標の達
成状況を把握することになる（※注１）。なお、基本計画
に関連するＫＰＩは次の3項目である（図表5）。
さらに、毎年度、小規模企業をはじめとする関係

わが国経済は、緩やかな回復基調が続いており、
消費増税に伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつあ
る。先行きは、消費増税の駆け込み需要の反動減の
影響が薄れ、各種政策の効果が発現するなかで、緩
やかに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、消費増税に伴う駆け込み需要の
反動減の影響が和らぎ、持ち直している。先行きは、
緩やかな回復が期待されている。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が一般機械、鉄鋼、

建設、曇が電気機械、輸送機械、大型小売店の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、一部で消費増税に伴う反動
減もみられた４～６月期から、緩やかに回復した。先
行きについても、生産は引き続き緩やかな回復を
続けると見込まれる。
〇電気機械の生産は、家電製品に消費増税に伴う
反動減がみられたが、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったため、全体では前年を上回っ
た。先行きは、新製品の投入などから徐々に回復し
てくると期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年を上回って推移したとみら
れる。先行きの乗用車生産は、新型車効果の一巡
などから、前年対比でみると減少の可能性がある。
〇鉄鋼の生産は、堅調な建設需要を受けて、底堅く
推移している。先行きについても、引き続き生産は
緩やかな増加を見込む。
○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行き
は、受注残が高水準となっており、順調な動きが続
くとみられる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事など
を中心に順調だが、入札での不調が増加している。 

(1)一般機械…緩やかに回復
一般機械の７～９月期の生産は、一部で消費増税

に伴う反動減もみられた４～６月期から、緩やかに回
復した。
工作機械関連は、海外からの受注好調に加え、国

内設備投資も徐々に持ち直してきたことなどから、総
じて堅調に推移した。
自動車関連では、一部で旋盤や成型機などの需要
は出ているものの、海外生産比率の上昇を受け、大
型の金型などは苦戦している。
建設機械関連も、資源国向けの輸出伸び悩みなど

から、中小型機が下支えするなか、大型機械の一部
で生産がスローダウンしている。
電機関連では、スマホ・タブレット端末向け部品等

の輸出が好調な企業がみられる。発電関連では、風
力発電設備などは一時の勢いがなくなっているもの
の、ガスタービン等は引き続き堅調に推移しており、
企業の参入が続く植物工場設備向けなどの動きも活
発になっている。
製造現場では、パート・アルバイトなどの時給が上
昇しており、派遣社員などの採用も以前より難しく
なっている。人件費の増加は、メーカーのコストアッ
プ要因となる一方、「採用が厳しくなっている企業を
中心に、省力化機器などのニーズを高めている」こ
とが、一般機械の受注増加につながっている面もあ

関心が高い。
パソコンは、消費増税とウィンドウズＸＰのサポート
終了に伴い買い替え特需が起きたが、７～９月期はそ
の反動減が引き続きみられた。業界では、反動減の
影響が長引くとみており、各社とも特徴のある、高精
細の４Ｋパソコン、女性やシニア向けに利用者を特化
したパソコンなどの新製品に力を入れている。
一方、ＴＶ関連は、消費増税の反動減もあり前年

を下回って推移している。ただ、国内生産を中止し
海外へ移転させたり、アウトソーシングの割合を高

中近東などでは好調だった。
先行きも、公共事業や復興需要により国内のトラッ

ク需要は比較的堅調に推移すると見込まれ、生産も
現状程度の水準が続くだろう。
部品メーカー：部品メーカーの生産は、乗用車やト
ラックの完成車メーカーの生産が堅調に推移してい
るため、増産が続いたようだ。生産の増加により売上
は増収となっているが、売れ行きが好調な小型車は
利幅が小さく、収益面では厳しいとみられる。
先行きについては、完成車メーカーと同様に、部品

メーカーの生産も前年に比べ減少する可能性がある。
懸念材料としては、円安により仕入・原材料価格

が上昇していることや、人手不足が顕在化し派遣社
員の採用が難しくなりつつあり、賃金コストも上昇傾
向にあることがあげられ、収益面への影響が懸念さ
れる。

(4) 鉄鋼…底堅く推移
７～９月期の棒鋼の生産は、２月の大雪で工場設備
に被害を受けたメーカーが、生産を再開したこともあ
り、４～６月期に比べて増加した。基調としても、首都
圏の堅調な建設需要を受けて、生産は底堅く推移し
ている。なかでも、ショッピングモールなど大型商業施
設向けが増加しており、高速道路ＩＣ周辺の物流倉庫
向けも引き続き伸びが高い。介護施設向けも堅調に
推移しているものの、好調だった病院向けは少し落ち
着いてきた。一方、製造業による工場新増設といった
動きは、依然として、ほとんどみられない。

先行きは、受注残からみて順調に推移するとみら
れるが、人手不足から工事の遅延が心配。
　民間工事は、福祉関連を中心に底堅く推移。先行
きは、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくる
と期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減、
建築コストの上昇などから前年を下回る。先行きは、
建築コストの上昇から様子見の姿勢が強まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税の影響が和らぎ売
上は前年をやや上回ったとみられる。先行きは、物
価上昇により実質所得が目減りしているため、大き
な増加は期待しにくく前年並みとなろう。

るようだ。
10～12月期についても、設備投資減税や新ものづ

くり補助金などの政策効果が下支えすることもあり、
一般機械の生産は引き続き、緩やかに回復を続ける
と見込まれる。

(2)電気機械…前年を上回る
７～９月期の生産は、消費増税に伴う反動減や天
候不順から家電製品が前年を下回って推移したもの
の、産業向けや北米向けの自動車関連が順調だった
ため、全体では前年を上回った。
生産の持ち直し、業務の合理化や効率化などか

ら、収益は改善してきている。大手企業では、今春
にベースアップを実施したようだが、中堅・中小企
業では、ベースアップではなくボーナスで還元する
企業が多いようだ。ただ、中堅・中小企業でも、収益
が安定してくれば、ベースアップを検討したいとし
ている。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引き
続き順調に推移している。産業向けは、堅調に推移し
ている。
白物家電は、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など、いず
れも前年を下回って推移している。ただ、本体幅が従
来機種と同じで容量は大きくなっている冷蔵庫や、運
転音が静かな高機能モーター搭載洗濯機、高い洗
浄力を誇る洗濯機などの高付加価値な製品、ルーム
エアコンもセンサー搭載により人の居場所を検知し、
過度な冷暖房を抑える省エネタイプの機種などには

めるなど、効率化が進められ、収益的には赤字から
黒字化し、安定して推移している。フルハイビジョン
の約４倍の解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価
値製品へ生産をシフトさせるなどの動きが強まって
いる。
先行きは、消費増税に伴う反動減の影響が薄れて

くること、新製品の投入などから、徐々に回復してくる
と期待されている。また、各社とも安定した収益確保
が期待できるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させ
ている。

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：７～９月期の県内の販売台数は、消費増税後
の反動減により前年割れとなった。販売が好調だった
軽自動車の減少が大きく、減少幅は４～６月期に比べ
拡大した。消費増税前の駆け込み需要で膨らんでい
た受注残が解消した影響もあったとみられる。また、
販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつきが
大きかった。
生産動向をみると、県内の完成車メーカーの販売

は昨秋に新型車を投入した効果で好調を維持してい
るため、７～９月期の県内生産は前年に比べ増加した
ようだ。ただし、前年の生産水準が低かったことによ
る反動増という面もある。県内の輸送機械（乗用車
のほかトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生
産指数は、７月には前年比46.7％増と前年を大きく
上回る水準となった。
先行きについては、県内の生産は、新型車効果が
一巡することや、昨年は秋以降に増税による駆け込
み購入があったことに加え、在庫水準が上昇している
ことから、前年対比でみると減少の可能性がある。
トラック関連：７～９月期のトラックの生産は前年並み
で推移したようだ。消費増税の影響は限定的だった
とみられ、国内の景気回復や経済対策による公共投
資の増加、震災の復興需要等の要因で国内販売が
好調だった。海外ではタイでの販売は不振だったが

電気料金の大幅な上昇などから、棒鋼メーカーの
収益は厳しい状況が続いている。原料のスクラップ
価格が、比較的落ち着いて推移しているため、足元
のスプレッドは若干改善しているものの、今後、スク
ラップ価格が上昇に転じるようだと、収益は再び悪化
することが懸念される。
建設現場では、鉄筋工や型枠工などの人手不足

が続いており、棒鋼の生産は、工事の進捗にあわせ
て、徐々に受注残をこなすような状況にある。建設現
場の人手不足は、当面、解消の目途が立たないこと
から、棒鋼の生産量も、先行き大幅な伸びは想定しに
くい。10～12月期の棒鋼の生産量は、７～９月期対比、
緩やかな増加を見込む。
７～９月期の鋳物の生産は、夏期節電への協力に
伴って電炉が減産した影響もあり、４～６月期に比べ
て若干減少した。しかし、受注量そのものは落ちてお
らず、前年同時期との比較では、ほぼ前年並みの水
準を維持している。
業種別では、輸出が弱含んでいる建設機械向けは、
伸び悩んでいるものの、工作機械向けは、国内設備
投資の持ち直しを受けて、やや生産が上向いている。
鋳鉄管やマンホールなど公共工事向けは、引き続き
堅調に推移している。
収益は厳しい状況が続いている。消費増税分の価
格転嫁は、納入先の多くが受け入れているものの、電
気料金引き上げ等を理由とした価格改定には、厳し
い対応の先が多いようだ。
10～12月期の鋳物の生産は、緩やかに持ち直す

とみられる。ただし、納期が短い仕事が多く、生産性
を上げにくいこともあり、収益は引き続き厳しい状況
が続こう。
 
(5)建設…順調に推移
建設は、７～９月期は引き続き建設資材価格や人
件費、輸送費などの建築コストが上昇したものの、公
共工事を中心に総じて順調に推移している。
先行きは、受注残を１年分程度確保できており、順
調な動きが続くとみられる。また、受注残が高水準な
こともあり、各社とも選別受注を強めており、収益は
確保できているようだ。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修など
の工事を中心に順調だが、公共投資の入札は不調
が増加している。
不調の要因として、現場監督者不足が挙げられる。
入札に参加して、小口な案件などには、積極的に受
注を目指さない業者が多くなっており、不調が増加す
る要因の一つとなっている
現場監督者不足については、今までは中途採用で
対応していたが、それでは間に合わなくなってきてい
るため、最近では女性の現場監督者の育成を図って
いる企業もある。
先行きは、2014年度予算の前倒し執行などから、
受注が増加しており、当面、順調に推移するとみられ
る。一部には、2014年度の補正予算に期待する声も
聞かれた。

人手不足から工事の遅延を心配する声もあった。
工期通りに完成させるためには、追加の人手を確保
する必要があるため、さらに労務費コストが増加し、
収益を圧迫する要因となりかねない。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・介
護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移してい
る。しかし、足元での、建設資材価格の上昇、人手不
足などから、民間からの引き合いは様子見の状態が
続いている。
先行きは、景気回復を実感できれば、工場や倉庫、

ビルなどの民間設備投資の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税の
反動減や、建築コスト上昇による供給減から、前年を
下回って推移している。建築コストの上昇分を販売価
格に転嫁できないため、無理して供給を増やし在庫
を抱えるよりも、売れそうな物件に絞りこんで対応し
ているようだ。
日本不動産研究所によると、首都圏のマンション契
約率は低下している。首都圏の中でも地価が比較的
高い東京都（特に23区内）、神奈川県は、マンション
販売価格に占める建築コストの割合が相対的に低い
ため、建築コスト上昇分を販売価格に転嫁しても、販
売価格の上昇率への影響は相対的に少なく、かつ優
良物件であることもあり、販売は比較的順調に推移
している。
一方、地価が相対的に低い埼玉県、千葉県では、

やや状況が異なっている。埼玉県では、販売価格に
占める建築コストの割合が高く、それをそのまま転
嫁すると販売価格の大幅値上げとなり、地域に見
合った価格を超えてしまい、苦戦を強いられている。
千葉県では、埼玉県とほぼ同様な環境にあるが、ま
とまった広い土地が比較的入手しやすく、ニュータウ
ン開発などの街づくりをすることができる。街づくり
（大規模開発）ができると、過去の相場観に捉われ

ることなく、新しい販売価格を設定することができる。
そのため、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁す
ることが可能となり、契約率も埼玉県より高くなる傾
向がみられる。
先行きは、顧客からみると消費増税後のため購入
意欲も一段落したこと、建築コストの上昇などから様
子見の姿勢が強まっている。業界では、「集客はでき
るが、販売は難しい」と、顧客は物件購入には一段と
慎重になっている。
なお、2015年10月の消費増税（８％→10％）につ
いては、住宅業界では特別な対策を行っていないよ
うだ。マンションについては時間的に対応できず、分
譲戸建については案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…消費増税の影響和らぐ
百貨店：７～９月期の県内百貨店の売上は、前年をや
や上回り、４～６月期の減少から増加に転じたとみら
れる。消費増税による反動減の影響は、徐々に薄れ
てきているようだ。今夏は、猛暑の後、気温の低下が
昨年に比べ早く、８月の終わり頃から秋冬物の衣料
品の販売が伸びた。コートが売れているほか、寝具に
も動きが出ている。宝飾品や高級ブランド品などの高
額品については、消費増税の影響が残り前年割れと
なっているが、より高額の百万円以上の高額品は売
れているという。
消費者の動向をみると、昨年からみられていた品
質重視の動きは今も続いている。肉や鮮魚などでは、
これまでより値段が高く、品質の高い商品を求める消
費者が増えている。価値のあるものを買う、こだわり
があるものは買う、といった傾向が強まっているようだ。
賃上げやボーナスの増加、時給の上昇など、消費者
の所得が改善方向にあることが、こうした消費行動を
支えているとみられる。
一方、消費増税後は、消費のメリハリがよりはっき

りしてきたという指摘もあった。牛肉は高級和牛が売
れる一方、日常の野菜は値段の安いものを購入した
り、セールの期間を長くし値段を下げても、不要なも
のは買わないといった動きがある。
先行きについては、昨年は12月頃から消費増税に

よる駆け込み購入があったこともあり、前年対比では
減少する月もあるとみられるが、前年並みの売上は
確保すると予想される。
スーパー：スーパーの売上への消費増税による反動
減は、比較的短期間で収束したとみられる。県内スー
パーの販売額は、消費増税のあった４月に大きく減少
したものの５月以降はプラスに転じており、７～９月期
の売上も既存店ベース、新設店を含めた全店ベース
とも前年を上回った模様である。
衣料品の売上は前年割れとなったが、食料品の売
上が堅調だった。ただ食料品の売上は、野菜や肉類
などの相場高により押し上げられた面もあり、全体の
売上が復調したとまでは言い切れないようだ。
食料品などではワンランク上の商品の購入が増え

ており、品質がよく、価格もやや高めの商品を選ぶと
いう消費者の動きは続いているが、品質にあまり差
のない日用品については、低価格志向・節約志向が
強まる傾向もみられた。
先行きについては、消費者の所得は改善の方向に

あるものの、消費増税や円安による物価上昇で実質
所得は目減りしているため、大きな増加は期待しにく
く、前年並みの売上で推移するだろう。

●図表５　基本計画に関連する日本再興戦略の成果目標

資料：日本経済再生本部「日本再興戦略」より抜粋

①２０２０年までに黒字中小企業・小規模事業者を７０万から１４０万に倍増
②今後５年間で新たに１万社の海外展開を実現
③開業率が廃業率を上回る状態にし、米国・英国レベルの開・廃業率１０％台を目指す

●図表４　小規模企業振興基本計画の概要

資料：経済産業省「小規模企業振興基本計画」

●基本原則
・小規模企業の事業の持続的発展
●4つの目標
１．需要を見据えた経営の促進
　～顔の見える信頼関係をより積極的に活用した需要の創造・掘り起し～
２．新陳代謝の促進
　～多様な人材・新たな人材の活用による事業の展開・創出～
３．地域経済の活性化に資する事業活動の推進
　～地域のブランド化・にぎわいの創出～
４．地域ぐるみで総力を挙げた支援体制の整備
　～事業者の課題を自らの課題と捉えたきめ細かな対応～
●１０の重点施策
１．需要を見据えた経営の促進に係る重点施策
   （重点施策１） ビジネスプラン等に基づく経営の促進
　（重点施策２） 需要開拓に向けた支援
　（重点施策３） 新事業展開や高付加価値化の支援
２．新陳代謝の促進に係る重点施策
　（重点施策４） 起業・創業支援
　（重点施策５） 事業承継・円滑な事業廃止
　（重点施策６） 人材の確保・育成
３．地域経済の活性化に資する事業活動の推進に係る重点施策
　（重点施策７） 地域経済に波及効果のある事業の推進
　（重点施策８） 地域のコミュニティを支える事業の推進
４．地域ぐるみで総力を挙げた支援体制の整備
　（重点施策９） 支援体制の整備
　（重点施策１０） 手続きの簡素化・施策情報の提供

※注１：「日本再興戦略」では、政策群毎に達成すべき成果目標を示し、目標達
成に必要な個別施策の方向性、手段、実施時期等を明示し、これを基
準にレビューを行う。
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はじめに
「小規模企業振興基本法」が2014年3月に閣
議決定され、同年6月20日第186回通常国会にお
いて成立し、6月27日法律第94号として公布され
た。この法律は、経済産業省が提出する基本法と
しては、1963年に制定された「中小企業基本法」
（2013年改正）に次いで二つ目となり、実に51年
ぶりとなる。今後の中小企業施策の大きな方向性
を打ち出すものとして重要な指針となる。小規模企
業振興基本法の制定は、全国の小規模企業のみ
ならず、中小企業・小規模企業と直接接点を持つ
地方自治体や様々な支援機関にとっても大きな転
換と言える。また、この基本法に基づき小規模企業
振興基本計画が本年10月に閣議決定された。小
規模企業振興基本計画の内容を紹介するとともに
今後の中小企業・小規模企業に対する支援につい
て考えてみたい。

2014年は中小企業政策のパラダイム
シフトの年
～小規模企業振興基本法の制定～
戦後の中小企業政策は、1948年に中小企業庁

の設置に始まる。その後の高度成長期には大企業
との二重構造論で指摘された「格差の是正」を目
標として、1963年に「中小企業基本法」が制定さ
れ、1999年の抜本的法改正では、中小企業を「成

長の担い手」と位置づけ、「多様で活力のある中小
企業の発展」を政策理念とするものに転換された。
中小企業政策の中心が、中小企業の中でも比較
的規模が大きく、特異な技術力・ノウハウを有する
成長企業に焦点が当てられたのである。
全国385万社の中小企業の中でもその約9割、
334万社を占める小規模企業は、地域に根ざした
事業を行い、就業の場を提供し、地域の需要や雇
用を担う存在である。こうした小規模企業が、人口
構造の変化、国内外の競争の激化及び情報化の
進展等の経済社会情勢が変化する中で活躍でき
なければ、需要の減少、企業数・就業人口の減少、
地域経済の疲弊に歯止めをかけることができない。
そこで、今まで、中小企業の枠の中に含められてい
た小規模企業に対する政策を小規模企業に焦点
を合わせ、2013年9月に小規模企業活性化法が、
さらに第2弾として、2014年6月に小規模企業振
興基本法が制定された。
この基本法では、第3条で小規模企業の活力発
揮の必要性が増大していることから、小企業（概ね
常時使用する従業員数が5人以下の事業者）を含
む小規模企業について、事業の持続的な発展を図
ること、第4条で小企業の円滑かつ着実な事業の
運営を適切に支援することを定めている。ここで重
要なのは、「事業の持続的発展」という言葉である。
この意味するところは、事業規模や売上の拡大に
限らず、技術・ノウハウの維持・向上、安定的な雇用
の維持等といった、事業の充実を図ろうとする様々
な取組を含む概念を言う。また、第6条では小規模
企業の振興に関する施策を講じる際の4つの基本
方針が定められ、さらに、その振興に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るため、おおむね５
年ごとに小規模企業振興基本計画を策定すること
としている（第13条以降）。

今回の小規模企業振興基本法は、中小企業全
体の上位１～2割程度を占める「力があり成長が期
待できる」中小企業を支援することで、中小企業全
体を引上げる政策から、「事業の持続的な発展」を
図る小規模企業も適切な支援を通じて活力の最大
限の発揮を目指すという方針を示すものであり、
1999年の中小企業基本法改正からの大きなパラ
ダイムシフトを意味する。

小規模企業の現状
～小規模企業が多い埼玉県～
そもそも小規模企業とは何か。小規模企業振興
基本法の中で、小規模企業とは、中小企業基本法
第2条第5項に規定する小規模企業（者）と定義し

ている。具体的には、「製造業・建設業・運輸業その
他の業種」は従業員20人以下の企業、「卸売業・
小売業・サービス業」では5人以下の企業とされて
いる（図表１）。
全国の中小企業・小規模企業の推移をみると、

その数は中長期的に減少を続けていることがわか
る。2014年版中小企業白書によると、2009年で
は中小企業・小規模企業の数が420万、うち小規
模企業は367万であったのに対し、3年後の2012
年には、中小企業・小規模企業の数が385万（35
万減）、うち小規模企業が334万（33万減）となっ
ている。
ここで注目したいのが、中小企業・小規模企業の
減少数に占める小規模企業の割合である。中小企
業・小規模企業数全体の減少のうちの約9割を小
規模企業が占めている。2009年と1999年の比較
では、減少分のうち87.5％が小規模企業の減少、
2012年と2009年の比較では、減少分のうち
94.3％が小規模企業の減少となっている。つまり、
中小企業・小規模企業の減少数で実際に減少して

いるのは小規模企業なのである。また、2014年版
中小企業白書によれば、埼玉県の中小企業数は
174,574社（企業数全体の構成比99.86％）、うち
小規模企業は、153,792社（同構成比87.97％）
で（図表３）、中小企業・小規模企業数では、東京都、
大阪府、愛知県、神奈川県に次いで全国5番目に
多い。中小企業・小規模企業数の上位10都道府
県で見ると、埼玉県は中小企業・小規模企業の構
成比が最も高く、大企業の構成比が最も低くなって
いる。

小規模企業振興基本計画の策定
2014年7月25日の中小企業政策審議会第8回

小規模企業基本政策小委員会において、初めての
「小規模企業振興基本計画（以下、「基本計画」）」
（原案）が提示された。その後、パブリックコメントや
地域の意見交換会を実施し、9月1日の中小企業政
策審議会第9回小規模企業基本政策小委員会で
取りまとめられ、10月3日に閣議決定された。
基本計画は、小規模企業振興施策を総合的、計

画的に進めるため、基本法で定めている4つの基
本方針の実現に向けて、需要を見据えた経営の促
進、新陳代謝の促進、地域経済の活性化に資する
事業活動推進、地域ぐるみで総力を挙げた支援体
制の整備の4つの目標を設定し、目標の実現に向
けた10の重点施策を定めている（図表4）。各目標
を以下に整理する。
１．「需要を見据えた経営の促進」は、小規模企業
の構造変化への潜在的な対応力を最大限発揮す
るため、自らの強みを把握したうえで需要の創造や
掘り起し、ITのさらなる活用、新商品・サービスの
開発・提供など、需要を見据えた計画的な経営を
促進する取組の支援で、3つの重点施策を講じる。
2．「新陳代謝の促進」は、多様な人材・新たな人材
がその能力を発揮できる環境整備と誰もが小規模
企業で働きやすい地域社会の実現を目指すもので
3つの重点施策を講じる。
3．「地域経済の活性化に資する事業活動の推進」

者からの意見を踏まえ、施策の効果の検証と見直
しを図るPDCAサイクルを構築して、施策の改善
を行うことになっている。施策立案者の国が、その
対象者である小規模企業や小規模企業とともに施
策の現場にいる地方公共団体、支援機関等から意
見を聞き、施策の検証・改善を行うことは意義ある
ことと思われる。

今後の小規模企業支援は商工会・商工
会議所の役割が重要
実は、小規模企業の支援において重要な法律が

小規模企業振興基本法と同時に成立している。そ
れが「商工会及び商工会議所による小規模事業
者の支援に関する法律の一部を改正する法律（小
規模支援法）」である。この法律は、①商工会・商
工会議所伴走型の事業計画策定・実施支援のた
めの体制整備、②商工会・商工会議所を中核とし
た連携の促進、③中小企業基盤整備機構の業務
追加の3本柱からなる。キーワードは「商工会・商工
会議所と一体となった小規模企業の支援」で、経
営状況分析支援、事業計画の策定・実行支援、市
場調査支援、需要開拓（販路開拓）支援の4つから
なる「経営発達支援事業」に重点を置くというのが
ポイントとなっている。これまでの「記帳指導・税務
指導・金融支援」から新たに経営戦略に踏み込ん
だ支援を実施することが期待される。小規模企業
への支援は、商工会・商工会議所の役割がより重
要になるということである。たとえば、今春公募が
あった「小規模事業者持続化補助金」では、主に
商工会・商工会議所等が補助金の書類作成支援、
すなわち、計画策定支援～それに対するフォロー
アップ計画作成～書類受付までの「一連」を行う支
援を行ったが、これまでは、あまりなかったことであ
る。このことは今後の小規模企業に対する支援の

特徴であろう。
「経営発達支援計画」については、今秋以降に
徐 に々実務的な内容が明らかになってくるので、各商
工会・商工会議所がどのような目標を持って、どのよ
うな実施体制で支援計画を策定するのか注目したい。
さらに経営支援体制の強化として都道府県によ

ろず支援拠点が設置された（埼玉県は埼玉県産業
振興公社）。埼玉県では6月2日の設置以来、3カ月
で550件ほどの相談（創業相談含む）があり、その
うち65％が資本金1,000万円以下、従業員数5人
以下の企業で、以前よりも小規模企業からの相談
が増えているようである。

おわりに
人口減少などわが国経済社会の構造変化の中

で、商店や町工場に代表される小規模企業を取り
巻く状況は厳しく、地域で雇用を維持し、現在の事
業を維持するだけでも大変な努力をしている。こう
した小規模企業の振興は、小規模企業自らの持続
的発展の努力はもちろん地方公共団体や支援機
関・金融機関が連携して、それぞれの立場で小規
模企業を支援することが重要である。
基本計画の「(4)地域ぐるみで総力を挙げた支

援体制の整備」の中で、支援機関の姿勢として
「小規模企業の視点に立ち、伴走しながらきめ細
かく丁寧に応えていく姿勢、事業者の課題を自らの
課題と捉えたきめ細かな対応」が挙げられている。
このことは的を得た方針であり、今後の小規模企
業の支援の基本的な原則となると思われる。
良い支援機関、企業に信頼されている支援機関

と言われるところには、優れたコーディネーターや
マネージャーがキーマンとして必ず存在している。一
方で、顧客である中小企業や小規模企業の目線で
はない支援機関担当者が存在するのも事実である。
今回の小規模企業振興基本計画策定を機に支

援機関が改めて顧客である小規模企業者のニー
ズを把握し、支援機関としてのミッションや存在意
義を見直す機会になることを期待したい。

は、地域のブランド化・にぎわい創出の推進、小規
模企業とともに持続・発展する地域づくりの推進、
小規模企業振興と地域経済活性化を一体的に達
成するもので、2つの重点施策を講じる。
4．「地域ぐるみで総力を挙げた支援体制の整備」
は、事業者の課題を自らの課題と捉えたきめ細か
な対応を行い、地域ぐるみで小規模企業の課題を
解決する支援体制を整備するもので、2つの重点
施策を講じる。

小規模企業振興基本計画では4つの
目標の達成状況を評価
基本計画は、毎年度継続的に進捗状況を管理

するが、その手法は、小規模企業の調査を活用し、
「日本再興戦略」で定められた成果目標（ＫＰＩ）及
びその他関連指標を活用しつつ、4つの目標の達
成状況を把握することになる（※注１）。なお、基本計画
に関連するＫＰＩは次の3項目である（図表5）。
さらに、毎年度、小規模企業をはじめとする関係

わが国経済は、緩やかな回復基調が続いており、
消費増税に伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつあ
る。先行きは、消費増税の駆け込み需要の反動減の
影響が薄れ、各種政策の効果が発現するなかで、緩
やかに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、消費増税に伴う駆け込み需要の
反動減の影響が和らぎ、持ち直している。先行きは、
緩やかな回復が期待されている。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が一般機械、鉄鋼、

建設、曇が電気機械、輸送機械、大型小売店の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、一部で消費増税に伴う反動
減もみられた４～６月期から、緩やかに回復した。先
行きについても、生産は引き続き緩やかな回復を
続けると見込まれる。
〇電気機械の生産は、家電製品に消費増税に伴う
反動減がみられたが、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったため、全体では前年を上回っ
た。先行きは、新製品の投入などから徐々に回復し
てくると期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年を上回って推移したとみら
れる。先行きの乗用車生産は、新型車効果の一巡
などから、前年対比でみると減少の可能性がある。
〇鉄鋼の生産は、堅調な建設需要を受けて、底堅く
推移している。先行きについても、引き続き生産は
緩やかな増加を見込む。
○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行き
は、受注残が高水準となっており、順調な動きが続
くとみられる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事など
を中心に順調だが、入札での不調が増加している。 

(1)一般機械…緩やかに回復
一般機械の７～９月期の生産は、一部で消費増税

に伴う反動減もみられた４～６月期から、緩やかに回
復した。
工作機械関連は、海外からの受注好調に加え、国

内設備投資も徐々に持ち直してきたことなどから、総
じて堅調に推移した。
自動車関連では、一部で旋盤や成型機などの需要
は出ているものの、海外生産比率の上昇を受け、大
型の金型などは苦戦している。
建設機械関連も、資源国向けの輸出伸び悩みなど

から、中小型機が下支えするなか、大型機械の一部
で生産がスローダウンしている。
電機関連では、スマホ・タブレット端末向け部品等

の輸出が好調な企業がみられる。発電関連では、風
力発電設備などは一時の勢いがなくなっているもの
の、ガスタービン等は引き続き堅調に推移しており、
企業の参入が続く植物工場設備向けなどの動きも活
発になっている。
製造現場では、パート・アルバイトなどの時給が上
昇しており、派遣社員などの採用も以前より難しく
なっている。人件費の増加は、メーカーのコストアッ
プ要因となる一方、「採用が厳しくなっている企業を
中心に、省力化機器などのニーズを高めている」こ
とが、一般機械の受注増加につながっている面もあ

関心が高い。
パソコンは、消費増税とウィンドウズＸＰのサポート
終了に伴い買い替え特需が起きたが、７～９月期はそ
の反動減が引き続きみられた。業界では、反動減の
影響が長引くとみており、各社とも特徴のある、高精
細の４Ｋパソコン、女性やシニア向けに利用者を特化
したパソコンなどの新製品に力を入れている。
一方、ＴＶ関連は、消費増税の反動減もあり前年

を下回って推移している。ただ、国内生産を中止し
海外へ移転させたり、アウトソーシングの割合を高

中近東などでは好調だった。
先行きも、公共事業や復興需要により国内のトラッ

ク需要は比較的堅調に推移すると見込まれ、生産も
現状程度の水準が続くだろう。
部品メーカー：部品メーカーの生産は、乗用車やト
ラックの完成車メーカーの生産が堅調に推移してい
るため、増産が続いたようだ。生産の増加により売上
は増収となっているが、売れ行きが好調な小型車は
利幅が小さく、収益面では厳しいとみられる。
先行きについては、完成車メーカーと同様に、部品

メーカーの生産も前年に比べ減少する可能性がある。
懸念材料としては、円安により仕入・原材料価格

が上昇していることや、人手不足が顕在化し派遣社
員の採用が難しくなりつつあり、賃金コストも上昇傾
向にあることがあげられ、収益面への影響が懸念さ
れる。

(4) 鉄鋼…底堅く推移
７～９月期の棒鋼の生産は、２月の大雪で工場設備
に被害を受けたメーカーが、生産を再開したこともあ
り、４～６月期に比べて増加した。基調としても、首都
圏の堅調な建設需要を受けて、生産は底堅く推移し
ている。なかでも、ショッピングモールなど大型商業施
設向けが増加しており、高速道路ＩＣ周辺の物流倉庫
向けも引き続き伸びが高い。介護施設向けも堅調に
推移しているものの、好調だった病院向けは少し落ち
着いてきた。一方、製造業による工場新増設といった
動きは、依然として、ほとんどみられない。

先行きは、受注残からみて順調に推移するとみら
れるが、人手不足から工事の遅延が心配。
　民間工事は、福祉関連を中心に底堅く推移。先行
きは、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくる
と期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減、
建築コストの上昇などから前年を下回る。先行きは、
建築コストの上昇から様子見の姿勢が強まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税の影響が和らぎ売
上は前年をやや上回ったとみられる。先行きは、物
価上昇により実質所得が目減りしているため、大き
な増加は期待しにくく前年並みとなろう。

るようだ。
10～12月期についても、設備投資減税や新ものづ

くり補助金などの政策効果が下支えすることもあり、
一般機械の生産は引き続き、緩やかに回復を続ける
と見込まれる。

(2)電気機械…前年を上回る
７～９月期の生産は、消費増税に伴う反動減や天
候不順から家電製品が前年を下回って推移したもの
の、産業向けや北米向けの自動車関連が順調だった
ため、全体では前年を上回った。
生産の持ち直し、業務の合理化や効率化などか

ら、収益は改善してきている。大手企業では、今春
にベースアップを実施したようだが、中堅・中小企
業では、ベースアップではなくボーナスで還元する
企業が多いようだ。ただ、中堅・中小企業でも、収益
が安定してくれば、ベースアップを検討したいとし
ている。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引き
続き順調に推移している。産業向けは、堅調に推移し
ている。
白物家電は、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など、いず
れも前年を下回って推移している。ただ、本体幅が従
来機種と同じで容量は大きくなっている冷蔵庫や、運
転音が静かな高機能モーター搭載洗濯機、高い洗
浄力を誇る洗濯機などの高付加価値な製品、ルーム
エアコンもセンサー搭載により人の居場所を検知し、
過度な冷暖房を抑える省エネタイプの機種などには

めるなど、効率化が進められ、収益的には赤字から
黒字化し、安定して推移している。フルハイビジョン
の約４倍の解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価
値製品へ生産をシフトさせるなどの動きが強まって
いる。
先行きは、消費増税に伴う反動減の影響が薄れて

くること、新製品の投入などから、徐々に回復してくる
と期待されている。また、各社とも安定した収益確保
が期待できるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させ
ている。

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：７～９月期の県内の販売台数は、消費増税後
の反動減により前年割れとなった。販売が好調だった
軽自動車の減少が大きく、減少幅は４～６月期に比べ
拡大した。消費増税前の駆け込み需要で膨らんでい
た受注残が解消した影響もあったとみられる。また、
販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつきが
大きかった。
生産動向をみると、県内の完成車メーカーの販売

は昨秋に新型車を投入した効果で好調を維持してい
るため、７～９月期の県内生産は前年に比べ増加した
ようだ。ただし、前年の生産水準が低かったことによ
る反動増という面もある。県内の輸送機械（乗用車
のほかトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生
産指数は、７月には前年比46.7％増と前年を大きく
上回る水準となった。
先行きについては、県内の生産は、新型車効果が
一巡することや、昨年は秋以降に増税による駆け込
み購入があったことに加え、在庫水準が上昇している
ことから、前年対比でみると減少の可能性がある。
トラック関連：７～９月期のトラックの生産は前年並み
で推移したようだ。消費増税の影響は限定的だった
とみられ、国内の景気回復や経済対策による公共投
資の増加、震災の復興需要等の要因で国内販売が
好調だった。海外ではタイでの販売は不振だったが

電気料金の大幅な上昇などから、棒鋼メーカーの
収益は厳しい状況が続いている。原料のスクラップ
価格が、比較的落ち着いて推移しているため、足元
のスプレッドは若干改善しているものの、今後、スク
ラップ価格が上昇に転じるようだと、収益は再び悪化
することが懸念される。
建設現場では、鉄筋工や型枠工などの人手不足

が続いており、棒鋼の生産は、工事の進捗にあわせ
て、徐々に受注残をこなすような状況にある。建設現
場の人手不足は、当面、解消の目途が立たないこと
から、棒鋼の生産量も、先行き大幅な伸びは想定しに
くい。10～12月期の棒鋼の生産量は、７～９月期対比、
緩やかな増加を見込む。
７～９月期の鋳物の生産は、夏期節電への協力に
伴って電炉が減産した影響もあり、４～６月期に比べ
て若干減少した。しかし、受注量そのものは落ちてお
らず、前年同時期との比較では、ほぼ前年並みの水
準を維持している。
業種別では、輸出が弱含んでいる建設機械向けは、
伸び悩んでいるものの、工作機械向けは、国内設備
投資の持ち直しを受けて、やや生産が上向いている。
鋳鉄管やマンホールなど公共工事向けは、引き続き
堅調に推移している。
収益は厳しい状況が続いている。消費増税分の価
格転嫁は、納入先の多くが受け入れているものの、電
気料金引き上げ等を理由とした価格改定には、厳し
い対応の先が多いようだ。
10～12月期の鋳物の生産は、緩やかに持ち直す

とみられる。ただし、納期が短い仕事が多く、生産性
を上げにくいこともあり、収益は引き続き厳しい状況
が続こう。
 
(5)建設…順調に推移
建設は、７～９月期は引き続き建設資材価格や人
件費、輸送費などの建築コストが上昇したものの、公
共工事を中心に総じて順調に推移している。
先行きは、受注残を１年分程度確保できており、順
調な動きが続くとみられる。また、受注残が高水準な
こともあり、各社とも選別受注を強めており、収益は
確保できているようだ。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修など
の工事を中心に順調だが、公共投資の入札は不調
が増加している。
不調の要因として、現場監督者不足が挙げられる。
入札に参加して、小口な案件などには、積極的に受
注を目指さない業者が多くなっており、不調が増加す
る要因の一つとなっている
現場監督者不足については、今までは中途採用で
対応していたが、それでは間に合わなくなってきてい
るため、最近では女性の現場監督者の育成を図って
いる企業もある。
先行きは、2014年度予算の前倒し執行などから、
受注が増加しており、当面、順調に推移するとみられ
る。一部には、2014年度の補正予算に期待する声も
聞かれた。

人手不足から工事の遅延を心配する声もあった。
工期通りに完成させるためには、追加の人手を確保
する必要があるため、さらに労務費コストが増加し、
収益を圧迫する要因となりかねない。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・介
護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移してい
る。しかし、足元での、建設資材価格の上昇、人手不
足などから、民間からの引き合いは様子見の状態が
続いている。
先行きは、景気回復を実感できれば、工場や倉庫、

ビルなどの民間設備投資の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税の
反動減や、建築コスト上昇による供給減から、前年を
下回って推移している。建築コストの上昇分を販売価
格に転嫁できないため、無理して供給を増やし在庫
を抱えるよりも、売れそうな物件に絞りこんで対応し
ているようだ。
日本不動産研究所によると、首都圏のマンション契
約率は低下している。首都圏の中でも地価が比較的
高い東京都（特に23区内）、神奈川県は、マンション
販売価格に占める建築コストの割合が相対的に低い
ため、建築コスト上昇分を販売価格に転嫁しても、販
売価格の上昇率への影響は相対的に少なく、かつ優
良物件であることもあり、販売は比較的順調に推移
している。
一方、地価が相対的に低い埼玉県、千葉県では、

やや状況が異なっている。埼玉県では、販売価格に
占める建築コストの割合が高く、それをそのまま転
嫁すると販売価格の大幅値上げとなり、地域に見
合った価格を超えてしまい、苦戦を強いられている。
千葉県では、埼玉県とほぼ同様な環境にあるが、ま
とまった広い土地が比較的入手しやすく、ニュータウ
ン開発などの街づくりをすることができる。街づくり
（大規模開発）ができると、過去の相場観に捉われ

ることなく、新しい販売価格を設定することができる。
そのため、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁す
ることが可能となり、契約率も埼玉県より高くなる傾
向がみられる。
先行きは、顧客からみると消費増税後のため購入
意欲も一段落したこと、建築コストの上昇などから様
子見の姿勢が強まっている。業界では、「集客はでき
るが、販売は難しい」と、顧客は物件購入には一段と
慎重になっている。
なお、2015年10月の消費増税（８％→10％）につ
いては、住宅業界では特別な対策を行っていないよ
うだ。マンションについては時間的に対応できず、分
譲戸建については案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…消費増税の影響和らぐ
百貨店：７～９月期の県内百貨店の売上は、前年をや
や上回り、４～６月期の減少から増加に転じたとみら
れる。消費増税による反動減の影響は、徐々に薄れ
てきているようだ。今夏は、猛暑の後、気温の低下が
昨年に比べ早く、８月の終わり頃から秋冬物の衣料
品の販売が伸びた。コートが売れているほか、寝具に
も動きが出ている。宝飾品や高級ブランド品などの高
額品については、消費増税の影響が残り前年割れと
なっているが、より高額の百万円以上の高額品は売
れているという。
消費者の動向をみると、昨年からみられていた品
質重視の動きは今も続いている。肉や鮮魚などでは、
これまでより値段が高く、品質の高い商品を求める消
費者が増えている。価値のあるものを買う、こだわり
があるものは買う、といった傾向が強まっているようだ。
賃上げやボーナスの増加、時給の上昇など、消費者
の所得が改善方向にあることが、こうした消費行動を
支えているとみられる。
一方、消費増税後は、消費のメリハリがよりはっき

りしてきたという指摘もあった。牛肉は高級和牛が売
れる一方、日常の野菜は値段の安いものを購入した
り、セールの期間を長くし値段を下げても、不要なも
のは買わないといった動きがある。
先行きについては、昨年は12月頃から消費増税に

よる駆け込み購入があったこともあり、前年対比では
減少する月もあるとみられるが、前年並みの売上は
確保すると予想される。
スーパー：スーパーの売上への消費増税による反動
減は、比較的短期間で収束したとみられる。県内スー
パーの販売額は、消費増税のあった４月に大きく減少
したものの５月以降はプラスに転じており、７～９月期
の売上も既存店ベース、新設店を含めた全店ベース
とも前年を上回った模様である。
衣料品の売上は前年割れとなったが、食料品の売
上が堅調だった。ただ食料品の売上は、野菜や肉類
などの相場高により押し上げられた面もあり、全体の
売上が復調したとまでは言い切れないようだ。
食料品などではワンランク上の商品の購入が増え

ており、品質がよく、価格もやや高めの商品を選ぶと
いう消費者の動きは続いているが、品質にあまり差
のない日用品については、低価格志向・節約志向が
強まる傾向もみられた。
先行きについては、消費者の所得は改善の方向に

あるものの、消費増税や円安による物価上昇で実質
所得は目減りしているため、大きな増加は期待しにく
く、前年並みの売上で推移するだろう。

●図表５　基本計画に関連する日本再興戦略の成果目標

資料：日本経済再生本部「日本再興戦略」より抜粋

①２０２０年までに黒字中小企業・小規模事業者を７０万から１４０万に倍増
②今後５年間で新たに１万社の海外展開を実現
③開業率が廃業率を上回る状態にし、米国・英国レベルの開・廃業率１０％台を目指す

●図表４　小規模企業振興基本計画の概要

資料：経済産業省「小規模企業振興基本計画」

●基本原則
・小規模企業の事業の持続的発展
●4つの目標
１．需要を見据えた経営の促進
　～顔の見える信頼関係をより積極的に活用した需要の創造・掘り起し～
２．新陳代謝の促進
　～多様な人材・新たな人材の活用による事業の展開・創出～
３．地域経済の活性化に資する事業活動の推進
　～地域のブランド化・にぎわいの創出～
４．地域ぐるみで総力を挙げた支援体制の整備
　～事業者の課題を自らの課題と捉えたきめ細かな対応～
●１０の重点施策
１．需要を見据えた経営の促進に係る重点施策
   （重点施策１） ビジネスプラン等に基づく経営の促進
　（重点施策２） 需要開拓に向けた支援
　（重点施策３） 新事業展開や高付加価値化の支援
２．新陳代謝の促進に係る重点施策
　（重点施策４） 起業・創業支援
　（重点施策５） 事業承継・円滑な事業廃止
　（重点施策６） 人材の確保・育成
３．地域経済の活性化に資する事業活動の推進に係る重点施策
　（重点施策７） 地域経済に波及効果のある事業の推進
　（重点施策８） 地域のコミュニティを支える事業の推進
４．地域ぐるみで総力を挙げた支援体制の整備
　（重点施策９） 支援体制の整備
　（重点施策１０） 手続きの簡素化・施策情報の提供

※注１：「日本再興戦略」では、政策群毎に達成すべき成果目標を示し、目標達
成に必要な個別施策の方向性、手段、実施時期等を明示し、これを基
準にレビューを行う。
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埼玉県における産業動向と見通し
生産は持ち直し、先行きは緩やかな回復を期待

わが国経済は、緩やかな回復基調が続いており、
消費増税に伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつあ
る。先行きは、消費増税の駆け込み需要の反動減の
影響が薄れ、各種政策の効果が発現するなかで、緩
やかに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、消費増税に伴う駆け込み需要の
反動減の影響が和らぎ、持ち直している。先行きは、
緩やかな回復が期待されている。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が一般機械、鉄鋼、

建設、曇が電気機械、輸送機械、大型小売店の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、一部で消費増税に伴う反動
減もみられた４～６月期から、緩やかに回復した。先
行きについても、生産は引き続き緩やかな回復を
続けると見込まれる。
〇電気機械の生産は、家電製品に消費増税に伴う
反動減がみられたが、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったため、全体では前年を上回っ
た。先行きは、新製品の投入などから徐々に回復し
てくると期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年を上回って推移したとみら
れる。先行きの乗用車生産は、新型車効果の一巡
などから、前年対比でみると減少の可能性がある。
〇鉄鋼の生産は、堅調な建設需要を受けて、底堅く
推移している。先行きについても、引き続き生産は
緩やかな増加を見込む。
○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行き
は、受注残が高水準となっており、順調な動きが続
くとみられる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事など
を中心に順調だが、入札での不調が増加している。 

(1)一般機械…緩やかに回復
一般機械の７～９月期の生産は、一部で消費増税

に伴う反動減もみられた４～６月期から、緩やかに回
復した。
工作機械関連は、海外からの受注好調に加え、国

内設備投資も徐々に持ち直してきたことなどから、総
じて堅調に推移した。
自動車関連では、一部で旋盤や成型機などの需要
は出ているものの、海外生産比率の上昇を受け、大
型の金型などは苦戦している。
建設機械関連も、資源国向けの輸出伸び悩みなど

から、中小型機が下支えするなか、大型機械の一部
で生産がスローダウンしている。
電機関連では、スマホ・タブレット端末向け部品等

の輸出が好調な企業がみられる。発電関連では、風
力発電設備などは一時の勢いがなくなっているもの
の、ガスタービン等は引き続き堅調に推移しており、
企業の参入が続く植物工場設備向けなどの動きも活
発になっている。
製造現場では、パート・アルバイトなどの時給が上
昇しており、派遣社員などの採用も以前より難しく
なっている。人件費の増加は、メーカーのコストアッ
プ要因となる一方、「採用が厳しくなっている企業を
中心に、省力化機器などのニーズを高めている」こ
とが、一般機械の受注増加につながっている面もあ

概況

主要産業の動向

関心が高い。
パソコンは、消費増税とウィンドウズＸＰのサポート
終了に伴い買い替え特需が起きたが、７～９月期はそ
の反動減が引き続きみられた。業界では、反動減の
影響が長引くとみており、各社とも特徴のある、高精
細の４Ｋパソコン、女性やシニア向けに利用者を特化
したパソコンなどの新製品に力を入れている。
一方、ＴＶ関連は、消費増税の反動減もあり前年

を下回って推移している。ただ、国内生産を中止し
海外へ移転させたり、アウトソーシングの割合を高

中近東などでは好調だった。
先行きも、公共事業や復興需要により国内のトラッ

ク需要は比較的堅調に推移すると見込まれ、生産も
現状程度の水準が続くだろう。
部品メーカー：部品メーカーの生産は、乗用車やト
ラックの完成車メーカーの生産が堅調に推移してい
るため、増産が続いたようだ。生産の増加により売上
は増収となっているが、売れ行きが好調な小型車は
利幅が小さく、収益面では厳しいとみられる。
先行きについては、完成車メーカーと同様に、部品

メーカーの生産も前年に比べ減少する可能性がある。
懸念材料としては、円安により仕入・原材料価格

が上昇していることや、人手不足が顕在化し派遣社
員の採用が難しくなりつつあり、賃金コストも上昇傾
向にあることがあげられ、収益面への影響が懸念さ
れる。

(4) 鉄鋼…底堅く推移
７～９月期の棒鋼の生産は、２月の大雪で工場設備
に被害を受けたメーカーが、生産を再開したこともあ
り、４～６月期に比べて増加した。基調としても、首都
圏の堅調な建設需要を受けて、生産は底堅く推移し
ている。なかでも、ショッピングモールなど大型商業施
設向けが増加しており、高速道路ＩＣ周辺の物流倉庫
向けも引き続き伸びが高い。介護施設向けも堅調に
推移しているものの、好調だった病院向けは少し落ち
着いてきた。一方、製造業による工場新増設といった
動きは、依然として、ほとんどみられない。

産業天気図

天気図の見方

現状
（7月～9月）

今後
（10月～12月）

晴 薄日 曇 小雨 雨

電気機械

輸送機械

一般機械

鉄　　鋼

建　　設

大型小売店

先行きは、受注残からみて順調に推移するとみら
れるが、人手不足から工事の遅延が心配。
　民間工事は、福祉関連を中心に底堅く推移。先行
きは、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくる
と期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減、
建築コストの上昇などから前年を下回る。先行きは、
建築コストの上昇から様子見の姿勢が強まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税の影響が和らぎ売
上は前年をやや上回ったとみられる。先行きは、物
価上昇により実質所得が目減りしているため、大き
な増加は期待しにくく前年並みとなろう。

るようだ。
10～12月期についても、設備投資減税や新ものづ

くり補助金などの政策効果が下支えすることもあり、
一般機械の生産は引き続き、緩やかに回復を続ける
と見込まれる。

(2)電気機械…前年を上回る
７～９月期の生産は、消費増税に伴う反動減や天
候不順から家電製品が前年を下回って推移したもの
の、産業向けや北米向けの自動車関連が順調だった
ため、全体では前年を上回った。
生産の持ち直し、業務の合理化や効率化などか

ら、収益は改善してきている。大手企業では、今春
にベースアップを実施したようだが、中堅・中小企
業では、ベースアップではなくボーナスで還元する
企業が多いようだ。ただ、中堅・中小企業でも、収益
が安定してくれば、ベースアップを検討したいとし
ている。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引き
続き順調に推移している。産業向けは、堅調に推移し
ている。
白物家電は、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など、いず
れも前年を下回って推移している。ただ、本体幅が従
来機種と同じで容量は大きくなっている冷蔵庫や、運
転音が静かな高機能モーター搭載洗濯機、高い洗
浄力を誇る洗濯機などの高付加価値な製品、ルーム
エアコンもセンサー搭載により人の居場所を検知し、
過度な冷暖房を抑える省エネタイプの機種などには

めるなど、効率化が進められ、収益的には赤字から
黒字化し、安定して推移している。フルハイビジョン
の約４倍の解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価
値製品へ生産をシフトさせるなどの動きが強まって
いる。
先行きは、消費増税に伴う反動減の影響が薄れて

くること、新製品の投入などから、徐々に回復してくる
と期待されている。また、各社とも安定した収益確保
が期待できるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させ
ている。

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：７～９月期の県内の販売台数は、消費増税後
の反動減により前年割れとなった。販売が好調だった
軽自動車の減少が大きく、減少幅は４～６月期に比べ
拡大した。消費増税前の駆け込み需要で膨らんでい
た受注残が解消した影響もあったとみられる。また、
販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつきが
大きかった。
生産動向をみると、県内の完成車メーカーの販売

は昨秋に新型車を投入した効果で好調を維持してい
るため、７～９月期の県内生産は前年に比べ増加した
ようだ。ただし、前年の生産水準が低かったことによ
る反動増という面もある。県内の輸送機械（乗用車
のほかトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生
産指数は、７月には前年比46.7％増と前年を大きく
上回る水準となった。
先行きについては、県内の生産は、新型車効果が
一巡することや、昨年は秋以降に増税による駆け込
み購入があったことに加え、在庫水準が上昇している
ことから、前年対比でみると減少の可能性がある。
トラック関連：７～９月期のトラックの生産は前年並み
で推移したようだ。消費増税の影響は限定的だった
とみられ、国内の景気回復や経済対策による公共投
資の増加、震災の復興需要等の要因で国内販売が
好調だった。海外ではタイでの販売は不振だったが

電気料金の大幅な上昇などから、棒鋼メーカーの
収益は厳しい状況が続いている。原料のスクラップ
価格が、比較的落ち着いて推移しているため、足元
のスプレッドは若干改善しているものの、今後、スク
ラップ価格が上昇に転じるようだと、収益は再び悪化
することが懸念される。
建設現場では、鉄筋工や型枠工などの人手不足

が続いており、棒鋼の生産は、工事の進捗にあわせ
て、徐々に受注残をこなすような状況にある。建設現
場の人手不足は、当面、解消の目途が立たないこと
から、棒鋼の生産量も、先行き大幅な伸びは想定しに
くい。10～12月期の棒鋼の生産量は、７～９月期対比、
緩やかな増加を見込む。
７～９月期の鋳物の生産は、夏期節電への協力に
伴って電炉が減産した影響もあり、４～６月期に比べ
て若干減少した。しかし、受注量そのものは落ちてお
らず、前年同時期との比較では、ほぼ前年並みの水
準を維持している。
業種別では、輸出が弱含んでいる建設機械向けは、
伸び悩んでいるものの、工作機械向けは、国内設備
投資の持ち直しを受けて、やや生産が上向いている。
鋳鉄管やマンホールなど公共工事向けは、引き続き
堅調に推移している。
収益は厳しい状況が続いている。消費増税分の価
格転嫁は、納入先の多くが受け入れているものの、電
気料金引き上げ等を理由とした価格改定には、厳し
い対応の先が多いようだ。
10～12月期の鋳物の生産は、緩やかに持ち直す

とみられる。ただし、納期が短い仕事が多く、生産性
を上げにくいこともあり、収益は引き続き厳しい状況
が続こう。
 
(5)建設…順調に推移
建設は、７～９月期は引き続き建設資材価格や人
件費、輸送費などの建築コストが上昇したものの、公
共工事を中心に総じて順調に推移している。
先行きは、受注残を１年分程度確保できており、順
調な動きが続くとみられる。また、受注残が高水準な
こともあり、各社とも選別受注を強めており、収益は
確保できているようだ。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修など
の工事を中心に順調だが、公共投資の入札は不調
が増加している。
不調の要因として、現場監督者不足が挙げられる。
入札に参加して、小口な案件などには、積極的に受
注を目指さない業者が多くなっており、不調が増加す
る要因の一つとなっている
現場監督者不足については、今までは中途採用で
対応していたが、それでは間に合わなくなってきてい
るため、最近では女性の現場監督者の育成を図って
いる企業もある。
先行きは、2014年度予算の前倒し執行などから、
受注が増加しており、当面、順調に推移するとみられ
る。一部には、2014年度の補正予算に期待する声も
聞かれた。

人手不足から工事の遅延を心配する声もあった。
工期通りに完成させるためには、追加の人手を確保
する必要があるため、さらに労務費コストが増加し、
収益を圧迫する要因となりかねない。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・介
護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移してい
る。しかし、足元での、建設資材価格の上昇、人手不
足などから、民間からの引き合いは様子見の状態が
続いている。
先行きは、景気回復を実感できれば、工場や倉庫、

ビルなどの民間設備投資の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税の
反動減や、建築コスト上昇による供給減から、前年を
下回って推移している。建築コストの上昇分を販売価
格に転嫁できないため、無理して供給を増やし在庫
を抱えるよりも、売れそうな物件に絞りこんで対応し
ているようだ。
日本不動産研究所によると、首都圏のマンション契
約率は低下している。首都圏の中でも地価が比較的
高い東京都（特に23区内）、神奈川県は、マンション
販売価格に占める建築コストの割合が相対的に低い
ため、建築コスト上昇分を販売価格に転嫁しても、販
売価格の上昇率への影響は相対的に少なく、かつ優
良物件であることもあり、販売は比較的順調に推移
している。
一方、地価が相対的に低い埼玉県、千葉県では、

やや状況が異なっている。埼玉県では、販売価格に
占める建築コストの割合が高く、それをそのまま転
嫁すると販売価格の大幅値上げとなり、地域に見
合った価格を超えてしまい、苦戦を強いられている。
千葉県では、埼玉県とほぼ同様な環境にあるが、ま
とまった広い土地が比較的入手しやすく、ニュータウ
ン開発などの街づくりをすることができる。街づくり
（大規模開発）ができると、過去の相場観に捉われ

ることなく、新しい販売価格を設定することができる。
そのため、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁す
ることが可能となり、契約率も埼玉県より高くなる傾
向がみられる。
先行きは、顧客からみると消費増税後のため購入
意欲も一段落したこと、建築コストの上昇などから様
子見の姿勢が強まっている。業界では、「集客はでき
るが、販売は難しい」と、顧客は物件購入には一段と
慎重になっている。
なお、2015年10月の消費増税（８％→10％）につ
いては、住宅業界では特別な対策を行っていないよ
うだ。マンションについては時間的に対応できず、分
譲戸建については案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…消費増税の影響和らぐ
百貨店：７～９月期の県内百貨店の売上は、前年をや
や上回り、４～６月期の減少から増加に転じたとみら
れる。消費増税による反動減の影響は、徐々に薄れ
てきているようだ。今夏は、猛暑の後、気温の低下が
昨年に比べ早く、８月の終わり頃から秋冬物の衣料
品の販売が伸びた。コートが売れているほか、寝具に
も動きが出ている。宝飾品や高級ブランド品などの高
額品については、消費増税の影響が残り前年割れと
なっているが、より高額の百万円以上の高額品は売
れているという。
消費者の動向をみると、昨年からみられていた品
質重視の動きは今も続いている。肉や鮮魚などでは、
これまでより値段が高く、品質の高い商品を求める消
費者が増えている。価値のあるものを買う、こだわり
があるものは買う、といった傾向が強まっているようだ。
賃上げやボーナスの増加、時給の上昇など、消費者
の所得が改善方向にあることが、こうした消費行動を
支えているとみられる。
一方、消費増税後は、消費のメリハリがよりはっき

りしてきたという指摘もあった。牛肉は高級和牛が売
れる一方、日常の野菜は値段の安いものを購入した
り、セールの期間を長くし値段を下げても、不要なも
のは買わないといった動きがある。
先行きについては、昨年は12月頃から消費増税に

よる駆け込み購入があったこともあり、前年対比では
減少する月もあるとみられるが、前年並みの売上は
確保すると予想される。
スーパー：スーパーの売上への消費増税による反動
減は、比較的短期間で収束したとみられる。県内スー
パーの販売額は、消費増税のあった４月に大きく減少
したものの５月以降はプラスに転じており、７～９月期
の売上も既存店ベース、新設店を含めた全店ベース
とも前年を上回った模様である。
衣料品の売上は前年割れとなったが、食料品の売
上が堅調だった。ただ食料品の売上は、野菜や肉類
などの相場高により押し上げられた面もあり、全体の
売上が復調したとまでは言い切れないようだ。
食料品などではワンランク上の商品の購入が増え

ており、品質がよく、価格もやや高めの商品を選ぶと
いう消費者の動きは続いているが、品質にあまり差
のない日用品については、低価格志向・節約志向が
強まる傾向もみられた。
先行きについては、消費者の所得は改善の方向に

あるものの、消費増税や円安による物価上昇で実質
所得は目減りしているため、大きな増加は期待しにく
く、前年並みの売上で推移するだろう。

●鉱工業生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

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

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
（注）一般機械＝はん用機械＋生産用機械＋業務用機械
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埼玉県における産業動向と見通し
生産は持ち直し、先行きは緩やかな回復を期待

わが国経済は、緩やかな回復基調が続いており、
消費増税に伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつあ
る。先行きは、消費増税の駆け込み需要の反動減の
影響が薄れ、各種政策の効果が発現するなかで、緩
やかに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、消費増税に伴う駆け込み需要の
反動減の影響が和らぎ、持ち直している。先行きは、
緩やかな回復が期待されている。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が一般機械、鉄鋼、

建設、曇が電気機械、輸送機械、大型小売店の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、一部で消費増税に伴う反動
減もみられた４～６月期から、緩やかに回復した。先
行きについても、生産は引き続き緩やかな回復を
続けると見込まれる。
〇電気機械の生産は、家電製品に消費増税に伴う
反動減がみられたが、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったため、全体では前年を上回っ
た。先行きは、新製品の投入などから徐々に回復し
てくると期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年を上回って推移したとみら
れる。先行きの乗用車生産は、新型車効果の一巡
などから、前年対比でみると減少の可能性がある。
〇鉄鋼の生産は、堅調な建設需要を受けて、底堅く
推移している。先行きについても、引き続き生産は
緩やかな増加を見込む。
○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行き
は、受注残が高水準となっており、順調な動きが続
くとみられる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事など
を中心に順調だが、入札での不調が増加している。 

(1)一般機械…緩やかに回復
一般機械の７～９月期の生産は、一部で消費増税

に伴う反動減もみられた４～６月期から、緩やかに回
復した。
工作機械関連は、海外からの受注好調に加え、国

内設備投資も徐々に持ち直してきたことなどから、総
じて堅調に推移した。
自動車関連では、一部で旋盤や成型機などの需要
は出ているものの、海外生産比率の上昇を受け、大
型の金型などは苦戦している。
建設機械関連も、資源国向けの輸出伸び悩みなど

から、中小型機が下支えするなか、大型機械の一部
で生産がスローダウンしている。
電機関連では、スマホ・タブレット端末向け部品等

の輸出が好調な企業がみられる。発電関連では、風
力発電設備などは一時の勢いがなくなっているもの
の、ガスタービン等は引き続き堅調に推移しており、
企業の参入が続く植物工場設備向けなどの動きも活
発になっている。
製造現場では、パート・アルバイトなどの時給が上
昇しており、派遣社員などの採用も以前より難しく
なっている。人件費の増加は、メーカーのコストアッ
プ要因となる一方、「採用が厳しくなっている企業を
中心に、省力化機器などのニーズを高めている」こ
とが、一般機械の受注増加につながっている面もあ

概況

主要産業の動向

関心が高い。
パソコンは、消費増税とウィンドウズＸＰのサポート
終了に伴い買い替え特需が起きたが、７～９月期はそ
の反動減が引き続きみられた。業界では、反動減の
影響が長引くとみており、各社とも特徴のある、高精
細の４Ｋパソコン、女性やシニア向けに利用者を特化
したパソコンなどの新製品に力を入れている。
一方、ＴＶ関連は、消費増税の反動減もあり前年

を下回って推移している。ただ、国内生産を中止し
海外へ移転させたり、アウトソーシングの割合を高

中近東などでは好調だった。
先行きも、公共事業や復興需要により国内のトラッ

ク需要は比較的堅調に推移すると見込まれ、生産も
現状程度の水準が続くだろう。
部品メーカー：部品メーカーの生産は、乗用車やト
ラックの完成車メーカーの生産が堅調に推移してい
るため、増産が続いたようだ。生産の増加により売上
は増収となっているが、売れ行きが好調な小型車は
利幅が小さく、収益面では厳しいとみられる。
先行きについては、完成車メーカーと同様に、部品

メーカーの生産も前年に比べ減少する可能性がある。
懸念材料としては、円安により仕入・原材料価格

が上昇していることや、人手不足が顕在化し派遣社
員の採用が難しくなりつつあり、賃金コストも上昇傾
向にあることがあげられ、収益面への影響が懸念さ
れる。

(4) 鉄鋼…底堅く推移
７～９月期の棒鋼の生産は、２月の大雪で工場設備
に被害を受けたメーカーが、生産を再開したこともあ
り、４～６月期に比べて増加した。基調としても、首都
圏の堅調な建設需要を受けて、生産は底堅く推移し
ている。なかでも、ショッピングモールなど大型商業施
設向けが増加しており、高速道路ＩＣ周辺の物流倉庫
向けも引き続き伸びが高い。介護施設向けも堅調に
推移しているものの、好調だった病院向けは少し落ち
着いてきた。一方、製造業による工場新増設といった
動きは、依然として、ほとんどみられない。

産業天気図

天気図の見方

現状
（7月～9月）

今後
（10月～12月）

晴 薄日 曇 小雨 雨

電気機械

輸送機械

一般機械

鉄　　鋼

建　　設

大型小売店

先行きは、受注残からみて順調に推移するとみら
れるが、人手不足から工事の遅延が心配。
　民間工事は、福祉関連を中心に底堅く推移。先行
きは、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくる
と期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減、
建築コストの上昇などから前年を下回る。先行きは、
建築コストの上昇から様子見の姿勢が強まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税の影響が和らぎ売
上は前年をやや上回ったとみられる。先行きは、物
価上昇により実質所得が目減りしているため、大き
な増加は期待しにくく前年並みとなろう。

るようだ。
10～12月期についても、設備投資減税や新ものづ

くり補助金などの政策効果が下支えすることもあり、
一般機械の生産は引き続き、緩やかに回復を続ける
と見込まれる。

(2)電気機械…前年を上回る
７～９月期の生産は、消費増税に伴う反動減や天
候不順から家電製品が前年を下回って推移したもの
の、産業向けや北米向けの自動車関連が順調だった
ため、全体では前年を上回った。
生産の持ち直し、業務の合理化や効率化などか

ら、収益は改善してきている。大手企業では、今春
にベースアップを実施したようだが、中堅・中小企
業では、ベースアップではなくボーナスで還元する
企業が多いようだ。ただ、中堅・中小企業でも、収益
が安定してくれば、ベースアップを検討したいとし
ている。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引き
続き順調に推移している。産業向けは、堅調に推移し
ている。
白物家電は、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など、いず
れも前年を下回って推移している。ただ、本体幅が従
来機種と同じで容量は大きくなっている冷蔵庫や、運
転音が静かな高機能モーター搭載洗濯機、高い洗
浄力を誇る洗濯機などの高付加価値な製品、ルーム
エアコンもセンサー搭載により人の居場所を検知し、
過度な冷暖房を抑える省エネタイプの機種などには

めるなど、効率化が進められ、収益的には赤字から
黒字化し、安定して推移している。フルハイビジョン
の約４倍の解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価
値製品へ生産をシフトさせるなどの動きが強まって
いる。
先行きは、消費増税に伴う反動減の影響が薄れて

くること、新製品の投入などから、徐々に回復してくる
と期待されている。また、各社とも安定した収益確保
が期待できるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させ
ている。

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：７～９月期の県内の販売台数は、消費増税後
の反動減により前年割れとなった。販売が好調だった
軽自動車の減少が大きく、減少幅は４～６月期に比べ
拡大した。消費増税前の駆け込み需要で膨らんでい
た受注残が解消した影響もあったとみられる。また、
販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつきが
大きかった。
生産動向をみると、県内の完成車メーカーの販売

は昨秋に新型車を投入した効果で好調を維持してい
るため、７～９月期の県内生産は前年に比べ増加した
ようだ。ただし、前年の生産水準が低かったことによ
る反動増という面もある。県内の輸送機械（乗用車
のほかトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生
産指数は、７月には前年比46.7％増と前年を大きく
上回る水準となった。
先行きについては、県内の生産は、新型車効果が
一巡することや、昨年は秋以降に増税による駆け込
み購入があったことに加え、在庫水準が上昇している
ことから、前年対比でみると減少の可能性がある。
トラック関連：７～９月期のトラックの生産は前年並み
で推移したようだ。消費増税の影響は限定的だった
とみられ、国内の景気回復や経済対策による公共投
資の増加、震災の復興需要等の要因で国内販売が
好調だった。海外ではタイでの販売は不振だったが

電気料金の大幅な上昇などから、棒鋼メーカーの
収益は厳しい状況が続いている。原料のスクラップ
価格が、比較的落ち着いて推移しているため、足元
のスプレッドは若干改善しているものの、今後、スク
ラップ価格が上昇に転じるようだと、収益は再び悪化
することが懸念される。
建設現場では、鉄筋工や型枠工などの人手不足

が続いており、棒鋼の生産は、工事の進捗にあわせ
て、徐々に受注残をこなすような状況にある。建設現
場の人手不足は、当面、解消の目途が立たないこと
から、棒鋼の生産量も、先行き大幅な伸びは想定しに
くい。10～12月期の棒鋼の生産量は、７～９月期対比、
緩やかな増加を見込む。
７～９月期の鋳物の生産は、夏期節電への協力に
伴って電炉が減産した影響もあり、４～６月期に比べ
て若干減少した。しかし、受注量そのものは落ちてお
らず、前年同時期との比較では、ほぼ前年並みの水
準を維持している。
業種別では、輸出が弱含んでいる建設機械向けは、
伸び悩んでいるものの、工作機械向けは、国内設備
投資の持ち直しを受けて、やや生産が上向いている。
鋳鉄管やマンホールなど公共工事向けは、引き続き
堅調に推移している。
収益は厳しい状況が続いている。消費増税分の価
格転嫁は、納入先の多くが受け入れているものの、電
気料金引き上げ等を理由とした価格改定には、厳し
い対応の先が多いようだ。
10～12月期の鋳物の生産は、緩やかに持ち直す

とみられる。ただし、納期が短い仕事が多く、生産性
を上げにくいこともあり、収益は引き続き厳しい状況
が続こう。
 
(5)建設…順調に推移
建設は、７～９月期は引き続き建設資材価格や人
件費、輸送費などの建築コストが上昇したものの、公
共工事を中心に総じて順調に推移している。
先行きは、受注残を１年分程度確保できており、順
調な動きが続くとみられる。また、受注残が高水準な
こともあり、各社とも選別受注を強めており、収益は
確保できているようだ。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修など
の工事を中心に順調だが、公共投資の入札は不調
が増加している。
不調の要因として、現場監督者不足が挙げられる。
入札に参加して、小口な案件などには、積極的に受
注を目指さない業者が多くなっており、不調が増加す
る要因の一つとなっている
現場監督者不足については、今までは中途採用で
対応していたが、それでは間に合わなくなってきてい
るため、最近では女性の現場監督者の育成を図って
いる企業もある。
先行きは、2014年度予算の前倒し執行などから、
受注が増加しており、当面、順調に推移するとみられ
る。一部には、2014年度の補正予算に期待する声も
聞かれた。

人手不足から工事の遅延を心配する声もあった。
工期通りに完成させるためには、追加の人手を確保
する必要があるため、さらに労務費コストが増加し、
収益を圧迫する要因となりかねない。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・介
護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移してい
る。しかし、足元での、建設資材価格の上昇、人手不
足などから、民間からの引き合いは様子見の状態が
続いている。
先行きは、景気回復を実感できれば、工場や倉庫、

ビルなどの民間設備投資の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税の
反動減や、建築コスト上昇による供給減から、前年を
下回って推移している。建築コストの上昇分を販売価
格に転嫁できないため、無理して供給を増やし在庫
を抱えるよりも、売れそうな物件に絞りこんで対応し
ているようだ。
日本不動産研究所によると、首都圏のマンション契
約率は低下している。首都圏の中でも地価が比較的
高い東京都（特に23区内）、神奈川県は、マンション
販売価格に占める建築コストの割合が相対的に低い
ため、建築コスト上昇分を販売価格に転嫁しても、販
売価格の上昇率への影響は相対的に少なく、かつ優
良物件であることもあり、販売は比較的順調に推移
している。
一方、地価が相対的に低い埼玉県、千葉県では、

やや状況が異なっている。埼玉県では、販売価格に
占める建築コストの割合が高く、それをそのまま転
嫁すると販売価格の大幅値上げとなり、地域に見
合った価格を超えてしまい、苦戦を強いられている。
千葉県では、埼玉県とほぼ同様な環境にあるが、ま
とまった広い土地が比較的入手しやすく、ニュータウ
ン開発などの街づくりをすることができる。街づくり
（大規模開発）ができると、過去の相場観に捉われ

ることなく、新しい販売価格を設定することができる。
そのため、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁す
ることが可能となり、契約率も埼玉県より高くなる傾
向がみられる。
先行きは、顧客からみると消費増税後のため購入
意欲も一段落したこと、建築コストの上昇などから様
子見の姿勢が強まっている。業界では、「集客はでき
るが、販売は難しい」と、顧客は物件購入には一段と
慎重になっている。
なお、2015年10月の消費増税（８％→10％）につ
いては、住宅業界では特別な対策を行っていないよ
うだ。マンションについては時間的に対応できず、分
譲戸建については案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…消費増税の影響和らぐ
百貨店：７～９月期の県内百貨店の売上は、前年をや
や上回り、４～６月期の減少から増加に転じたとみら
れる。消費増税による反動減の影響は、徐々に薄れ
てきているようだ。今夏は、猛暑の後、気温の低下が
昨年に比べ早く、８月の終わり頃から秋冬物の衣料
品の販売が伸びた。コートが売れているほか、寝具に
も動きが出ている。宝飾品や高級ブランド品などの高
額品については、消費増税の影響が残り前年割れと
なっているが、より高額の百万円以上の高額品は売
れているという。
消費者の動向をみると、昨年からみられていた品
質重視の動きは今も続いている。肉や鮮魚などでは、
これまでより値段が高く、品質の高い商品を求める消
費者が増えている。価値のあるものを買う、こだわり
があるものは買う、といった傾向が強まっているようだ。
賃上げやボーナスの増加、時給の上昇など、消費者
の所得が改善方向にあることが、こうした消費行動を
支えているとみられる。
一方、消費増税後は、消費のメリハリがよりはっき

りしてきたという指摘もあった。牛肉は高級和牛が売
れる一方、日常の野菜は値段の安いものを購入した
り、セールの期間を長くし値段を下げても、不要なも
のは買わないといった動きがある。
先行きについては、昨年は12月頃から消費増税に

よる駆け込み購入があったこともあり、前年対比では
減少する月もあるとみられるが、前年並みの売上は
確保すると予想される。
スーパー：スーパーの売上への消費増税による反動
減は、比較的短期間で収束したとみられる。県内スー
パーの販売額は、消費増税のあった４月に大きく減少
したものの５月以降はプラスに転じており、７～９月期
の売上も既存店ベース、新設店を含めた全店ベース
とも前年を上回った模様である。
衣料品の売上は前年割れとなったが、食料品の売
上が堅調だった。ただ食料品の売上は、野菜や肉類
などの相場高により押し上げられた面もあり、全体の
売上が復調したとまでは言い切れないようだ。
食料品などではワンランク上の商品の購入が増え

ており、品質がよく、価格もやや高めの商品を選ぶと
いう消費者の動きは続いているが、品質にあまり差
のない日用品については、低価格志向・節約志向が
強まる傾向もみられた。
先行きについては、消費者の所得は改善の方向に

あるものの、消費増税や円安による物価上昇で実質
所得は目減りしているため、大きな増加は期待しにく
く、前年並みの売上で推移するだろう。

●鉱工業生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

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

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
（注）一般機械＝はん用機械＋生産用機械＋業務用機械
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わが国経済は、緩やかな回復基調が続いており、
消費増税に伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつあ
る。先行きは、消費増税の駆け込み需要の反動減の
影響が薄れ、各種政策の効果が発現するなかで、緩
やかに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、消費増税に伴う駆け込み需要の
反動減の影響が和らぎ、持ち直している。先行きは、
緩やかな回復が期待されている。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が一般機械、鉄鋼、

建設、曇が電気機械、輸送機械、大型小売店の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、一部で消費増税に伴う反動
減もみられた４～６月期から、緩やかに回復した。先
行きについても、生産は引き続き緩やかな回復を
続けると見込まれる。
〇電気機械の生産は、家電製品に消費増税に伴う
反動減がみられたが、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったため、全体では前年を上回っ
た。先行きは、新製品の投入などから徐々に回復し
てくると期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年を上回って推移したとみら
れる。先行きの乗用車生産は、新型車効果の一巡
などから、前年対比でみると減少の可能性がある。
〇鉄鋼の生産は、堅調な建設需要を受けて、底堅く
推移している。先行きについても、引き続き生産は
緩やかな増加を見込む。
○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行き
は、受注残が高水準となっており、順調な動きが続
くとみられる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事など
を中心に順調だが、入札での不調が増加している。 

(1)一般機械…緩やかに回復
一般機械の７～９月期の生産は、一部で消費増税

に伴う反動減もみられた４～６月期から、緩やかに回
復した。
工作機械関連は、海外からの受注好調に加え、国

内設備投資も徐々に持ち直してきたことなどから、総
じて堅調に推移した。
自動車関連では、一部で旋盤や成型機などの需要
は出ているものの、海外生産比率の上昇を受け、大
型の金型などは苦戦している。
建設機械関連も、資源国向けの輸出伸び悩みなど

から、中小型機が下支えするなか、大型機械の一部
で生産がスローダウンしている。
電機関連では、スマホ・タブレット端末向け部品等

の輸出が好調な企業がみられる。発電関連では、風
力発電設備などは一時の勢いがなくなっているもの
の、ガスタービン等は引き続き堅調に推移しており、
企業の参入が続く植物工場設備向けなどの動きも活
発になっている。
製造現場では、パート・アルバイトなどの時給が上
昇しており、派遣社員などの採用も以前より難しく
なっている。人件費の増加は、メーカーのコストアッ
プ要因となる一方、「採用が厳しくなっている企業を
中心に、省力化機器などのニーズを高めている」こ
とが、一般機械の受注増加につながっている面もあ

関心が高い。
パソコンは、消費増税とウィンドウズＸＰのサポート
終了に伴い買い替え特需が起きたが、７～９月期はそ
の反動減が引き続きみられた。業界では、反動減の
影響が長引くとみており、各社とも特徴のある、高精
細の４Ｋパソコン、女性やシニア向けに利用者を特化
したパソコンなどの新製品に力を入れている。
一方、ＴＶ関連は、消費増税の反動減もあり前年

を下回って推移している。ただ、国内生産を中止し
海外へ移転させたり、アウトソーシングの割合を高

中近東などでは好調だった。
先行きも、公共事業や復興需要により国内のトラッ

ク需要は比較的堅調に推移すると見込まれ、生産も
現状程度の水準が続くだろう。
部品メーカー：部品メーカーの生産は、乗用車やト
ラックの完成車メーカーの生産が堅調に推移してい
るため、増産が続いたようだ。生産の増加により売上
は増収となっているが、売れ行きが好調な小型車は
利幅が小さく、収益面では厳しいとみられる。
先行きについては、完成車メーカーと同様に、部品

メーカーの生産も前年に比べ減少する可能性がある。
懸念材料としては、円安により仕入・原材料価格

が上昇していることや、人手不足が顕在化し派遣社
員の採用が難しくなりつつあり、賃金コストも上昇傾
向にあることがあげられ、収益面への影響が懸念さ
れる。

(4) 鉄鋼…底堅く推移
７～９月期の棒鋼の生産は、２月の大雪で工場設備
に被害を受けたメーカーが、生産を再開したこともあ
り、４～６月期に比べて増加した。基調としても、首都
圏の堅調な建設需要を受けて、生産は底堅く推移し
ている。なかでも、ショッピングモールなど大型商業施
設向けが増加しており、高速道路ＩＣ周辺の物流倉庫
向けも引き続き伸びが高い。介護施設向けも堅調に
推移しているものの、好調だった病院向けは少し落ち
着いてきた。一方、製造業による工場新増設といった
動きは、依然として、ほとんどみられない。

先行きは、受注残からみて順調に推移するとみら
れるが、人手不足から工事の遅延が心配。
　民間工事は、福祉関連を中心に底堅く推移。先行
きは、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくる
と期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減、
建築コストの上昇などから前年を下回る。先行きは、
建築コストの上昇から様子見の姿勢が強まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税の影響が和らぎ売
上は前年をやや上回ったとみられる。先行きは、物
価上昇により実質所得が目減りしているため、大き
な増加は期待しにくく前年並みとなろう。

るようだ。
10～12月期についても、設備投資減税や新ものづ

くり補助金などの政策効果が下支えすることもあり、
一般機械の生産は引き続き、緩やかに回復を続ける
と見込まれる。

(2)電気機械…前年を上回る
７～９月期の生産は、消費増税に伴う反動減や天
候不順から家電製品が前年を下回って推移したもの
の、産業向けや北米向けの自動車関連が順調だった
ため、全体では前年を上回った。
生産の持ち直し、業務の合理化や効率化などか

ら、収益は改善してきている。大手企業では、今春
にベースアップを実施したようだが、中堅・中小企
業では、ベースアップではなくボーナスで還元する
企業が多いようだ。ただ、中堅・中小企業でも、収益
が安定してくれば、ベースアップを検討したいとし
ている。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引き
続き順調に推移している。産業向けは、堅調に推移し
ている。
白物家電は、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など、いず
れも前年を下回って推移している。ただ、本体幅が従
来機種と同じで容量は大きくなっている冷蔵庫や、運
転音が静かな高機能モーター搭載洗濯機、高い洗
浄力を誇る洗濯機などの高付加価値な製品、ルーム
エアコンもセンサー搭載により人の居場所を検知し、
過度な冷暖房を抑える省エネタイプの機種などには

めるなど、効率化が進められ、収益的には赤字から
黒字化し、安定して推移している。フルハイビジョン
の約４倍の解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価
値製品へ生産をシフトさせるなどの動きが強まって
いる。
先行きは、消費増税に伴う反動減の影響が薄れて

くること、新製品の投入などから、徐々に回復してくる
と期待されている。また、各社とも安定した収益確保
が期待できるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させ
ている。

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：７～９月期の県内の販売台数は、消費増税後
の反動減により前年割れとなった。販売が好調だった
軽自動車の減少が大きく、減少幅は４～６月期に比べ
拡大した。消費増税前の駆け込み需要で膨らんでい
た受注残が解消した影響もあったとみられる。また、
販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつきが
大きかった。
生産動向をみると、県内の完成車メーカーの販売

は昨秋に新型車を投入した効果で好調を維持してい
るため、７～９月期の県内生産は前年に比べ増加した
ようだ。ただし、前年の生産水準が低かったことによ
る反動増という面もある。県内の輸送機械（乗用車
のほかトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生
産指数は、７月には前年比46.7％増と前年を大きく
上回る水準となった。
先行きについては、県内の生産は、新型車効果が
一巡することや、昨年は秋以降に増税による駆け込
み購入があったことに加え、在庫水準が上昇している
ことから、前年対比でみると減少の可能性がある。
トラック関連：７～９月期のトラックの生産は前年並み
で推移したようだ。消費増税の影響は限定的だった
とみられ、国内の景気回復や経済対策による公共投
資の増加、震災の復興需要等の要因で国内販売が
好調だった。海外ではタイでの販売は不振だったが

電気料金の大幅な上昇などから、棒鋼メーカーの
収益は厳しい状況が続いている。原料のスクラップ
価格が、比較的落ち着いて推移しているため、足元
のスプレッドは若干改善しているものの、今後、スク
ラップ価格が上昇に転じるようだと、収益は再び悪化
することが懸念される。
建設現場では、鉄筋工や型枠工などの人手不足

が続いており、棒鋼の生産は、工事の進捗にあわせ
て、徐々に受注残をこなすような状況にある。建設現
場の人手不足は、当面、解消の目途が立たないこと
から、棒鋼の生産量も、先行き大幅な伸びは想定しに
くい。10～12月期の棒鋼の生産量は、７～９月期対比、
緩やかな増加を見込む。
７～９月期の鋳物の生産は、夏期節電への協力に
伴って電炉が減産した影響もあり、４～６月期に比べ
て若干減少した。しかし、受注量そのものは落ちてお
らず、前年同時期との比較では、ほぼ前年並みの水
準を維持している。
業種別では、輸出が弱含んでいる建設機械向けは、
伸び悩んでいるものの、工作機械向けは、国内設備
投資の持ち直しを受けて、やや生産が上向いている。
鋳鉄管やマンホールなど公共工事向けは、引き続き
堅調に推移している。
収益は厳しい状況が続いている。消費増税分の価
格転嫁は、納入先の多くが受け入れているものの、電
気料金引き上げ等を理由とした価格改定には、厳し
い対応の先が多いようだ。
10～12月期の鋳物の生産は、緩やかに持ち直す

とみられる。ただし、納期が短い仕事が多く、生産性
を上げにくいこともあり、収益は引き続き厳しい状況
が続こう。
 
(5)建設…順調に推移
建設は、７～９月期は引き続き建設資材価格や人
件費、輸送費などの建築コストが上昇したものの、公
共工事を中心に総じて順調に推移している。
先行きは、受注残を１年分程度確保できており、順
調な動きが続くとみられる。また、受注残が高水準な
こともあり、各社とも選別受注を強めており、収益は
確保できているようだ。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修など
の工事を中心に順調だが、公共投資の入札は不調
が増加している。
不調の要因として、現場監督者不足が挙げられる。
入札に参加して、小口な案件などには、積極的に受
注を目指さない業者が多くなっており、不調が増加す
る要因の一つとなっている
現場監督者不足については、今までは中途採用で
対応していたが、それでは間に合わなくなってきてい
るため、最近では女性の現場監督者の育成を図って
いる企業もある。
先行きは、2014年度予算の前倒し執行などから、
受注が増加しており、当面、順調に推移するとみられ
る。一部には、2014年度の補正予算に期待する声も
聞かれた。

人手不足から工事の遅延を心配する声もあった。
工期通りに完成させるためには、追加の人手を確保
する必要があるため、さらに労務費コストが増加し、
収益を圧迫する要因となりかねない。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・介
護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移してい
る。しかし、足元での、建設資材価格の上昇、人手不
足などから、民間からの引き合いは様子見の状態が
続いている。
先行きは、景気回復を実感できれば、工場や倉庫、

ビルなどの民間設備投資の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税の
反動減や、建築コスト上昇による供給減から、前年を
下回って推移している。建築コストの上昇分を販売価
格に転嫁できないため、無理して供給を増やし在庫
を抱えるよりも、売れそうな物件に絞りこんで対応し
ているようだ。
日本不動産研究所によると、首都圏のマンション契
約率は低下している。首都圏の中でも地価が比較的
高い東京都（特に23区内）、神奈川県は、マンション
販売価格に占める建築コストの割合が相対的に低い
ため、建築コスト上昇分を販売価格に転嫁しても、販
売価格の上昇率への影響は相対的に少なく、かつ優
良物件であることもあり、販売は比較的順調に推移
している。
一方、地価が相対的に低い埼玉県、千葉県では、

やや状況が異なっている。埼玉県では、販売価格に
占める建築コストの割合が高く、それをそのまま転
嫁すると販売価格の大幅値上げとなり、地域に見
合った価格を超えてしまい、苦戦を強いられている。
千葉県では、埼玉県とほぼ同様な環境にあるが、ま
とまった広い土地が比較的入手しやすく、ニュータウ
ン開発などの街づくりをすることができる。街づくり
（大規模開発）ができると、過去の相場観に捉われ

ることなく、新しい販売価格を設定することができる。
そのため、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁す
ることが可能となり、契約率も埼玉県より高くなる傾
向がみられる。
先行きは、顧客からみると消費増税後のため購入
意欲も一段落したこと、建築コストの上昇などから様
子見の姿勢が強まっている。業界では、「集客はでき
るが、販売は難しい」と、顧客は物件購入には一段と
慎重になっている。
なお、2015年10月の消費増税（８％→10％）につ
いては、住宅業界では特別な対策を行っていないよ
うだ。マンションについては時間的に対応できず、分
譲戸建については案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…消費増税の影響和らぐ
百貨店：７～９月期の県内百貨店の売上は、前年をや
や上回り、４～６月期の減少から増加に転じたとみら
れる。消費増税による反動減の影響は、徐々に薄れ
てきているようだ。今夏は、猛暑の後、気温の低下が
昨年に比べ早く、８月の終わり頃から秋冬物の衣料
品の販売が伸びた。コートが売れているほか、寝具に
も動きが出ている。宝飾品や高級ブランド品などの高
額品については、消費増税の影響が残り前年割れと
なっているが、より高額の百万円以上の高額品は売
れているという。
消費者の動向をみると、昨年からみられていた品
質重視の動きは今も続いている。肉や鮮魚などでは、
これまでより値段が高く、品質の高い商品を求める消
費者が増えている。価値のあるものを買う、こだわり
があるものは買う、といった傾向が強まっているようだ。
賃上げやボーナスの増加、時給の上昇など、消費者
の所得が改善方向にあることが、こうした消費行動を
支えているとみられる。
一方、消費増税後は、消費のメリハリがよりはっき

りしてきたという指摘もあった。牛肉は高級和牛が売
れる一方、日常の野菜は値段の安いものを購入した
り、セールの期間を長くし値段を下げても、不要なも
のは買わないといった動きがある。
先行きについては、昨年は12月頃から消費増税に

よる駆け込み購入があったこともあり、前年対比では
減少する月もあるとみられるが、前年並みの売上は
確保すると予想される。
スーパー：スーパーの売上への消費増税による反動
減は、比較的短期間で収束したとみられる。県内スー
パーの販売額は、消費増税のあった４月に大きく減少
したものの５月以降はプラスに転じており、７～９月期
の売上も既存店ベース、新設店を含めた全店ベース
とも前年を上回った模様である。
衣料品の売上は前年割れとなったが、食料品の売
上が堅調だった。ただ食料品の売上は、野菜や肉類
などの相場高により押し上げられた面もあり、全体の
売上が復調したとまでは言い切れないようだ。
食料品などではワンランク上の商品の購入が増え

ており、品質がよく、価格もやや高めの商品を選ぶと
いう消費者の動きは続いているが、品質にあまり差
のない日用品については、低価格志向・節約志向が
強まる傾向もみられた。
先行きについては、消費者の所得は改善の方向に

あるものの、消費増税や円安による物価上昇で実質
所得は目減りしているため、大きな増加は期待しにく
く、前年並みの売上で推移するだろう。

●電子部品・デバイスの生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

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

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

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●鉄鋼の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●情報通信機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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わが国経済は、緩やかな回復基調が続いており、
消費増税に伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつあ
る。先行きは、消費増税の駆け込み需要の反動減の
影響が薄れ、各種政策の効果が発現するなかで、緩
やかに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、消費増税に伴う駆け込み需要の
反動減の影響が和らぎ、持ち直している。先行きは、
緩やかな回復が期待されている。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が一般機械、鉄鋼、

建設、曇が電気機械、輸送機械、大型小売店の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、一部で消費増税に伴う反動
減もみられた４～６月期から、緩やかに回復した。先
行きについても、生産は引き続き緩やかな回復を
続けると見込まれる。
〇電気機械の生産は、家電製品に消費増税に伴う
反動減がみられたが、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったため、全体では前年を上回っ
た。先行きは、新製品の投入などから徐々に回復し
てくると期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年を上回って推移したとみら
れる。先行きの乗用車生産は、新型車効果の一巡
などから、前年対比でみると減少の可能性がある。
〇鉄鋼の生産は、堅調な建設需要を受けて、底堅く
推移している。先行きについても、引き続き生産は
緩やかな増加を見込む。
○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行き
は、受注残が高水準となっており、順調な動きが続
くとみられる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事など
を中心に順調だが、入札での不調が増加している。 

(1)一般機械…緩やかに回復
一般機械の７～９月期の生産は、一部で消費増税

に伴う反動減もみられた４～６月期から、緩やかに回
復した。
工作機械関連は、海外からの受注好調に加え、国

内設備投資も徐々に持ち直してきたことなどから、総
じて堅調に推移した。
自動車関連では、一部で旋盤や成型機などの需要
は出ているものの、海外生産比率の上昇を受け、大
型の金型などは苦戦している。
建設機械関連も、資源国向けの輸出伸び悩みなど

から、中小型機が下支えするなか、大型機械の一部
で生産がスローダウンしている。
電機関連では、スマホ・タブレット端末向け部品等

の輸出が好調な企業がみられる。発電関連では、風
力発電設備などは一時の勢いがなくなっているもの
の、ガスタービン等は引き続き堅調に推移しており、
企業の参入が続く植物工場設備向けなどの動きも活
発になっている。
製造現場では、パート・アルバイトなどの時給が上
昇しており、派遣社員などの採用も以前より難しく
なっている。人件費の増加は、メーカーのコストアッ
プ要因となる一方、「採用が厳しくなっている企業を
中心に、省力化機器などのニーズを高めている」こ
とが、一般機械の受注増加につながっている面もあ

関心が高い。
パソコンは、消費増税とウィンドウズＸＰのサポート
終了に伴い買い替え特需が起きたが、７～９月期はそ
の反動減が引き続きみられた。業界では、反動減の
影響が長引くとみており、各社とも特徴のある、高精
細の４Ｋパソコン、女性やシニア向けに利用者を特化
したパソコンなどの新製品に力を入れている。
一方、ＴＶ関連は、消費増税の反動減もあり前年

を下回って推移している。ただ、国内生産を中止し
海外へ移転させたり、アウトソーシングの割合を高

中近東などでは好調だった。
先行きも、公共事業や復興需要により国内のトラッ

ク需要は比較的堅調に推移すると見込まれ、生産も
現状程度の水準が続くだろう。
部品メーカー：部品メーカーの生産は、乗用車やト
ラックの完成車メーカーの生産が堅調に推移してい
るため、増産が続いたようだ。生産の増加により売上
は増収となっているが、売れ行きが好調な小型車は
利幅が小さく、収益面では厳しいとみられる。
先行きについては、完成車メーカーと同様に、部品

メーカーの生産も前年に比べ減少する可能性がある。
懸念材料としては、円安により仕入・原材料価格

が上昇していることや、人手不足が顕在化し派遣社
員の採用が難しくなりつつあり、賃金コストも上昇傾
向にあることがあげられ、収益面への影響が懸念さ
れる。

(4) 鉄鋼…底堅く推移
７～９月期の棒鋼の生産は、２月の大雪で工場設備
に被害を受けたメーカーが、生産を再開したこともあ
り、４～６月期に比べて増加した。基調としても、首都
圏の堅調な建設需要を受けて、生産は底堅く推移し
ている。なかでも、ショッピングモールなど大型商業施
設向けが増加しており、高速道路ＩＣ周辺の物流倉庫
向けも引き続き伸びが高い。介護施設向けも堅調に
推移しているものの、好調だった病院向けは少し落ち
着いてきた。一方、製造業による工場新増設といった
動きは、依然として、ほとんどみられない。

先行きは、受注残からみて順調に推移するとみら
れるが、人手不足から工事の遅延が心配。
　民間工事は、福祉関連を中心に底堅く推移。先行
きは、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくる
と期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減、
建築コストの上昇などから前年を下回る。先行きは、
建築コストの上昇から様子見の姿勢が強まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税の影響が和らぎ売
上は前年をやや上回ったとみられる。先行きは、物
価上昇により実質所得が目減りしているため、大き
な増加は期待しにくく前年並みとなろう。

るようだ。
10～12月期についても、設備投資減税や新ものづ

くり補助金などの政策効果が下支えすることもあり、
一般機械の生産は引き続き、緩やかに回復を続ける
と見込まれる。

(2)電気機械…前年を上回る
７～９月期の生産は、消費増税に伴う反動減や天
候不順から家電製品が前年を下回って推移したもの
の、産業向けや北米向けの自動車関連が順調だった
ため、全体では前年を上回った。
生産の持ち直し、業務の合理化や効率化などか

ら、収益は改善してきている。大手企業では、今春
にベースアップを実施したようだが、中堅・中小企
業では、ベースアップではなくボーナスで還元する
企業が多いようだ。ただ、中堅・中小企業でも、収益
が安定してくれば、ベースアップを検討したいとし
ている。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引き
続き順調に推移している。産業向けは、堅調に推移し
ている。
白物家電は、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など、いず
れも前年を下回って推移している。ただ、本体幅が従
来機種と同じで容量は大きくなっている冷蔵庫や、運
転音が静かな高機能モーター搭載洗濯機、高い洗
浄力を誇る洗濯機などの高付加価値な製品、ルーム
エアコンもセンサー搭載により人の居場所を検知し、
過度な冷暖房を抑える省エネタイプの機種などには

めるなど、効率化が進められ、収益的には赤字から
黒字化し、安定して推移している。フルハイビジョン
の約４倍の解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価
値製品へ生産をシフトさせるなどの動きが強まって
いる。
先行きは、消費増税に伴う反動減の影響が薄れて

くること、新製品の投入などから、徐々に回復してくる
と期待されている。また、各社とも安定した収益確保
が期待できるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させ
ている。

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：７～９月期の県内の販売台数は、消費増税後
の反動減により前年割れとなった。販売が好調だった
軽自動車の減少が大きく、減少幅は４～６月期に比べ
拡大した。消費増税前の駆け込み需要で膨らんでい
た受注残が解消した影響もあったとみられる。また、
販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつきが
大きかった。
生産動向をみると、県内の完成車メーカーの販売

は昨秋に新型車を投入した効果で好調を維持してい
るため、７～９月期の県内生産は前年に比べ増加した
ようだ。ただし、前年の生産水準が低かったことによ
る反動増という面もある。県内の輸送機械（乗用車
のほかトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生
産指数は、７月には前年比46.7％増と前年を大きく
上回る水準となった。
先行きについては、県内の生産は、新型車効果が
一巡することや、昨年は秋以降に増税による駆け込
み購入があったことに加え、在庫水準が上昇している
ことから、前年対比でみると減少の可能性がある。
トラック関連：７～９月期のトラックの生産は前年並み
で推移したようだ。消費増税の影響は限定的だった
とみられ、国内の景気回復や経済対策による公共投
資の増加、震災の復興需要等の要因で国内販売が
好調だった。海外ではタイでの販売は不振だったが

電気料金の大幅な上昇などから、棒鋼メーカーの
収益は厳しい状況が続いている。原料のスクラップ
価格が、比較的落ち着いて推移しているため、足元
のスプレッドは若干改善しているものの、今後、スク
ラップ価格が上昇に転じるようだと、収益は再び悪化
することが懸念される。
建設現場では、鉄筋工や型枠工などの人手不足

が続いており、棒鋼の生産は、工事の進捗にあわせ
て、徐々に受注残をこなすような状況にある。建設現
場の人手不足は、当面、解消の目途が立たないこと
から、棒鋼の生産量も、先行き大幅な伸びは想定しに
くい。10～12月期の棒鋼の生産量は、７～９月期対比、
緩やかな増加を見込む。
７～９月期の鋳物の生産は、夏期節電への協力に
伴って電炉が減産した影響もあり、４～６月期に比べ
て若干減少した。しかし、受注量そのものは落ちてお
らず、前年同時期との比較では、ほぼ前年並みの水
準を維持している。
業種別では、輸出が弱含んでいる建設機械向けは、
伸び悩んでいるものの、工作機械向けは、国内設備
投資の持ち直しを受けて、やや生産が上向いている。
鋳鉄管やマンホールなど公共工事向けは、引き続き
堅調に推移している。
収益は厳しい状況が続いている。消費増税分の価
格転嫁は、納入先の多くが受け入れているものの、電
気料金引き上げ等を理由とした価格改定には、厳し
い対応の先が多いようだ。
10～12月期の鋳物の生産は、緩やかに持ち直す

とみられる。ただし、納期が短い仕事が多く、生産性
を上げにくいこともあり、収益は引き続き厳しい状況
が続こう。
 
(5)建設…順調に推移
建設は、７～９月期は引き続き建設資材価格や人
件費、輸送費などの建築コストが上昇したものの、公
共工事を中心に総じて順調に推移している。
先行きは、受注残を１年分程度確保できており、順
調な動きが続くとみられる。また、受注残が高水準な
こともあり、各社とも選別受注を強めており、収益は
確保できているようだ。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修など
の工事を中心に順調だが、公共投資の入札は不調
が増加している。
不調の要因として、現場監督者不足が挙げられる。
入札に参加して、小口な案件などには、積極的に受
注を目指さない業者が多くなっており、不調が増加す
る要因の一つとなっている
現場監督者不足については、今までは中途採用で
対応していたが、それでは間に合わなくなってきてい
るため、最近では女性の現場監督者の育成を図って
いる企業もある。
先行きは、2014年度予算の前倒し執行などから、
受注が増加しており、当面、順調に推移するとみられ
る。一部には、2014年度の補正予算に期待する声も
聞かれた。

人手不足から工事の遅延を心配する声もあった。
工期通りに完成させるためには、追加の人手を確保
する必要があるため、さらに労務費コストが増加し、
収益を圧迫する要因となりかねない。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・介
護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移してい
る。しかし、足元での、建設資材価格の上昇、人手不
足などから、民間からの引き合いは様子見の状態が
続いている。
先行きは、景気回復を実感できれば、工場や倉庫、

ビルなどの民間設備投資の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税の
反動減や、建築コスト上昇による供給減から、前年を
下回って推移している。建築コストの上昇分を販売価
格に転嫁できないため、無理して供給を増やし在庫
を抱えるよりも、売れそうな物件に絞りこんで対応し
ているようだ。
日本不動産研究所によると、首都圏のマンション契
約率は低下している。首都圏の中でも地価が比較的
高い東京都（特に23区内）、神奈川県は、マンション
販売価格に占める建築コストの割合が相対的に低い
ため、建築コスト上昇分を販売価格に転嫁しても、販
売価格の上昇率への影響は相対的に少なく、かつ優
良物件であることもあり、販売は比較的順調に推移
している。
一方、地価が相対的に低い埼玉県、千葉県では、

やや状況が異なっている。埼玉県では、販売価格に
占める建築コストの割合が高く、それをそのまま転
嫁すると販売価格の大幅値上げとなり、地域に見
合った価格を超えてしまい、苦戦を強いられている。
千葉県では、埼玉県とほぼ同様な環境にあるが、ま
とまった広い土地が比較的入手しやすく、ニュータウ
ン開発などの街づくりをすることができる。街づくり
（大規模開発）ができると、過去の相場観に捉われ

ることなく、新しい販売価格を設定することができる。
そのため、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁す
ることが可能となり、契約率も埼玉県より高くなる傾
向がみられる。
先行きは、顧客からみると消費増税後のため購入
意欲も一段落したこと、建築コストの上昇などから様
子見の姿勢が強まっている。業界では、「集客はでき
るが、販売は難しい」と、顧客は物件購入には一段と
慎重になっている。
なお、2015年10月の消費増税（８％→10％）につ
いては、住宅業界では特別な対策を行っていないよ
うだ。マンションについては時間的に対応できず、分
譲戸建については案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…消費増税の影響和らぐ
百貨店：７～９月期の県内百貨店の売上は、前年をや
や上回り、４～６月期の減少から増加に転じたとみら
れる。消費増税による反動減の影響は、徐々に薄れ
てきているようだ。今夏は、猛暑の後、気温の低下が
昨年に比べ早く、８月の終わり頃から秋冬物の衣料
品の販売が伸びた。コートが売れているほか、寝具に
も動きが出ている。宝飾品や高級ブランド品などの高
額品については、消費増税の影響が残り前年割れと
なっているが、より高額の百万円以上の高額品は売
れているという。
消費者の動向をみると、昨年からみられていた品
質重視の動きは今も続いている。肉や鮮魚などでは、
これまでより値段が高く、品質の高い商品を求める消
費者が増えている。価値のあるものを買う、こだわり
があるものは買う、といった傾向が強まっているようだ。
賃上げやボーナスの増加、時給の上昇など、消費者
の所得が改善方向にあることが、こうした消費行動を
支えているとみられる。
一方、消費増税後は、消費のメリハリがよりはっき

りしてきたという指摘もあった。牛肉は高級和牛が売
れる一方、日常の野菜は値段の安いものを購入した
り、セールの期間を長くし値段を下げても、不要なも
のは買わないといった動きがある。
先行きについては、昨年は12月頃から消費増税に

よる駆け込み購入があったこともあり、前年対比では
減少する月もあるとみられるが、前年並みの売上は
確保すると予想される。
スーパー：スーパーの売上への消費増税による反動
減は、比較的短期間で収束したとみられる。県内スー
パーの販売額は、消費増税のあった４月に大きく減少
したものの５月以降はプラスに転じており、７～９月期
の売上も既存店ベース、新設店を含めた全店ベース
とも前年を上回った模様である。
衣料品の売上は前年割れとなったが、食料品の売
上が堅調だった。ただ食料品の売上は、野菜や肉類
などの相場高により押し上げられた面もあり、全体の
売上が復調したとまでは言い切れないようだ。
食料品などではワンランク上の商品の購入が増え

ており、品質がよく、価格もやや高めの商品を選ぶと
いう消費者の動きは続いているが、品質にあまり差
のない日用品については、低価格志向・節約志向が
強まる傾向もみられた。
先行きについては、消費者の所得は改善の方向に

あるものの、消費増税や円安による物価上昇で実質
所得は目減りしているため、大きな増加は期待しにく
く、前年並みの売上で推移するだろう。

●電子部品・デバイスの生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

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

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

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●鉄鋼の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●情報通信機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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わが国経済は、緩やかな回復基調が続いており、
消費増税に伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつあ
る。先行きは、消費増税の駆け込み需要の反動減の
影響が薄れ、各種政策の効果が発現するなかで、緩
やかに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、消費増税に伴う駆け込み需要の
反動減の影響が和らぎ、持ち直している。先行きは、
緩やかな回復が期待されている。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が一般機械、鉄鋼、

建設、曇が電気機械、輸送機械、大型小売店の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、一部で消費増税に伴う反動
減もみられた４～６月期から、緩やかに回復した。先
行きについても、生産は引き続き緩やかな回復を
続けると見込まれる。
〇電気機械の生産は、家電製品に消費増税に伴う
反動減がみられたが、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったため、全体では前年を上回っ
た。先行きは、新製品の投入などから徐々に回復し
てくると期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年を上回って推移したとみら
れる。先行きの乗用車生産は、新型車効果の一巡
などから、前年対比でみると減少の可能性がある。
〇鉄鋼の生産は、堅調な建設需要を受けて、底堅く
推移している。先行きについても、引き続き生産は
緩やかな増加を見込む。
○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行き
は、受注残が高水準となっており、順調な動きが続
くとみられる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事など
を中心に順調だが、入札での不調が増加している。 

(1)一般機械…緩やかに回復
一般機械の７～９月期の生産は、一部で消費増税

に伴う反動減もみられた４～６月期から、緩やかに回
復した。
工作機械関連は、海外からの受注好調に加え、国

内設備投資も徐々に持ち直してきたことなどから、総
じて堅調に推移した。
自動車関連では、一部で旋盤や成型機などの需要
は出ているものの、海外生産比率の上昇を受け、大
型の金型などは苦戦している。
建設機械関連も、資源国向けの輸出伸び悩みなど

から、中小型機が下支えするなか、大型機械の一部
で生産がスローダウンしている。
電機関連では、スマホ・タブレット端末向け部品等

の輸出が好調な企業がみられる。発電関連では、風
力発電設備などは一時の勢いがなくなっているもの
の、ガスタービン等は引き続き堅調に推移しており、
企業の参入が続く植物工場設備向けなどの動きも活
発になっている。
製造現場では、パート・アルバイトなどの時給が上
昇しており、派遣社員などの採用も以前より難しく
なっている。人件費の増加は、メーカーのコストアッ
プ要因となる一方、「採用が厳しくなっている企業を
中心に、省力化機器などのニーズを高めている」こ
とが、一般機械の受注増加につながっている面もあ

関心が高い。
パソコンは、消費増税とウィンドウズＸＰのサポート
終了に伴い買い替え特需が起きたが、７～９月期はそ
の反動減が引き続きみられた。業界では、反動減の
影響が長引くとみており、各社とも特徴のある、高精
細の４Ｋパソコン、女性やシニア向けに利用者を特化
したパソコンなどの新製品に力を入れている。
一方、ＴＶ関連は、消費増税の反動減もあり前年

を下回って推移している。ただ、国内生産を中止し
海外へ移転させたり、アウトソーシングの割合を高

中近東などでは好調だった。
先行きも、公共事業や復興需要により国内のトラッ

ク需要は比較的堅調に推移すると見込まれ、生産も
現状程度の水準が続くだろう。
部品メーカー：部品メーカーの生産は、乗用車やト
ラックの完成車メーカーの生産が堅調に推移してい
るため、増産が続いたようだ。生産の増加により売上
は増収となっているが、売れ行きが好調な小型車は
利幅が小さく、収益面では厳しいとみられる。
先行きについては、完成車メーカーと同様に、部品

メーカーの生産も前年に比べ減少する可能性がある。
懸念材料としては、円安により仕入・原材料価格

が上昇していることや、人手不足が顕在化し派遣社
員の採用が難しくなりつつあり、賃金コストも上昇傾
向にあることがあげられ、収益面への影響が懸念さ
れる。

(4) 鉄鋼…底堅く推移
７～９月期の棒鋼の生産は、２月の大雪で工場設備
に被害を受けたメーカーが、生産を再開したこともあ
り、４～６月期に比べて増加した。基調としても、首都
圏の堅調な建設需要を受けて、生産は底堅く推移し
ている。なかでも、ショッピングモールなど大型商業施
設向けが増加しており、高速道路ＩＣ周辺の物流倉庫
向けも引き続き伸びが高い。介護施設向けも堅調に
推移しているものの、好調だった病院向けは少し落ち
着いてきた。一方、製造業による工場新増設といった
動きは、依然として、ほとんどみられない。

先行きは、受注残からみて順調に推移するとみら
れるが、人手不足から工事の遅延が心配。
　民間工事は、福祉関連を中心に底堅く推移。先行
きは、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくる
と期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減、
建築コストの上昇などから前年を下回る。先行きは、
建築コストの上昇から様子見の姿勢が強まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税の影響が和らぎ売
上は前年をやや上回ったとみられる。先行きは、物
価上昇により実質所得が目減りしているため、大き
な増加は期待しにくく前年並みとなろう。

るようだ。
10～12月期についても、設備投資減税や新ものづ

くり補助金などの政策効果が下支えすることもあり、
一般機械の生産は引き続き、緩やかに回復を続ける
と見込まれる。

(2)電気機械…前年を上回る
７～９月期の生産は、消費増税に伴う反動減や天
候不順から家電製品が前年を下回って推移したもの
の、産業向けや北米向けの自動車関連が順調だった
ため、全体では前年を上回った。
生産の持ち直し、業務の合理化や効率化などか

ら、収益は改善してきている。大手企業では、今春
にベースアップを実施したようだが、中堅・中小企
業では、ベースアップではなくボーナスで還元する
企業が多いようだ。ただ、中堅・中小企業でも、収益
が安定してくれば、ベースアップを検討したいとし
ている。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引き
続き順調に推移している。産業向けは、堅調に推移し
ている。
白物家電は、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など、いず
れも前年を下回って推移している。ただ、本体幅が従
来機種と同じで容量は大きくなっている冷蔵庫や、運
転音が静かな高機能モーター搭載洗濯機、高い洗
浄力を誇る洗濯機などの高付加価値な製品、ルーム
エアコンもセンサー搭載により人の居場所を検知し、
過度な冷暖房を抑える省エネタイプの機種などには

めるなど、効率化が進められ、収益的には赤字から
黒字化し、安定して推移している。フルハイビジョン
の約４倍の解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価
値製品へ生産をシフトさせるなどの動きが強まって
いる。
先行きは、消費増税に伴う反動減の影響が薄れて

くること、新製品の投入などから、徐々に回復してくる
と期待されている。また、各社とも安定した収益確保
が期待できるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させ
ている。

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：７～９月期の県内の販売台数は、消費増税後
の反動減により前年割れとなった。販売が好調だった
軽自動車の減少が大きく、減少幅は４～６月期に比べ
拡大した。消費増税前の駆け込み需要で膨らんでい
た受注残が解消した影響もあったとみられる。また、
販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつきが
大きかった。
生産動向をみると、県内の完成車メーカーの販売

は昨秋に新型車を投入した効果で好調を維持してい
るため、７～９月期の県内生産は前年に比べ増加した
ようだ。ただし、前年の生産水準が低かったことによ
る反動増という面もある。県内の輸送機械（乗用車
のほかトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生
産指数は、７月には前年比46.7％増と前年を大きく
上回る水準となった。
先行きについては、県内の生産は、新型車効果が
一巡することや、昨年は秋以降に増税による駆け込
み購入があったことに加え、在庫水準が上昇している
ことから、前年対比でみると減少の可能性がある。
トラック関連：７～９月期のトラックの生産は前年並み
で推移したようだ。消費増税の影響は限定的だった
とみられ、国内の景気回復や経済対策による公共投
資の増加、震災の復興需要等の要因で国内販売が
好調だった。海外ではタイでの販売は不振だったが

電気料金の大幅な上昇などから、棒鋼メーカーの
収益は厳しい状況が続いている。原料のスクラップ
価格が、比較的落ち着いて推移しているため、足元
のスプレッドは若干改善しているものの、今後、スク
ラップ価格が上昇に転じるようだと、収益は再び悪化
することが懸念される。
建設現場では、鉄筋工や型枠工などの人手不足

が続いており、棒鋼の生産は、工事の進捗にあわせ
て、徐々に受注残をこなすような状況にある。建設現
場の人手不足は、当面、解消の目途が立たないこと
から、棒鋼の生産量も、先行き大幅な伸びは想定しに
くい。10～12月期の棒鋼の生産量は、７～９月期対比、
緩やかな増加を見込む。
７～９月期の鋳物の生産は、夏期節電への協力に
伴って電炉が減産した影響もあり、４～６月期に比べ
て若干減少した。しかし、受注量そのものは落ちてお
らず、前年同時期との比較では、ほぼ前年並みの水
準を維持している。
業種別では、輸出が弱含んでいる建設機械向けは、
伸び悩んでいるものの、工作機械向けは、国内設備
投資の持ち直しを受けて、やや生産が上向いている。
鋳鉄管やマンホールなど公共工事向けは、引き続き
堅調に推移している。
収益は厳しい状況が続いている。消費増税分の価
格転嫁は、納入先の多くが受け入れているものの、電
気料金引き上げ等を理由とした価格改定には、厳し
い対応の先が多いようだ。
10～12月期の鋳物の生産は、緩やかに持ち直す

とみられる。ただし、納期が短い仕事が多く、生産性
を上げにくいこともあり、収益は引き続き厳しい状況
が続こう。
 
(5)建設…順調に推移
建設は、７～９月期は引き続き建設資材価格や人
件費、輸送費などの建築コストが上昇したものの、公
共工事を中心に総じて順調に推移している。
先行きは、受注残を１年分程度確保できており、順
調な動きが続くとみられる。また、受注残が高水準な
こともあり、各社とも選別受注を強めており、収益は
確保できているようだ。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修など
の工事を中心に順調だが、公共投資の入札は不調
が増加している。
不調の要因として、現場監督者不足が挙げられる。
入札に参加して、小口な案件などには、積極的に受
注を目指さない業者が多くなっており、不調が増加す
る要因の一つとなっている
現場監督者不足については、今までは中途採用で
対応していたが、それでは間に合わなくなってきてい
るため、最近では女性の現場監督者の育成を図って
いる企業もある。
先行きは、2014年度予算の前倒し執行などから、
受注が増加しており、当面、順調に推移するとみられ
る。一部には、2014年度の補正予算に期待する声も
聞かれた。

人手不足から工事の遅延を心配する声もあった。
工期通りに完成させるためには、追加の人手を確保
する必要があるため、さらに労務費コストが増加し、
収益を圧迫する要因となりかねない。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・介
護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移してい
る。しかし、足元での、建設資材価格の上昇、人手不
足などから、民間からの引き合いは様子見の状態が
続いている。
先行きは、景気回復を実感できれば、工場や倉庫、

ビルなどの民間設備投資の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税の
反動減や、建築コスト上昇による供給減から、前年を
下回って推移している。建築コストの上昇分を販売価
格に転嫁できないため、無理して供給を増やし在庫
を抱えるよりも、売れそうな物件に絞りこんで対応し
ているようだ。
日本不動産研究所によると、首都圏のマンション契
約率は低下している。首都圏の中でも地価が比較的
高い東京都（特に23区内）、神奈川県は、マンション
販売価格に占める建築コストの割合が相対的に低い
ため、建築コスト上昇分を販売価格に転嫁しても、販
売価格の上昇率への影響は相対的に少なく、かつ優
良物件であることもあり、販売は比較的順調に推移
している。
一方、地価が相対的に低い埼玉県、千葉県では、

やや状況が異なっている。埼玉県では、販売価格に
占める建築コストの割合が高く、それをそのまま転
嫁すると販売価格の大幅値上げとなり、地域に見
合った価格を超えてしまい、苦戦を強いられている。
千葉県では、埼玉県とほぼ同様な環境にあるが、ま
とまった広い土地が比較的入手しやすく、ニュータウ
ン開発などの街づくりをすることができる。街づくり
（大規模開発）ができると、過去の相場観に捉われ

ることなく、新しい販売価格を設定することができる。
そのため、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁す
ることが可能となり、契約率も埼玉県より高くなる傾
向がみられる。
先行きは、顧客からみると消費増税後のため購入
意欲も一段落したこと、建築コストの上昇などから様
子見の姿勢が強まっている。業界では、「集客はでき
るが、販売は難しい」と、顧客は物件購入には一段と
慎重になっている。
なお、2015年10月の消費増税（８％→10％）につ
いては、住宅業界では特別な対策を行っていないよ
うだ。マンションについては時間的に対応できず、分
譲戸建については案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…消費増税の影響和らぐ
百貨店：７～９月期の県内百貨店の売上は、前年をや
や上回り、４～６月期の減少から増加に転じたとみら
れる。消費増税による反動減の影響は、徐々に薄れ
てきているようだ。今夏は、猛暑の後、気温の低下が
昨年に比べ早く、８月の終わり頃から秋冬物の衣料
品の販売が伸びた。コートが売れているほか、寝具に
も動きが出ている。宝飾品や高級ブランド品などの高
額品については、消費増税の影響が残り前年割れと
なっているが、より高額の百万円以上の高額品は売
れているという。
消費者の動向をみると、昨年からみられていた品
質重視の動きは今も続いている。肉や鮮魚などでは、
これまでより値段が高く、品質の高い商品を求める消
費者が増えている。価値のあるものを買う、こだわり
があるものは買う、といった傾向が強まっているようだ。
賃上げやボーナスの増加、時給の上昇など、消費者
の所得が改善方向にあることが、こうした消費行動を
支えているとみられる。
一方、消費増税後は、消費のメリハリがよりはっき

りしてきたという指摘もあった。牛肉は高級和牛が売
れる一方、日常の野菜は値段の安いものを購入した
り、セールの期間を長くし値段を下げても、不要なも
のは買わないといった動きがある。
先行きについては、昨年は12月頃から消費増税に

よる駆け込み購入があったこともあり、前年対比では
減少する月もあるとみられるが、前年並みの売上は
確保すると予想される。
スーパー：スーパーの売上への消費増税による反動
減は、比較的短期間で収束したとみられる。県内スー
パーの販売額は、消費増税のあった４月に大きく減少
したものの５月以降はプラスに転じており、７～９月期
の売上も既存店ベース、新設店を含めた全店ベース
とも前年を上回った模様である。
衣料品の売上は前年割れとなったが、食料品の売
上が堅調だった。ただ食料品の売上は、野菜や肉類
などの相場高により押し上げられた面もあり、全体の
売上が復調したとまでは言い切れないようだ。
食料品などではワンランク上の商品の購入が増え

ており、品質がよく、価格もやや高めの商品を選ぶと
いう消費者の動きは続いているが、品質にあまり差
のない日用品については、低価格志向・節約志向が
強まる傾向もみられた。
先行きについては、消費者の所得は改善の方向に

あるものの、消費増税や円安による物価上昇で実質
所得は目減りしているため、大きな増加は期待しにく
く、前年並みの売上で推移するだろう。

●大型小売店販売額（前年比）の推移（埼玉県、既存店）

資料:関東経済産業局「管内大型小売店販売の動向」
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●公共工事請負金額（前年比）の推移（埼玉県）

資料：東日本建設業保証㈱
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わが国経済は、緩やかな回復基調が続いており、
消費増税に伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつあ
る。先行きは、消費増税の駆け込み需要の反動減の
影響が薄れ、各種政策の効果が発現するなかで、緩
やかに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、消費増税に伴う駆け込み需要の
反動減の影響が和らぎ、持ち直している。先行きは、
緩やかな回復が期待されている。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が一般機械、鉄鋼、

建設、曇が電気機械、輸送機械、大型小売店の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、一部で消費増税に伴う反動
減もみられた４～６月期から、緩やかに回復した。先
行きについても、生産は引き続き緩やかな回復を
続けると見込まれる。
〇電気機械の生産は、家電製品に消費増税に伴う
反動減がみられたが、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったため、全体では前年を上回っ
た。先行きは、新製品の投入などから徐々に回復し
てくると期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年を上回って推移したとみら
れる。先行きの乗用車生産は、新型車効果の一巡
などから、前年対比でみると減少の可能性がある。
〇鉄鋼の生産は、堅調な建設需要を受けて、底堅く
推移している。先行きについても、引き続き生産は
緩やかな増加を見込む。
○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行き
は、受注残が高水準となっており、順調な動きが続
くとみられる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事など
を中心に順調だが、入札での不調が増加している。 

(1)一般機械…緩やかに回復
一般機械の７～９月期の生産は、一部で消費増税

に伴う反動減もみられた４～６月期から、緩やかに回
復した。
工作機械関連は、海外からの受注好調に加え、国

内設備投資も徐々に持ち直してきたことなどから、総
じて堅調に推移した。
自動車関連では、一部で旋盤や成型機などの需要
は出ているものの、海外生産比率の上昇を受け、大
型の金型などは苦戦している。
建設機械関連も、資源国向けの輸出伸び悩みなど

から、中小型機が下支えするなか、大型機械の一部
で生産がスローダウンしている。
電機関連では、スマホ・タブレット端末向け部品等

の輸出が好調な企業がみられる。発電関連では、風
力発電設備などは一時の勢いがなくなっているもの
の、ガスタービン等は引き続き堅調に推移しており、
企業の参入が続く植物工場設備向けなどの動きも活
発になっている。
製造現場では、パート・アルバイトなどの時給が上
昇しており、派遣社員などの採用も以前より難しく
なっている。人件費の増加は、メーカーのコストアッ
プ要因となる一方、「採用が厳しくなっている企業を
中心に、省力化機器などのニーズを高めている」こ
とが、一般機械の受注増加につながっている面もあ

関心が高い。
パソコンは、消費増税とウィンドウズＸＰのサポート
終了に伴い買い替え特需が起きたが、７～９月期はそ
の反動減が引き続きみられた。業界では、反動減の
影響が長引くとみており、各社とも特徴のある、高精
細の４Ｋパソコン、女性やシニア向けに利用者を特化
したパソコンなどの新製品に力を入れている。
一方、ＴＶ関連は、消費増税の反動減もあり前年

を下回って推移している。ただ、国内生産を中止し
海外へ移転させたり、アウトソーシングの割合を高

中近東などでは好調だった。
先行きも、公共事業や復興需要により国内のトラッ

ク需要は比較的堅調に推移すると見込まれ、生産も
現状程度の水準が続くだろう。
部品メーカー：部品メーカーの生産は、乗用車やト
ラックの完成車メーカーの生産が堅調に推移してい
るため、増産が続いたようだ。生産の増加により売上
は増収となっているが、売れ行きが好調な小型車は
利幅が小さく、収益面では厳しいとみられる。
先行きについては、完成車メーカーと同様に、部品

メーカーの生産も前年に比べ減少する可能性がある。
懸念材料としては、円安により仕入・原材料価格

が上昇していることや、人手不足が顕在化し派遣社
員の採用が難しくなりつつあり、賃金コストも上昇傾
向にあることがあげられ、収益面への影響が懸念さ
れる。

(4) 鉄鋼…底堅く推移
７～９月期の棒鋼の生産は、２月の大雪で工場設備
に被害を受けたメーカーが、生産を再開したこともあ
り、４～６月期に比べて増加した。基調としても、首都
圏の堅調な建設需要を受けて、生産は底堅く推移し
ている。なかでも、ショッピングモールなど大型商業施
設向けが増加しており、高速道路ＩＣ周辺の物流倉庫
向けも引き続き伸びが高い。介護施設向けも堅調に
推移しているものの、好調だった病院向けは少し落ち
着いてきた。一方、製造業による工場新増設といった
動きは、依然として、ほとんどみられない。

先行きは、受注残からみて順調に推移するとみら
れるが、人手不足から工事の遅延が心配。
　民間工事は、福祉関連を中心に底堅く推移。先行
きは、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくる
と期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減、
建築コストの上昇などから前年を下回る。先行きは、
建築コストの上昇から様子見の姿勢が強まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税の影響が和らぎ売
上は前年をやや上回ったとみられる。先行きは、物
価上昇により実質所得が目減りしているため、大き
な増加は期待しにくく前年並みとなろう。

るようだ。
10～12月期についても、設備投資減税や新ものづ

くり補助金などの政策効果が下支えすることもあり、
一般機械の生産は引き続き、緩やかに回復を続ける
と見込まれる。

(2)電気機械…前年を上回る
７～９月期の生産は、消費増税に伴う反動減や天
候不順から家電製品が前年を下回って推移したもの
の、産業向けや北米向けの自動車関連が順調だった
ため、全体では前年を上回った。
生産の持ち直し、業務の合理化や効率化などか

ら、収益は改善してきている。大手企業では、今春
にベースアップを実施したようだが、中堅・中小企
業では、ベースアップではなくボーナスで還元する
企業が多いようだ。ただ、中堅・中小企業でも、収益
が安定してくれば、ベースアップを検討したいとし
ている。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引き
続き順調に推移している。産業向けは、堅調に推移し
ている。
白物家電は、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など、いず
れも前年を下回って推移している。ただ、本体幅が従
来機種と同じで容量は大きくなっている冷蔵庫や、運
転音が静かな高機能モーター搭載洗濯機、高い洗
浄力を誇る洗濯機などの高付加価値な製品、ルーム
エアコンもセンサー搭載により人の居場所を検知し、
過度な冷暖房を抑える省エネタイプの機種などには

めるなど、効率化が進められ、収益的には赤字から
黒字化し、安定して推移している。フルハイビジョン
の約４倍の解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価
値製品へ生産をシフトさせるなどの動きが強まって
いる。
先行きは、消費増税に伴う反動減の影響が薄れて

くること、新製品の投入などから、徐々に回復してくる
と期待されている。また、各社とも安定した収益確保
が期待できるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させ
ている。

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：７～９月期の県内の販売台数は、消費増税後
の反動減により前年割れとなった。販売が好調だった
軽自動車の減少が大きく、減少幅は４～６月期に比べ
拡大した。消費増税前の駆け込み需要で膨らんでい
た受注残が解消した影響もあったとみられる。また、
販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつきが
大きかった。
生産動向をみると、県内の完成車メーカーの販売

は昨秋に新型車を投入した効果で好調を維持してい
るため、７～９月期の県内生産は前年に比べ増加した
ようだ。ただし、前年の生産水準が低かったことによ
る反動増という面もある。県内の輸送機械（乗用車
のほかトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生
産指数は、７月には前年比46.7％増と前年を大きく
上回る水準となった。
先行きについては、県内の生産は、新型車効果が
一巡することや、昨年は秋以降に増税による駆け込
み購入があったことに加え、在庫水準が上昇している
ことから、前年対比でみると減少の可能性がある。
トラック関連：７～９月期のトラックの生産は前年並み
で推移したようだ。消費増税の影響は限定的だった
とみられ、国内の景気回復や経済対策による公共投
資の増加、震災の復興需要等の要因で国内販売が
好調だった。海外ではタイでの販売は不振だったが

電気料金の大幅な上昇などから、棒鋼メーカーの
収益は厳しい状況が続いている。原料のスクラップ
価格が、比較的落ち着いて推移しているため、足元
のスプレッドは若干改善しているものの、今後、スク
ラップ価格が上昇に転じるようだと、収益は再び悪化
することが懸念される。
建設現場では、鉄筋工や型枠工などの人手不足

が続いており、棒鋼の生産は、工事の進捗にあわせ
て、徐々に受注残をこなすような状況にある。建設現
場の人手不足は、当面、解消の目途が立たないこと
から、棒鋼の生産量も、先行き大幅な伸びは想定しに
くい。10～12月期の棒鋼の生産量は、７～９月期対比、
緩やかな増加を見込む。
７～９月期の鋳物の生産は、夏期節電への協力に
伴って電炉が減産した影響もあり、４～６月期に比べ
て若干減少した。しかし、受注量そのものは落ちてお
らず、前年同時期との比較では、ほぼ前年並みの水
準を維持している。
業種別では、輸出が弱含んでいる建設機械向けは、
伸び悩んでいるものの、工作機械向けは、国内設備
投資の持ち直しを受けて、やや生産が上向いている。
鋳鉄管やマンホールなど公共工事向けは、引き続き
堅調に推移している。
収益は厳しい状況が続いている。消費増税分の価
格転嫁は、納入先の多くが受け入れているものの、電
気料金引き上げ等を理由とした価格改定には、厳し
い対応の先が多いようだ。
10～12月期の鋳物の生産は、緩やかに持ち直す

とみられる。ただし、納期が短い仕事が多く、生産性
を上げにくいこともあり、収益は引き続き厳しい状況
が続こう。
 
(5)建設…順調に推移
建設は、７～９月期は引き続き建設資材価格や人
件費、輸送費などの建築コストが上昇したものの、公
共工事を中心に総じて順調に推移している。
先行きは、受注残を１年分程度確保できており、順
調な動きが続くとみられる。また、受注残が高水準な
こともあり、各社とも選別受注を強めており、収益は
確保できているようだ。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修など
の工事を中心に順調だが、公共投資の入札は不調
が増加している。
不調の要因として、現場監督者不足が挙げられる。
入札に参加して、小口な案件などには、積極的に受
注を目指さない業者が多くなっており、不調が増加す
る要因の一つとなっている
現場監督者不足については、今までは中途採用で
対応していたが、それでは間に合わなくなってきてい
るため、最近では女性の現場監督者の育成を図って
いる企業もある。
先行きは、2014年度予算の前倒し執行などから、
受注が増加しており、当面、順調に推移するとみられ
る。一部には、2014年度の補正予算に期待する声も
聞かれた。

人手不足から工事の遅延を心配する声もあった。
工期通りに完成させるためには、追加の人手を確保
する必要があるため、さらに労務費コストが増加し、
収益を圧迫する要因となりかねない。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・介
護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移してい
る。しかし、足元での、建設資材価格の上昇、人手不
足などから、民間からの引き合いは様子見の状態が
続いている。
先行きは、景気回復を実感できれば、工場や倉庫、

ビルなどの民間設備投資の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税の
反動減や、建築コスト上昇による供給減から、前年を
下回って推移している。建築コストの上昇分を販売価
格に転嫁できないため、無理して供給を増やし在庫
を抱えるよりも、売れそうな物件に絞りこんで対応し
ているようだ。
日本不動産研究所によると、首都圏のマンション契
約率は低下している。首都圏の中でも地価が比較的
高い東京都（特に23区内）、神奈川県は、マンション
販売価格に占める建築コストの割合が相対的に低い
ため、建築コスト上昇分を販売価格に転嫁しても、販
売価格の上昇率への影響は相対的に少なく、かつ優
良物件であることもあり、販売は比較的順調に推移
している。
一方、地価が相対的に低い埼玉県、千葉県では、

やや状況が異なっている。埼玉県では、販売価格に
占める建築コストの割合が高く、それをそのまま転
嫁すると販売価格の大幅値上げとなり、地域に見
合った価格を超えてしまい、苦戦を強いられている。
千葉県では、埼玉県とほぼ同様な環境にあるが、ま
とまった広い土地が比較的入手しやすく、ニュータウ
ン開発などの街づくりをすることができる。街づくり
（大規模開発）ができると、過去の相場観に捉われ

ることなく、新しい販売価格を設定することができる。
そのため、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁す
ることが可能となり、契約率も埼玉県より高くなる傾
向がみられる。
先行きは、顧客からみると消費増税後のため購入
意欲も一段落したこと、建築コストの上昇などから様
子見の姿勢が強まっている。業界では、「集客はでき
るが、販売は難しい」と、顧客は物件購入には一段と
慎重になっている。
なお、2015年10月の消費増税（８％→10％）につ
いては、住宅業界では特別な対策を行っていないよ
うだ。マンションについては時間的に対応できず、分
譲戸建については案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…消費増税の影響和らぐ
百貨店：７～９月期の県内百貨店の売上は、前年をや
や上回り、４～６月期の減少から増加に転じたとみら
れる。消費増税による反動減の影響は、徐々に薄れ
てきているようだ。今夏は、猛暑の後、気温の低下が
昨年に比べ早く、８月の終わり頃から秋冬物の衣料
品の販売が伸びた。コートが売れているほか、寝具に
も動きが出ている。宝飾品や高級ブランド品などの高
額品については、消費増税の影響が残り前年割れと
なっているが、より高額の百万円以上の高額品は売
れているという。
消費者の動向をみると、昨年からみられていた品
質重視の動きは今も続いている。肉や鮮魚などでは、
これまでより値段が高く、品質の高い商品を求める消
費者が増えている。価値のあるものを買う、こだわり
があるものは買う、といった傾向が強まっているようだ。
賃上げやボーナスの増加、時給の上昇など、消費者
の所得が改善方向にあることが、こうした消費行動を
支えているとみられる。
一方、消費増税後は、消費のメリハリがよりはっき

りしてきたという指摘もあった。牛肉は高級和牛が売
れる一方、日常の野菜は値段の安いものを購入した
り、セールの期間を長くし値段を下げても、不要なも
のは買わないといった動きがある。
先行きについては、昨年は12月頃から消費増税に

よる駆け込み購入があったこともあり、前年対比では
減少する月もあるとみられるが、前年並みの売上は
確保すると予想される。
スーパー：スーパーの売上への消費増税による反動
減は、比較的短期間で収束したとみられる。県内スー
パーの販売額は、消費増税のあった４月に大きく減少
したものの５月以降はプラスに転じており、７～９月期
の売上も既存店ベース、新設店を含めた全店ベース
とも前年を上回った模様である。
衣料品の売上は前年割れとなったが、食料品の売
上が堅調だった。ただ食料品の売上は、野菜や肉類
などの相場高により押し上げられた面もあり、全体の
売上が復調したとまでは言い切れないようだ。
食料品などではワンランク上の商品の購入が増え

ており、品質がよく、価格もやや高めの商品を選ぶと
いう消費者の動きは続いているが、品質にあまり差
のない日用品については、低価格志向・節約志向が
強まる傾向もみられた。
先行きについては、消費者の所得は改善の方向に

あるものの、消費増税や円安による物価上昇で実質
所得は目減りしているため、大きな増加は期待しにく
く、前年並みの売上で推移するだろう。

●大型小売店販売額（前年比）の推移（埼玉県、既存店）

資料:関東経済産業局「管内大型小売店販売の動向」
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●公共工事請負金額（前年比）の推移（埼玉県）

資料：東日本建設業保証㈱
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アンケート調査

わが国経済は、緩やかな回復基調が続いており、
消費増税に伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつあ
る。先行きは、消費増税の駆け込み需要の反動減の
影響が薄れ、各種政策の効果が発現するなかで、緩
やかに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、消費増税に伴う駆け込み需要の
反動減の影響が和らぎ、持ち直している。先行きは、
緩やかな回復が期待されている。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が一般機械、鉄鋼、

建設、曇が電気機械、輸送機械、大型小売店の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、一部で消費増税に伴う反動
減もみられた４～６月期から、緩やかに回復した。先
行きについても、生産は引き続き緩やかな回復を
続けると見込まれる。
〇電気機械の生産は、家電製品に消費増税に伴う
反動減がみられたが、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったため、全体では前年を上回っ
た。先行きは、新製品の投入などから徐々に回復し
てくると期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年を上回って推移したとみら
れる。先行きの乗用車生産は、新型車効果の一巡
などから、前年対比でみると減少の可能性がある。
〇鉄鋼の生産は、堅調な建設需要を受けて、底堅く
推移している。先行きについても、引き続き生産は
緩やかな増加を見込む。
○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行き
は、受注残が高水準となっており、順調な動きが続
くとみられる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事など
を中心に順調だが、入札での不調が増加している。 

(1)一般機械…緩やかに回復
一般機械の７～９月期の生産は、一部で消費増税

に伴う反動減もみられた４～６月期から、緩やかに回
復した。
工作機械関連は、海外からの受注好調に加え、国

内設備投資も徐々に持ち直してきたことなどから、総
じて堅調に推移した。
自動車関連では、一部で旋盤や成型機などの需要
は出ているものの、海外生産比率の上昇を受け、大
型の金型などは苦戦している。
建設機械関連も、資源国向けの輸出伸び悩みなど

から、中小型機が下支えするなか、大型機械の一部
で生産がスローダウンしている。
電機関連では、スマホ・タブレット端末向け部品等

の輸出が好調な企業がみられる。発電関連では、風
力発電設備などは一時の勢いがなくなっているもの
の、ガスタービン等は引き続き堅調に推移しており、
企業の参入が続く植物工場設備向けなどの動きも活
発になっている。
製造現場では、パート・アルバイトなどの時給が上
昇しており、派遣社員などの採用も以前より難しく
なっている。人件費の増加は、メーカーのコストアッ
プ要因となる一方、「採用が厳しくなっている企業を
中心に、省力化機器などのニーズを高めている」こ
とが、一般機械の受注増加につながっている面もあ

関心が高い。
パソコンは、消費増税とウィンドウズＸＰのサポート
終了に伴い買い替え特需が起きたが、７～９月期はそ
の反動減が引き続きみられた。業界では、反動減の
影響が長引くとみており、各社とも特徴のある、高精
細の４Ｋパソコン、女性やシニア向けに利用者を特化
したパソコンなどの新製品に力を入れている。
一方、ＴＶ関連は、消費増税の反動減もあり前年

を下回って推移している。ただ、国内生産を中止し
海外へ移転させたり、アウトソーシングの割合を高

中近東などでは好調だった。
先行きも、公共事業や復興需要により国内のトラッ

ク需要は比較的堅調に推移すると見込まれ、生産も
現状程度の水準が続くだろう。
部品メーカー：部品メーカーの生産は、乗用車やト
ラックの完成車メーカーの生産が堅調に推移してい
るため、増産が続いたようだ。生産の増加により売上
は増収となっているが、売れ行きが好調な小型車は
利幅が小さく、収益面では厳しいとみられる。
先行きについては、完成車メーカーと同様に、部品

メーカーの生産も前年に比べ減少する可能性がある。
懸念材料としては、円安により仕入・原材料価格

が上昇していることや、人手不足が顕在化し派遣社
員の採用が難しくなりつつあり、賃金コストも上昇傾
向にあることがあげられ、収益面への影響が懸念さ
れる。

(4) 鉄鋼…底堅く推移
７～９月期の棒鋼の生産は、２月の大雪で工場設備
に被害を受けたメーカーが、生産を再開したこともあ
り、４～６月期に比べて増加した。基調としても、首都
圏の堅調な建設需要を受けて、生産は底堅く推移し
ている。なかでも、ショッピングモールなど大型商業施
設向けが増加しており、高速道路ＩＣ周辺の物流倉庫
向けも引き続き伸びが高い。介護施設向けも堅調に
推移しているものの、好調だった病院向けは少し落ち
着いてきた。一方、製造業による工場新増設といった
動きは、依然として、ほとんどみられない。

先行きは、受注残からみて順調に推移するとみら
れるが、人手不足から工事の遅延が心配。
　民間工事は、福祉関連を中心に底堅く推移。先行
きは、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくる
と期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減、
建築コストの上昇などから前年を下回る。先行きは、
建築コストの上昇から様子見の姿勢が強まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税の影響が和らぎ売
上は前年をやや上回ったとみられる。先行きは、物
価上昇により実質所得が目減りしているため、大き
な増加は期待しにくく前年並みとなろう。

るようだ。
10～12月期についても、設備投資減税や新ものづ

くり補助金などの政策効果が下支えすることもあり、
一般機械の生産は引き続き、緩やかに回復を続ける
と見込まれる。

(2)電気機械…前年を上回る
７～９月期の生産は、消費増税に伴う反動減や天
候不順から家電製品が前年を下回って推移したもの
の、産業向けや北米向けの自動車関連が順調だった
ため、全体では前年を上回った。
生産の持ち直し、業務の合理化や効率化などか

ら、収益は改善してきている。大手企業では、今春
にベースアップを実施したようだが、中堅・中小企
業では、ベースアップではなくボーナスで還元する
企業が多いようだ。ただ、中堅・中小企業でも、収益
が安定してくれば、ベースアップを検討したいとし
ている。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引き
続き順調に推移している。産業向けは、堅調に推移し
ている。
白物家電は、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など、いず
れも前年を下回って推移している。ただ、本体幅が従
来機種と同じで容量は大きくなっている冷蔵庫や、運
転音が静かな高機能モーター搭載洗濯機、高い洗
浄力を誇る洗濯機などの高付加価値な製品、ルーム
エアコンもセンサー搭載により人の居場所を検知し、
過度な冷暖房を抑える省エネタイプの機種などには

めるなど、効率化が進められ、収益的には赤字から
黒字化し、安定して推移している。フルハイビジョン
の約４倍の解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価
値製品へ生産をシフトさせるなどの動きが強まって
いる。
先行きは、消費増税に伴う反動減の影響が薄れて

くること、新製品の投入などから、徐々に回復してくる
と期待されている。また、各社とも安定した収益確保
が期待できるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させ
ている。

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：７～９月期の県内の販売台数は、消費増税後
の反動減により前年割れとなった。販売が好調だった
軽自動車の減少が大きく、減少幅は４～６月期に比べ
拡大した。消費増税前の駆け込み需要で膨らんでい
た受注残が解消した影響もあったとみられる。また、
販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつきが
大きかった。
生産動向をみると、県内の完成車メーカーの販売

は昨秋に新型車を投入した効果で好調を維持してい
るため、７～９月期の県内生産は前年に比べ増加した
ようだ。ただし、前年の生産水準が低かったことによ
る反動増という面もある。県内の輸送機械（乗用車
のほかトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生
産指数は、７月には前年比46.7％増と前年を大きく
上回る水準となった。
先行きについては、県内の生産は、新型車効果が
一巡することや、昨年は秋以降に増税による駆け込
み購入があったことに加え、在庫水準が上昇している
ことから、前年対比でみると減少の可能性がある。
トラック関連：７～９月期のトラックの生産は前年並み
で推移したようだ。消費増税の影響は限定的だった
とみられ、国内の景気回復や経済対策による公共投
資の増加、震災の復興需要等の要因で国内販売が
好調だった。海外ではタイでの販売は不振だったが

電気料金の大幅な上昇などから、棒鋼メーカーの
収益は厳しい状況が続いている。原料のスクラップ
価格が、比較的落ち着いて推移しているため、足元
のスプレッドは若干改善しているものの、今後、スク
ラップ価格が上昇に転じるようだと、収益は再び悪化
することが懸念される。
建設現場では、鉄筋工や型枠工などの人手不足

が続いており、棒鋼の生産は、工事の進捗にあわせ
て、徐々に受注残をこなすような状況にある。建設現
場の人手不足は、当面、解消の目途が立たないこと
から、棒鋼の生産量も、先行き大幅な伸びは想定しに
くい。10～12月期の棒鋼の生産量は、７～９月期対比、
緩やかな増加を見込む。
７～９月期の鋳物の生産は、夏期節電への協力に
伴って電炉が減産した影響もあり、４～６月期に比べ
て若干減少した。しかし、受注量そのものは落ちてお
らず、前年同時期との比較では、ほぼ前年並みの水
準を維持している。
業種別では、輸出が弱含んでいる建設機械向けは、
伸び悩んでいるものの、工作機械向けは、国内設備
投資の持ち直しを受けて、やや生産が上向いている。
鋳鉄管やマンホールなど公共工事向けは、引き続き
堅調に推移している。
収益は厳しい状況が続いている。消費増税分の価
格転嫁は、納入先の多くが受け入れているものの、電
気料金引き上げ等を理由とした価格改定には、厳し
い対応の先が多いようだ。
10～12月期の鋳物の生産は、緩やかに持ち直す

とみられる。ただし、納期が短い仕事が多く、生産性
を上げにくいこともあり、収益は引き続き厳しい状況
が続こう。
 
(5)建設…順調に推移
建設は、７～９月期は引き続き建設資材価格や人
件費、輸送費などの建築コストが上昇したものの、公
共工事を中心に総じて順調に推移している。
先行きは、受注残を１年分程度確保できており、順
調な動きが続くとみられる。また、受注残が高水準な
こともあり、各社とも選別受注を強めており、収益は
確保できているようだ。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修など
の工事を中心に順調だが、公共投資の入札は不調
が増加している。
不調の要因として、現場監督者不足が挙げられる。
入札に参加して、小口な案件などには、積極的に受
注を目指さない業者が多くなっており、不調が増加す
る要因の一つとなっている
現場監督者不足については、今までは中途採用で
対応していたが、それでは間に合わなくなってきてい
るため、最近では女性の現場監督者の育成を図って
いる企業もある。
先行きは、2014年度予算の前倒し執行などから、
受注が増加しており、当面、順調に推移するとみられ
る。一部には、2014年度の補正予算に期待する声も
聞かれた。

人手不足から工事の遅延を心配する声もあった。
工期通りに完成させるためには、追加の人手を確保
する必要があるため、さらに労務費コストが増加し、
収益を圧迫する要因となりかねない。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・介
護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移してい
る。しかし、足元での、建設資材価格の上昇、人手不
足などから、民間からの引き合いは様子見の状態が
続いている。
先行きは、景気回復を実感できれば、工場や倉庫、

ビルなどの民間設備投資の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税の
反動減や、建築コスト上昇による供給減から、前年を
下回って推移している。建築コストの上昇分を販売価
格に転嫁できないため、無理して供給を増やし在庫
を抱えるよりも、売れそうな物件に絞りこんで対応し
ているようだ。
日本不動産研究所によると、首都圏のマンション契
約率は低下している。首都圏の中でも地価が比較的
高い東京都（特に23区内）、神奈川県は、マンション
販売価格に占める建築コストの割合が相対的に低い
ため、建築コスト上昇分を販売価格に転嫁しても、販
売価格の上昇率への影響は相対的に少なく、かつ優
良物件であることもあり、販売は比較的順調に推移
している。
一方、地価が相対的に低い埼玉県、千葉県では、

やや状況が異なっている。埼玉県では、販売価格に
占める建築コストの割合が高く、それをそのまま転
嫁すると販売価格の大幅値上げとなり、地域に見
合った価格を超えてしまい、苦戦を強いられている。
千葉県では、埼玉県とほぼ同様な環境にあるが、ま
とまった広い土地が比較的入手しやすく、ニュータウ
ン開発などの街づくりをすることができる。街づくり
（大規模開発）ができると、過去の相場観に捉われ

ることなく、新しい販売価格を設定することができる。
そのため、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁す
ることが可能となり、契約率も埼玉県より高くなる傾
向がみられる。
先行きは、顧客からみると消費増税後のため購入
意欲も一段落したこと、建築コストの上昇などから様
子見の姿勢が強まっている。業界では、「集客はでき
るが、販売は難しい」と、顧客は物件購入には一段と
慎重になっている。
なお、2015年10月の消費増税（８％→10％）につ
いては、住宅業界では特別な対策を行っていないよ
うだ。マンションについては時間的に対応できず、分
譲戸建については案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…消費増税の影響和らぐ
百貨店：７～９月期の県内百貨店の売上は、前年をや
や上回り、４～６月期の減少から増加に転じたとみら
れる。消費増税による反動減の影響は、徐々に薄れ
てきているようだ。今夏は、猛暑の後、気温の低下が
昨年に比べ早く、８月の終わり頃から秋冬物の衣料
品の販売が伸びた。コートが売れているほか、寝具に
も動きが出ている。宝飾品や高級ブランド品などの高
額品については、消費増税の影響が残り前年割れと
なっているが、より高額の百万円以上の高額品は売
れているという。
消費者の動向をみると、昨年からみられていた品
質重視の動きは今も続いている。肉や鮮魚などでは、
これまでより値段が高く、品質の高い商品を求める消
費者が増えている。価値のあるものを買う、こだわり
があるものは買う、といった傾向が強まっているようだ。
賃上げやボーナスの増加、時給の上昇など、消費者
の所得が改善方向にあることが、こうした消費行動を
支えているとみられる。
一方、消費増税後は、消費のメリハリがよりはっき

りしてきたという指摘もあった。牛肉は高級和牛が売
れる一方、日常の野菜は値段の安いものを購入した
り、セールの期間を長くし値段を下げても、不要なも
のは買わないといった動きがある。
先行きについては、昨年は12月頃から消費増税に

よる駆け込み購入があったこともあり、前年対比では
減少する月もあるとみられるが、前年並みの売上は
確保すると予想される。
スーパー：スーパーの売上への消費増税による反動
減は、比較的短期間で収束したとみられる。県内スー
パーの販売額は、消費増税のあった４月に大きく減少
したものの５月以降はプラスに転じており、７～９月期
の売上も既存店ベース、新設店を含めた全店ベース
とも前年を上回った模様である。
衣料品の売上は前年割れとなったが、食料品の売
上が堅調だった。ただ食料品の売上は、野菜や肉類
などの相場高により押し上げられた面もあり、全体の
売上が復調したとまでは言い切れないようだ。
食料品などではワンランク上の商品の購入が増え

ており、品質がよく、価格もやや高めの商品を選ぶと
いう消費者の動きは続いているが、品質にあまり差
のない日用品については、低価格志向・節約志向が
強まる傾向もみられた。
先行きについては、消費者の所得は改善の方向に

あるものの、消費増税や円安による物価上昇で実質
所得は目減りしているため、大きな増加は期待しにく
く、前年並みの売上で推移するだろう。

2014年夏のボーナス支給状況について、県内企
業へのアンケート調査を実施した。結果は以下の通り
である。

ボーナス支給実績の有無
2014年夏のボーナスの支給実績をたずねたところ、

「正社員・パートともに支給」と答えた企業は全体の
53.3％で、2013年夏の支給実績50.6％に比べ2.7
ポイントの増加となり、支給対象が広がっている。また、
「正社員のみ支給」とした企業は36.8％で、前年実績
とほぼ同じとなった。
一方、「支給しない」とする企業は10.0％となり、前
年実績の12.7％から2.7ポイント減少した。景気の持
ち直しから、売上、利益が改善する企業が多くなって
おり、ボーナスを支給するところも増えている。
業種別にみると、「正社員・パートともに支給」と答

えた企業は、製造業では68 .5％、非製造業では
43.7％であり、製造業で割合が高くなっている。また、
前年実績と比較すると、製造業では3.4ポイントの増
加、非製造業で2.0ポイントの増加となり、いずれの業
種とも支給対象が広がっている。
また、「支給しない」は製造業で7.3％、非製造業で
11.7％である。「支給しない」を昨年実績と比較する
と製造業では2.2ポイント、非製造業では3.0ポイント
の減少となった。

 

一人当たりボーナス支給額
2014年夏のボーナスの支給総額を支給対象人員

で割った、一人当たり支給額は388千円となり、前年
実績の375千円に比べ3.5％の増加となった（ボーナ
ス支給実額を記入いただいた企業219社を集計）。前
年に続き増加となり、増加率も前年の2.4％に比べ上
昇している。景気が持ち直す中、企業収益が改善する
ところも多くなっており、今夏のボーナスは比較的高い
伸びとなった。
業種別にみると、製造業では362千円と、前年の
348千円から4.0％の増加となった。非製造業では
403千円で前年の390千円から3.3％の増加となった。

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

みると、2009年にリーマンショックによる輸出や生産
の落ち込み、雇用環境の大幅な悪化などにより、前年

もあり、支給総額の増加は小さなものにとどまっていた。
本年度は一人当たり支給額が前年比＋3.5％と増
加率が比較的大きかったことに加え、支給対象人員も
同＋4.8％と高い伸びとなったことから、支給総額は同
＋8.4％と、2005年に本調査を開始して以来最も大き
な増加となった。

2014年冬のボーナス支給予定
2014年冬のボーナス支給予定については、2013
年冬のボーナスに比べて、「増加」25.7％、「変わらな
い」59.7％、「減少」8.0％、「支給しない」6.7％となり、
「増加」としたところが「減少」とするところを上回って
いる。緩やかながら景気は回復傾向にあることなどか
ら、今冬のボーナスについては「増加」を予定している
ところが多い。 （吉嶺暢嗣）

比▲17.1％と大幅な減少となった。その後、企業収益
の改善や雇用調整が進んだこともあり、ボーナス支給
を回復する動きがみられた。
今年度は景気の持ち直しによる企業収益の改善な

どから、５年連続の増加となり、増加率も3.5％と比較
的高いものとなった。
業種別では製造業で前年に続き非製造業より高い
伸びとなった。また、非製造業では前年のマイナスか
らプラスへ転じた。

ボーナス支給総額と支給人員
アンケート回答企業の2014年夏のボーナス支給
総額は92億91百万円で、当該企業の前年実績85億
69百万円から8.4％の増加となった。一人当たり支給
額同様、５年連続の増加となり、増加率は本調査が開
始された2005年以降最大となった。
業種別の支給総額をみると、製造業が前年比＋
10.4％、非製造業が同＋7.4％となった。支給対象人
員は全体では前年比＋4.8％、製造業で同＋6.2％、非
製造業で同＋4.0％となった。支給総額、支給対象人
員とも製造業で増加率が大きかった。

夏のボーナス支給総額（前年比）の推移
夏のボーナス支給総額（前年比）の推移をみると、
2009年に▲17.6％と大きな落ち込みとなった後、持ち
直しが続き今回調査で５年連続の増加となった。ただ、
昨年度までは、総じて支給対象人員が減少していたこと

●2014年夏のボーナス支給実績の有無
合計 製造業 非製造業

正社員・パート
ともに支給

正社員のみ支給

支給しない

53.3
(50.6)
36.8
(36.7)
10.0
(12.7)

68.5
(65.1)
24.2
(25.4)
7.3
(9.5)

43.7
(41.7)
44.7
(43.6)
11.7
(14.7)

(%)

※（　　）内は2013年実績

●2014年夏のボーナス一人当たり支給額    

企業数
前年比

全産業

製造業

非製造業

219

84

135

388

362

403

一人当たり支給額
2014年 2013年

375

348

390

3.5

4.0

3.3

（社、千円、％）

●2014年冬のボーナス支給予定

全産業

製造業

非製造業

25.7

29.1

23.5

増加

59.7

57.3

61.2

変わらない

8.0

6.0

9.3

減少

6.7

7.7

6.0

支給しない
（％）

前年比

全産業

製造業

非製造業

23,977

8,800

15,177

支給対象人員支給総額
2014年 2013年

22,877

8,288

14,589

4.8

6.2

4.0

前年比

9,291

3,182

6,110

2014年 2013年

8,569

2,882

5,687

8.4

10.4

7.4

●2014年夏のボーナス支給総額と対象人員
（百万円、人、％）

●夏のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
（％）
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●夏のボーナス支給総額（前年比）の推移
（％） 全体

製造業
非製造業

対象企業数1,016社。回答企業数336社。
回答率33.1%。2014年7月中旬実施。
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▲0.5 ▲1.6

1.3

▲17.1

▲37.1

▲7.2

13.3

8.5
5.3

2.8
6.8

0.0
1.9 1.7

3.2 2.4

10.3

▲1.4

3.5 4.0

7.4

0.9

▲1.8

3.5

▲17.6

▲39.9
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埼玉県内企業の2014年夏の ボーナス支給状況
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アンケート調査

わが国経済は、緩やかな回復基調が続いており、
消費増税に伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつあ
る。先行きは、消費増税の駆け込み需要の反動減の
影響が薄れ、各種政策の効果が発現するなかで、緩
やかに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、消費増税に伴う駆け込み需要の
反動減の影響が和らぎ、持ち直している。先行きは、
緩やかな回復が期待されている。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が一般機械、鉄鋼、

建設、曇が電気機械、輸送機械、大型小売店の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、一部で消費増税に伴う反動
減もみられた４～６月期から、緩やかに回復した。先
行きについても、生産は引き続き緩やかな回復を
続けると見込まれる。
〇電気機械の生産は、家電製品に消費増税に伴う
反動減がみられたが、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったため、全体では前年を上回っ
た。先行きは、新製品の投入などから徐々に回復し
てくると期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年を上回って推移したとみら
れる。先行きの乗用車生産は、新型車効果の一巡
などから、前年対比でみると減少の可能性がある。
〇鉄鋼の生産は、堅調な建設需要を受けて、底堅く
推移している。先行きについても、引き続き生産は
緩やかな増加を見込む。
○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行き
は、受注残が高水準となっており、順調な動きが続
くとみられる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事など
を中心に順調だが、入札での不調が増加している。 

(1)一般機械…緩やかに回復
一般機械の７～９月期の生産は、一部で消費増税

に伴う反動減もみられた４～６月期から、緩やかに回
復した。
工作機械関連は、海外からの受注好調に加え、国

内設備投資も徐々に持ち直してきたことなどから、総
じて堅調に推移した。
自動車関連では、一部で旋盤や成型機などの需要
は出ているものの、海外生産比率の上昇を受け、大
型の金型などは苦戦している。
建設機械関連も、資源国向けの輸出伸び悩みなど

から、中小型機が下支えするなか、大型機械の一部
で生産がスローダウンしている。
電機関連では、スマホ・タブレット端末向け部品等

の輸出が好調な企業がみられる。発電関連では、風
力発電設備などは一時の勢いがなくなっているもの
の、ガスタービン等は引き続き堅調に推移しており、
企業の参入が続く植物工場設備向けなどの動きも活
発になっている。
製造現場では、パート・アルバイトなどの時給が上
昇しており、派遣社員などの採用も以前より難しく
なっている。人件費の増加は、メーカーのコストアッ
プ要因となる一方、「採用が厳しくなっている企業を
中心に、省力化機器などのニーズを高めている」こ
とが、一般機械の受注増加につながっている面もあ

関心が高い。
パソコンは、消費増税とウィンドウズＸＰのサポート
終了に伴い買い替え特需が起きたが、７～９月期はそ
の反動減が引き続きみられた。業界では、反動減の
影響が長引くとみており、各社とも特徴のある、高精
細の４Ｋパソコン、女性やシニア向けに利用者を特化
したパソコンなどの新製品に力を入れている。
一方、ＴＶ関連は、消費増税の反動減もあり前年

を下回って推移している。ただ、国内生産を中止し
海外へ移転させたり、アウトソーシングの割合を高

中近東などでは好調だった。
先行きも、公共事業や復興需要により国内のトラッ

ク需要は比較的堅調に推移すると見込まれ、生産も
現状程度の水準が続くだろう。
部品メーカー：部品メーカーの生産は、乗用車やト
ラックの完成車メーカーの生産が堅調に推移してい
るため、増産が続いたようだ。生産の増加により売上
は増収となっているが、売れ行きが好調な小型車は
利幅が小さく、収益面では厳しいとみられる。
先行きについては、完成車メーカーと同様に、部品

メーカーの生産も前年に比べ減少する可能性がある。
懸念材料としては、円安により仕入・原材料価格

が上昇していることや、人手不足が顕在化し派遣社
員の採用が難しくなりつつあり、賃金コストも上昇傾
向にあることがあげられ、収益面への影響が懸念さ
れる。

(4) 鉄鋼…底堅く推移
７～９月期の棒鋼の生産は、２月の大雪で工場設備
に被害を受けたメーカーが、生産を再開したこともあ
り、４～６月期に比べて増加した。基調としても、首都
圏の堅調な建設需要を受けて、生産は底堅く推移し
ている。なかでも、ショッピングモールなど大型商業施
設向けが増加しており、高速道路ＩＣ周辺の物流倉庫
向けも引き続き伸びが高い。介護施設向けも堅調に
推移しているものの、好調だった病院向けは少し落ち
着いてきた。一方、製造業による工場新増設といった
動きは、依然として、ほとんどみられない。

先行きは、受注残からみて順調に推移するとみら
れるが、人手不足から工事の遅延が心配。
　民間工事は、福祉関連を中心に底堅く推移。先行
きは、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくる
と期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減、
建築コストの上昇などから前年を下回る。先行きは、
建築コストの上昇から様子見の姿勢が強まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税の影響が和らぎ売
上は前年をやや上回ったとみられる。先行きは、物
価上昇により実質所得が目減りしているため、大き
な増加は期待しにくく前年並みとなろう。

るようだ。
10～12月期についても、設備投資減税や新ものづ

くり補助金などの政策効果が下支えすることもあり、
一般機械の生産は引き続き、緩やかに回復を続ける
と見込まれる。

(2)電気機械…前年を上回る
７～９月期の生産は、消費増税に伴う反動減や天
候不順から家電製品が前年を下回って推移したもの
の、産業向けや北米向けの自動車関連が順調だった
ため、全体では前年を上回った。
生産の持ち直し、業務の合理化や効率化などか

ら、収益は改善してきている。大手企業では、今春
にベースアップを実施したようだが、中堅・中小企
業では、ベースアップではなくボーナスで還元する
企業が多いようだ。ただ、中堅・中小企業でも、収益
が安定してくれば、ベースアップを検討したいとし
ている。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引き
続き順調に推移している。産業向けは、堅調に推移し
ている。
白物家電は、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など、いず
れも前年を下回って推移している。ただ、本体幅が従
来機種と同じで容量は大きくなっている冷蔵庫や、運
転音が静かな高機能モーター搭載洗濯機、高い洗
浄力を誇る洗濯機などの高付加価値な製品、ルーム
エアコンもセンサー搭載により人の居場所を検知し、
過度な冷暖房を抑える省エネタイプの機種などには

めるなど、効率化が進められ、収益的には赤字から
黒字化し、安定して推移している。フルハイビジョン
の約４倍の解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価
値製品へ生産をシフトさせるなどの動きが強まって
いる。
先行きは、消費増税に伴う反動減の影響が薄れて

くること、新製品の投入などから、徐々に回復してくる
と期待されている。また、各社とも安定した収益確保
が期待できるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させ
ている。

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：７～９月期の県内の販売台数は、消費増税後
の反動減により前年割れとなった。販売が好調だった
軽自動車の減少が大きく、減少幅は４～６月期に比べ
拡大した。消費増税前の駆け込み需要で膨らんでい
た受注残が解消した影響もあったとみられる。また、
販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつきが
大きかった。
生産動向をみると、県内の完成車メーカーの販売

は昨秋に新型車を投入した効果で好調を維持してい
るため、７～９月期の県内生産は前年に比べ増加した
ようだ。ただし、前年の生産水準が低かったことによ
る反動増という面もある。県内の輸送機械（乗用車
のほかトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生
産指数は、７月には前年比46.7％増と前年を大きく
上回る水準となった。
先行きについては、県内の生産は、新型車効果が
一巡することや、昨年は秋以降に増税による駆け込
み購入があったことに加え、在庫水準が上昇している
ことから、前年対比でみると減少の可能性がある。
トラック関連：７～９月期のトラックの生産は前年並み
で推移したようだ。消費増税の影響は限定的だった
とみられ、国内の景気回復や経済対策による公共投
資の増加、震災の復興需要等の要因で国内販売が
好調だった。海外ではタイでの販売は不振だったが

電気料金の大幅な上昇などから、棒鋼メーカーの
収益は厳しい状況が続いている。原料のスクラップ
価格が、比較的落ち着いて推移しているため、足元
のスプレッドは若干改善しているものの、今後、スク
ラップ価格が上昇に転じるようだと、収益は再び悪化
することが懸念される。
建設現場では、鉄筋工や型枠工などの人手不足

が続いており、棒鋼の生産は、工事の進捗にあわせ
て、徐々に受注残をこなすような状況にある。建設現
場の人手不足は、当面、解消の目途が立たないこと
から、棒鋼の生産量も、先行き大幅な伸びは想定しに
くい。10～12月期の棒鋼の生産量は、７～９月期対比、
緩やかな増加を見込む。
７～９月期の鋳物の生産は、夏期節電への協力に
伴って電炉が減産した影響もあり、４～６月期に比べ
て若干減少した。しかし、受注量そのものは落ちてお
らず、前年同時期との比較では、ほぼ前年並みの水
準を維持している。
業種別では、輸出が弱含んでいる建設機械向けは、
伸び悩んでいるものの、工作機械向けは、国内設備
投資の持ち直しを受けて、やや生産が上向いている。
鋳鉄管やマンホールなど公共工事向けは、引き続き
堅調に推移している。
収益は厳しい状況が続いている。消費増税分の価
格転嫁は、納入先の多くが受け入れているものの、電
気料金引き上げ等を理由とした価格改定には、厳し
い対応の先が多いようだ。
10～12月期の鋳物の生産は、緩やかに持ち直す

とみられる。ただし、納期が短い仕事が多く、生産性
を上げにくいこともあり、収益は引き続き厳しい状況
が続こう。
 
(5)建設…順調に推移
建設は、７～９月期は引き続き建設資材価格や人
件費、輸送費などの建築コストが上昇したものの、公
共工事を中心に総じて順調に推移している。
先行きは、受注残を１年分程度確保できており、順
調な動きが続くとみられる。また、受注残が高水準な
こともあり、各社とも選別受注を強めており、収益は
確保できているようだ。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修など
の工事を中心に順調だが、公共投資の入札は不調
が増加している。
不調の要因として、現場監督者不足が挙げられる。
入札に参加して、小口な案件などには、積極的に受
注を目指さない業者が多くなっており、不調が増加す
る要因の一つとなっている
現場監督者不足については、今までは中途採用で
対応していたが、それでは間に合わなくなってきてい
るため、最近では女性の現場監督者の育成を図って
いる企業もある。
先行きは、2014年度予算の前倒し執行などから、
受注が増加しており、当面、順調に推移するとみられ
る。一部には、2014年度の補正予算に期待する声も
聞かれた。

人手不足から工事の遅延を心配する声もあった。
工期通りに完成させるためには、追加の人手を確保
する必要があるため、さらに労務費コストが増加し、
収益を圧迫する要因となりかねない。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・介
護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移してい
る。しかし、足元での、建設資材価格の上昇、人手不
足などから、民間からの引き合いは様子見の状態が
続いている。
先行きは、景気回復を実感できれば、工場や倉庫、

ビルなどの民間設備投資の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税の
反動減や、建築コスト上昇による供給減から、前年を
下回って推移している。建築コストの上昇分を販売価
格に転嫁できないため、無理して供給を増やし在庫
を抱えるよりも、売れそうな物件に絞りこんで対応し
ているようだ。
日本不動産研究所によると、首都圏のマンション契
約率は低下している。首都圏の中でも地価が比較的
高い東京都（特に23区内）、神奈川県は、マンション
販売価格に占める建築コストの割合が相対的に低い
ため、建築コスト上昇分を販売価格に転嫁しても、販
売価格の上昇率への影響は相対的に少なく、かつ優
良物件であることもあり、販売は比較的順調に推移
している。
一方、地価が相対的に低い埼玉県、千葉県では、

やや状況が異なっている。埼玉県では、販売価格に
占める建築コストの割合が高く、それをそのまま転
嫁すると販売価格の大幅値上げとなり、地域に見
合った価格を超えてしまい、苦戦を強いられている。
千葉県では、埼玉県とほぼ同様な環境にあるが、ま
とまった広い土地が比較的入手しやすく、ニュータウ
ン開発などの街づくりをすることができる。街づくり
（大規模開発）ができると、過去の相場観に捉われ

ることなく、新しい販売価格を設定することができる。
そのため、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁す
ることが可能となり、契約率も埼玉県より高くなる傾
向がみられる。
先行きは、顧客からみると消費増税後のため購入
意欲も一段落したこと、建築コストの上昇などから様
子見の姿勢が強まっている。業界では、「集客はでき
るが、販売は難しい」と、顧客は物件購入には一段と
慎重になっている。
なお、2015年10月の消費増税（８％→10％）につ
いては、住宅業界では特別な対策を行っていないよ
うだ。マンションについては時間的に対応できず、分
譲戸建については案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…消費増税の影響和らぐ
百貨店：７～９月期の県内百貨店の売上は、前年をや
や上回り、４～６月期の減少から増加に転じたとみら
れる。消費増税による反動減の影響は、徐々に薄れ
てきているようだ。今夏は、猛暑の後、気温の低下が
昨年に比べ早く、８月の終わり頃から秋冬物の衣料
品の販売が伸びた。コートが売れているほか、寝具に
も動きが出ている。宝飾品や高級ブランド品などの高
額品については、消費増税の影響が残り前年割れと
なっているが、より高額の百万円以上の高額品は売
れているという。
消費者の動向をみると、昨年からみられていた品
質重視の動きは今も続いている。肉や鮮魚などでは、
これまでより値段が高く、品質の高い商品を求める消
費者が増えている。価値のあるものを買う、こだわり
があるものは買う、といった傾向が強まっているようだ。
賃上げやボーナスの増加、時給の上昇など、消費者
の所得が改善方向にあることが、こうした消費行動を
支えているとみられる。
一方、消費増税後は、消費のメリハリがよりはっき

りしてきたという指摘もあった。牛肉は高級和牛が売
れる一方、日常の野菜は値段の安いものを購入した
り、セールの期間を長くし値段を下げても、不要なも
のは買わないといった動きがある。
先行きについては、昨年は12月頃から消費増税に

よる駆け込み購入があったこともあり、前年対比では
減少する月もあるとみられるが、前年並みの売上は
確保すると予想される。
スーパー：スーパーの売上への消費増税による反動
減は、比較的短期間で収束したとみられる。県内スー
パーの販売額は、消費増税のあった４月に大きく減少
したものの５月以降はプラスに転じており、７～９月期
の売上も既存店ベース、新設店を含めた全店ベース
とも前年を上回った模様である。
衣料品の売上は前年割れとなったが、食料品の売
上が堅調だった。ただ食料品の売上は、野菜や肉類
などの相場高により押し上げられた面もあり、全体の
売上が復調したとまでは言い切れないようだ。
食料品などではワンランク上の商品の購入が増え

ており、品質がよく、価格もやや高めの商品を選ぶと
いう消費者の動きは続いているが、品質にあまり差
のない日用品については、低価格志向・節約志向が
強まる傾向もみられた。
先行きについては、消費者の所得は改善の方向に

あるものの、消費増税や円安による物価上昇で実質
所得は目減りしているため、大きな増加は期待しにく
く、前年並みの売上で推移するだろう。

2014年夏のボーナス支給状況について、県内企
業へのアンケート調査を実施した。結果は以下の通り
である。

ボーナス支給実績の有無
2014年夏のボーナスの支給実績をたずねたところ、

「正社員・パートともに支給」と答えた企業は全体の
53.3％で、2013年夏の支給実績50.6％に比べ2.7
ポイントの増加となり、支給対象が広がっている。また、
「正社員のみ支給」とした企業は36.8％で、前年実績
とほぼ同じとなった。
一方、「支給しない」とする企業は10.0％となり、前
年実績の12.7％から2.7ポイント減少した。景気の持
ち直しから、売上、利益が改善する企業が多くなって
おり、ボーナスを支給するところも増えている。
業種別にみると、「正社員・パートともに支給」と答

えた企業は、製造業では68 .5％、非製造業では
43.7％であり、製造業で割合が高くなっている。また、
前年実績と比較すると、製造業では3.4ポイントの増
加、非製造業で2.0ポイントの増加となり、いずれの業
種とも支給対象が広がっている。
また、「支給しない」は製造業で7.3％、非製造業で
11.7％である。「支給しない」を昨年実績と比較する
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埼玉県経済は、持ち直しているものの、消費増税に伴う  駆け込み需要の反動減が一部にみられる。

景気動向指数 改善を示している

7月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：93.1（前月比＋0.3ポイント）、一致指数：140.0
（同▲2.6ポイント）、遅行指数：85.4（同＋0.2ポイン
ト）となった。
先行指数は4カ月ぶりの上昇となった。
一致指数は2カ月連続で下降した。基調判断とな

る3カ月後方移動平均は、前月比＋0.17ポイントと、
2カ月ぶりに上昇した。埼玉県は、景気の基調判断を
「改善を示している」としている。
遅行指数は7カ月連続の上昇となった。

個人消費 大型小売店販売が増加

８月の大型小売店販売額は876億円、前年比＋
3.1％（既存店）と増加した。業態別では、百貨店（同
＋0.8％）は5カ月ぶりに増加、スーパー（同＋3.7％）
は4カ月連続で増加した。新設店を含む全店ベース
の販売額も同＋3.9％と増加した。
9月の新車販売台数（乗用車）は14,893台、前年

比▲5.8％と2カ月連続で減少した。車種別では普
通乗用車が7,988台（同＋3.6％）、小型乗用車は
6,905台（同▲14.8％）だった。

住 宅 前年を下回る動き続く

８月の新設住宅着工戸数は4,382戸、前年比▲
8.5％と９カ月連続して、前年を下回った。消費増税
に伴う駆け込み需要の反動減が続いている。
利用関係別では、分譲住宅が1,550戸（前年比＋

3.9％）と増加したものの、持家が1,342戸（前年比▲
20.2％）、貸家が1,485戸（同▲7.8％）と減少した。
分譲住宅は、戸建が1,028戸（前年比▲12.4％）

と減少し、マンションが520戸（同＋63.5％）と増加
した。
雇用・所得環境が改善されているものの、消費増

税の反動減から、弱含みの動きが続くと見込まれる。

公共工事 強含み

９月の公共工事請負金額は445億円（前年比＋
3.8％）と前年を再び上回った。４～９月累計では同＋
6.9％と、前年を上回った動きが続いており、強含み
で推移している。
発注者別では、埼玉県（前年比▲0.4％）、市町村

（同▲20.6％）が減少したものの、国（同＋76.8％）、
独立行政法人等（同＋31.9％)が増加した。
公共工事は、建設資材の値上がりや人手不足が
懸念されるものの、2014年度予算が前倒しで執行
されることなどから、当面、底堅く推移することが見
込まれる。

生 産 弱含み

７月の鉱工業指数をみると、生産指数は94.2
（前月比＋0.7％）と微増となったものの、消費増税
に伴う反動減の影響もあり、総じて弱含みで推移
している。
業種別では、輸送機械、プラスチック製品、電子
部品・デバイスなどが減少したものの、化学、情報通
信機械、生産用機械などが増加した。
在庫指数は前月比＋5.8％の143.2となった。業
種別では、生産用機械、パルプ・紙、電子部品・デバ
イスなどが減少し、輸送機械、家具、金属製品など
が増加した。

雇 用 有効求人倍率は0.74倍

８月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.02ポイント下降して0.74倍となった。　
有効求職者数が93,230人（前年比▲11.3％）

と、51カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
66,922人（同＋2.5％）と、14カ月連続で前年を上
回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.09ポイント下降の1.12倍となっている。
８月の有効求人倍率は0.74倍と、７カ月振りに前
月の水準を下回った。県内の雇用情勢は、持ち直し
の動きを続けているものの、依然として厳しい状況
にある。
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埼玉県（右目盛）
全国（右目盛）

資料：埼玉労働局
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月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2014.11埼玉りそな経済情報2014.11

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模３０人以上

2010年

2011年

2012年

2013年

13年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

14年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

0.41

0.51

0.57

0.62

0.63

0.64

0.64

0.65

0.66

0.69

0.68

0.68

0.70

0.72

0.74

0.74

0.76

0.74

0.52

0.65

0.80

0.93

0.94

0.95

0.96

0.98

1.01

1.03

1.04

1.05

1.07

1.08

1.09

1.10

1.10

1.10

19,633

22,517

23,604

23,721

25,025

24,190

23,291

26,504

23,620

20,313

27,064

25,574

24,294

25,740

23,638

22,983

26,289

22,575

5.9

14.7

4.8

0.5

7.1

1.7

3.2

3.2

1.3

4.1

4.2

0.9

6.3

13.2

3.7

4.4

5.1

▲ 6.7

571

655

737

794

827

783

807

907

793

697

919

867

836

860

806

804

864

779

9.3

14.7

12.5

7.8

13.0

4.3

9.2

10.8

6.9

10.9

12.9

7.1

5.4

10.0

4.0

8.1

4.5

▲ 0.6

10,440

10,459

10,428

10,575

906

843

821

850

905

1,120

888

774

1,041

789

876

881

906

876

▲ 2.3

▲ 1.8

▲ 2.0

▲ 2.6

▲ 3.1

▲ 1.8

▲ 0.7

▲ 1.7

▲ 0.6

▲ 1.5

0.2

▲ 0.1

14.3

▲ 5.4

0.4

▲ 0.8

0.0

3.1

195,791

195,933

195,916

197,774

17,127

15,823

15,059

15,911

16,963

21,399

17,117

14,690

19,562

14,677

15,924

16,317

17,174

16,263

▲ 2.6

▲ 1.8

▲ 0.8

▲ 0.4

▲ 1.6

▲ 0.1

0.7

▲ 0.1

0.6

0.2

▲0.0

1.3

16.1

▲ 6.7

▲ 1.2

▲ 1.8

▲ 0.6

1.6

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 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 関東経済産業局 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（％）

●大型小売店販売額の前年比は既存店ベース

2010年

2011年

2012年

2013年

13年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

14年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

161,858

129,169

165,110

158,230

13,430

10,683

15,818

12,810

13,278

12,451

14,997

16,219

21,600

8,848

9,954

12,533

13,476

10,036

14,893

10.4

▲ 20.2

27.8

▲ 4.2

▲ 15.4

▲ 3.7

15.5

17.9

13.6

20.5

24.7

8.0

12.5

▲ 8.3

▲ 8.2

▲ 3.7

0.3

▲ 6.1

▲ 5.8

2,927,602

2,386,036

3,014,651

2,872,111

249,899

188,867

284,109

232,922

242,497

223,179

264,278

300,007

417,136

165,486

178,653

229,037

250,689

177,749

268,435

10.9

▲ 18.5

26.3

▲ 4.7

▲ 15.5

▲ 7.9

12.7

18.6

13.4

19.8

28.0

14.7

12.8

▲ 11.8

▲ 6.9

▲ 1.8

0.3

▲ 5.9

▲ 5.5

573

563

543

483

54

40

32

39

42

37

48

33

39

30

32

30

39

34

41

111,207

70,551

69,848

74,225

8,507

13,051

4,106

3,757

4,792

4,942

4,301

6,343

6,418

2,471

7,235

1,771

2,226

8,059

6,395

13,321

12,734

12,124

10,855

1,025

819

820

959

862

750

864

782

814

914

834

865

882

727

827

7,160,773

3,592,920

3,834,563

2,782,347

199,563

166,259

190,202

155,345

137,884

134,377

315,149

116,195

116,997

141,087

172,641

192,037

129,492

135,764

136,799

100.0

99.9

100.3

100.8

100.9

101.2

101.3

101.5

101.7

101.6

101.6

101.7

101.7

103.8

104.2

104.3

104.4

104.7

▲ 1.0

▲ 0.1

0.4

0.6

1.0

1.3

1.2

1.2

1.7

1.5

1.4

1.8

1.7

3.4

3.7

3.8

3.5

3.4

100.0

99.7

99.7

100.0

100.0

100.3

100.6

100.7

100.8

100.9

100.7

100.7

101.0

103.1

103.5

103.4

103.4

103.6

▲ 0.7

▲ 0.3

0.0

0.4

0.7

0.9

1.1

1.1

1.5

1.6

1.4

1.5

1.6

3.4

3.7

3.6

3.4

3.3

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

埼玉県 総務省

全国

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

2010年

2011年

2012年

2013年

13年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

14年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

100.0

98.5

96.3

93.1

91.3

92.2

91.1

98.8

97.5

98.7

106.5

96.2

99.2

96.2

98.4

93.5

94.2

11.4

▲ 1.5

▲ 2.2

▲ 3.3

▲ 0.7

1.0

▲ 1.2

8.5

▲ 1.3

1.2

7.9

▲ 9.7

3.1

▲ 3.0

2.3

▲ 5.0

0.7

100.0

97.2

97.8

97.0

97.6

97.1

98.6

99.2

99.5

100.0

103.9

101.5

102.2

99.3

100.0

96.6

97.0

95.2

15.6

▲ 2.8

0.6

▲ 0.8

2.7

▲ 0.5

1.5

0.6

0.3

0.5

3.9

▲ 2.3

0.7

▲ 2.8

0.7

▲ 3.4

0.4

▲ 1.9

118.1

100.8

143.0

112.2

106.7

105.1

105.2

107.3

106.5

103.1

107.1

120.6

115.1

113.1

121.3

135.3

143.2

22.6

▲ 14.6

41.9

▲ 21.5

▲ 1.6

▲ 1.5

0.1

2.0

▲ 0.7

▲ 3.2

3.9

12.6

▲ 4.6

▲ 1.7

7.3

11.5

5.8

102.9

105.0

110.5

105.7

108.4

107.6

107.5

107.2

105.7

105.5

105.1

104.2

105.7

105.2

108.4

110.6

111.6

112.6

2.4

2.0

5.2

▲ 4.3

0.7

▲ 0.7

▲ 0.1

▲ 0.3

▲ 1.4

▲ 0.2

▲ 0.4

▲ 0.9

1.4

▲ 0.5

3.0

2.0

0.9

0.9

2,042

2,166

2,705

3,378

275

140

260

194

532

251

438

317

326

182

248

303

187

261

18.6

6.1

24.9

24.9

▲ 4.3

▲ 8.8

7.7

46.2

79.8

74.3

66.8

34.6

▲ 27.3

▲ 37.6

▲ 4.9

33.8

▲ 32.1

86.7

44,521

47,254

50,184

55,947

4,853

4,612

5,162

4,818

4,579

4,491

4,657

4,169

4,399

4,836

4,077

5,065

4,732

4,521

3.7

6.1

6.2

11.5

15.3

3.7

9.8

6.0

11.5

▲ 1.1

19.7

▲ 3.6

▲ 6.4

▲ 4.2

▲ 11.6

4.4

▲ 2.5

▲ 2.0

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

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

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2010年

2011年

2012年

2013年

13年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

14年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

55,368

57,767

59,605

63,024

5,706

4,790

4,982

5,672

6,208

5,792

4,990

5,114

4,232

4,708

4,089

4,883

4,745

4,382

2.2

4.3

3.2

5.7

24.5

▲ 21.1

▲ 8.2

1.5

43.6

▲ 0.6

▲ 1.6

▲ 6.8

▲ 4.4

▲ 4.3

▲ 10.4

▲ 9.6

▲ 16.8

▲ 8.5

813,126

834,117

882,797

980,025

84,801

84,343

88,539

90,226

91,475

89,578

77,843

69,689

69,411

75,286

67,791

75,757

72,880

73,771

3.1

2.6

5.8

11.0

12.4

8.8

19.4

7.1

14.1

18.0

12.3

1.0

▲ 2.9

▲ 3.3

▲ 15.0

▲ 9.5

▲ 14.1

▲ 12.5

14.1

13.1

13.8

14.5

14.7

15.1

14.6

15.2

15.2

15.6

13.8

15.8

16.3

16.7

14.3

14.6

14.7

26.8

▲ 6.8

5.7

5.2

11.3

12.7

8.2

16.9

9.4

16.4

10.4

18.0

15.6

10.6

2.1

0.0

0.0

15.4

15.4

15.8

16.4

16.7

16.4

17.1

17.5

17.9

17.9

16.5

17.9

18.6

18.0

16.6

17.0

17.4

16.5

33.0

0.8

0.2

3.8

4.4

7.2

10.3

13.0

15.5

13.3

17.0

14.0

14.8

10.4

9.2

4.9

4.1

0.6

100.0

102.3

102.5

102.5

103.0

102.7

102.9

102.8

102.7

102.6

102.4

101.8

101.4

103.0

102.9

103.1

102.9

▲ 0.7

2.3

0.2

0.0

0.1

0.1

0.2

2.0

▲ 0.1

▲ 0.2

▲ 0.1

0.0

0.2

0.6

0.6

0.5

▲ 0.1

100.0

100.0

99.7

99.5

100.0

99.8

99.7

99.7

99.8

99.8

99.3

99.0

98.5

100.1

100.3

100.5

100.5

100.3

▲ 0.3

0.0

▲ 0.3

▲ 0.2

▲ 0.1

0.0

0.0

0.1

0.3

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

0.3

0.4

0.5

0.5

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

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

埼玉県
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月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2014.11埼玉りそな経済情報2014.11

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模３０人以上

2010年

2011年

2012年

2013年

13年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

14年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

0.41

0.51

0.57

0.62

0.63

0.64

0.64

0.65

0.66

0.69

0.68

0.68

0.70

0.72

0.74

0.74

0.76

0.74

0.52

0.65

0.80

0.93

0.94

0.95

0.96

0.98

1.01

1.03

1.04

1.05

1.07

1.08

1.09

1.10

1.10

1.10

19,633

22,517

23,604

23,721

25,025

24,190

23,291

26,504

23,620

20,313

27,064

25,574

24,294

25,740

23,638

22,983

26,289

22,575

5.9

14.7

4.8

0.5

7.1

1.7

3.2

3.2

1.3

4.1

4.2

0.9

6.3

13.2

3.7

4.4

5.1

▲ 6.7

571

655

737

794

827

783

807

907

793

697

919

867

836

860

806

804

864

779

9.3

14.7

12.5

7.8

13.0

4.3

9.2

10.8

6.9

10.9

12.9

7.1

5.4

10.0

4.0

8.1

4.5

▲ 0.6

10,440

10,459

10,428

10,575

906

843

821

850

905

1,120

888

774

1,041

789

876

881

906

876

▲ 2.3

▲ 1.8

▲ 2.0

▲ 2.6

▲ 3.1

▲ 1.8

▲ 0.7

▲ 1.7

▲ 0.6

▲ 1.5

0.2

▲ 0.1

14.3

▲ 5.4

0.4

▲ 0.8

0.0

3.1

195,791

195,933

195,916

197,774

17,127

15,823

15,059

15,911

16,963

21,399

17,117

14,690

19,562

14,677

15,924

16,317

17,174

16,263

▲ 2.6

▲ 1.8

▲ 0.8

▲ 0.4

▲ 1.6

▲ 0.1

0.7

▲ 0.1

0.6

0.2

▲0.0

1.3

16.1

▲ 6.7

▲ 1.2

▲ 1.8

▲ 0.6

1.6

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 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 関東経済産業局 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（％）

●大型小売店販売額の前年比は既存店ベース

2010年

2011年

2012年

2013年

13年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

14年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

161,858

129,169

165,110

158,230

13,430

10,683

15,818

12,810

13,278

12,451

14,997

16,219

21,600

8,848

9,954

12,533

13,476

10,036

14,893

10.4

▲ 20.2

27.8

▲ 4.2

▲ 15.4

▲ 3.7

15.5

17.9

13.6

20.5

24.7

8.0

12.5

▲ 8.3

▲ 8.2

▲ 3.7

0.3

▲ 6.1

▲ 5.8

2,927,602

2,386,036

3,014,651

2,872,111

249,899

188,867

284,109

232,922

242,497

223,179

264,278

300,007

417,136

165,486

178,653

229,037

250,689

177,749

268,435

10.9

▲ 18.5

26.3

▲ 4.7

▲ 15.5

▲ 7.9

12.7

18.6

13.4

19.8

28.0

14.7

12.8

▲ 11.8

▲ 6.9

▲ 1.8

0.3

▲ 5.9

▲ 5.5

573

563

543

483

54

40

32

39

42

37

48

33

39

30

32

30

39

34

41

111,207

70,551

69,848

74,225

8,507

13,051

4,106

3,757

4,792

4,942

4,301

6,343

6,418

2,471
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727
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新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

埼玉県 総務省

全国

台 前年比（％） 台 前年比（％） 件数（件）負債額（百万円） 件数（件）負債額（百万円） 2010年=100 前年比（％）2010年=100 前年比（％）
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2011年
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13年  7月
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14年  1月
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3月

4月

5月

6月
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9月
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▲ 0.5

1.5

0.6

0.3
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▲ 1.7

7.3

11.5

5.8

102.9

105.0
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105.5

105.1

104.2

105.7

105.2

108.4

110.6

111.6

112.6

2.4

2.0
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4,579

4,491

4,657
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鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業在庫指数（季調値） 建築着工非居住用（床面積）
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●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値
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ブルーベリーの里

ブルーベリーは、美しい青紫色の果実が甘味とさ
わやかな酸味をあわせ持つ、美里町を代表する特
産品である。よく熟した果実は、生で食べてもおいし
いが、町内ではジャムやジュース、果実を焼きこんだ
焼き菓子などにも加工されており、こちらも大変人気
がある。
かつて、美里町では養蚕が盛んに行われていたが、
中国からの安価な絹の輸入や農家の高齢化なども
あって、近年は衰退してきていた。そこで、桑畑等の
休耕地を有効活用する施策の一つとして、平成11
年に策定されたのが「観光果樹園100町歩（≒
100ha）構想」である。これは、5年間で100haの休
耕地などを観光果樹園に転換するというもので、町
がブルーベリーやうめなどの果樹の苗木を提供した
うえ、整地から植栽まで無料で実施した。今日では、
町内各所にブルーベリー農園が開かれており、夏場
の最盛期には、ブルーベリーの摘み取りに町を訪れ
る観光客の姿が絶えない。
平成21年に誕生した町のマスコット・ミムリンも、
頭と体がブルーベリーのかわいい鳥のキャラクター
で、町のＰＲに大活躍している。親子で遊べるスマー
トフォン向けのゲームアプリ「こっちむいて！ミムリン」
が配信されているほか、ぬいぐるみやストラップ、ピン
バッジなどのミムリングッズも販売されているので、
一度手にとってご覧いただきたい。

企業誘致の推進

平成24年4月、隣接する深谷市・寄居町とともに、
美里町が国へ要望していた、関越自動車道（仮称）
寄居ＰＡ（パーキングエリア）スマートＩＣ設置の事
業化が決定した。スマートＩＣは、通行車両をＥＴＣ
搭載車両に限定して、高速道路の本線やＰＡなど
から乗り降りさせるＩＣであり、料金徴収員が不要な
ため、低コストで導入できるメリットがある。（仮称）
寄居ＰＡスマートＩＣは、上下線ともに出入り可能な
フルインター形式で、平成28年10月の供用開始を
予定している。
関越自動車道本庄児玉ＩＣと花園ＩＣのほぼ中間

に位置する寄居ＰＡに新たにＩＣができることで、美
里町にとって、住民の交通利便性の一層の向上が
図られることはもちろん、高速道路へのアクセスを生
かした企業の進出促進などを通じて、地域経済の活
性化を見込むこともできる。
美里町も、（仮称）寄居ＰＡスマートＩＣの設置を大

きなチャンスと捉えており、アクセス道路周辺を田園
環境と調和した産業基盤づくりの拠点地域として、
企業誘致を積極的に推進している。具体的には、工
場等設置奨励金として3年間の固定資産税相当額
の助成を行うほか、新規に雇用した従業員一人当た
り10万円の雇用促進奨励金を給付するなど、手厚
い優遇措置を設けており、進出を計画する企業に
とって、大変魅力ある制度になっている。

美しい自然と田園風景、活力ある交流の里

美里町長　原田 信次氏

美里町
町長のメッセージ

秋蚕の碑

世界遺産・富岡製糸場の初代工場長となった
尾高惇忠は、わが国製糸業発展のためには、生糸の
原料である繭の増産が不可欠と考えた。それまで養
蚕は春にだけ行われていたが、尾高は、蚕の卵を涼
しい山中の風穴で保存し、蚕の生育時期をずらす技
法を紹介し、秋の養蚕を積極的に奨励した。これが
秋蚕である。秋蚕の普及を契機として、わが国の生
糸の生産量は飛躍的に増加していった。
旧松久村の深沢豊次郎は、尾高の勧奨に従い、
秋蚕の飼育に率先して取り組んだ先駆者の一人で
ある。美里町に建つ高さ２ｍあまりの「秋蚕の碑」に
は、多年にわたって秋蚕の普及に努めた深沢を称え
る尾高の撰文が刻まれ、明治殖産興業の一翼を
担った先人の功績を今に伝えている。 （井上博夫）

はじめに

美里町は、埼玉県の北西部に位置し、東は深谷市、
北と西は本庄市、南は寄居町と長瀞町にそれぞれ
接している。町の人口は11,000人あまりで、面積は
33.48ｋ㎡、美しい自然と田園風景が広がっている。
町の中央部を東西に横切るＪＲ八高線の松久駅が
町の玄関口だが、上越新幹線本庄早稲田駅や関越
自動車道本庄児玉ＩＣ・花園ＩＣなどへのアクセスも
良好で、交通の利便性が高い。
昭和29年に、東児玉村・松久村・大沢村の三村が
合併して美里村となり、昭和59年には町制が施行さ
れた。平成26年10月に、三村合併60周年・町制施
行30周年という大きな節目を迎えた美里町は、活力
ある交流の里を目指し、新たなまちづくりの第一歩を
踏み出した。

美里町はその名のとおり、山河と田園の広がる人々にやすらぎとうるおいを与える美し
い里の町です。ブルーベリーを中心とする観光果樹園や埼玉の飛鳥と自負する貴重な
遺跡も点在し、ゴルフ場も5箇所あります。
新幹線本庄早稲田駅や関越自動車道本庄児玉インターへのアクセスも良く、平成28年
秋には「（仮称）寄居PAスマートインターチェンジ」の開設を予定し、住むにも、企業立地に
も最高の町だと自負しています。

美里町を代表する特産品であるブルーベリー 美里町に立つ秋蚕の碑

資料:「埼玉県市町村勢概要」（平成26年3月）ほか

美里町概要

さいたま市

寄居町

深谷市本庄市

長瀞町

ルビ 1 箇所あり

おだか じゅんちゅう

●ＪＲ八高線　松久駅
●関越自動車道　本庄児玉ＩＣから町役場まで約7km

主な交通機関

人口（平成26年8月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成26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（経済センサス）

商品販売額（同上）

舗装率

11,609人

4,101世帯

47.2歳

33.48k㎡

46所

2,522.5億円

73店

168.8億円

48.2％

美里町
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美しい自然と田園風景、活力ある交流の里

美里町長　原田 信次氏

美里町
町長のメッセージ

秋蚕の碑

世界遺産・富岡製糸場の初代工場長となった
尾高惇忠は、わが国製糸業発展のためには、生糸の
原料である繭の増産が不可欠と考えた。それまで養
蚕は春にだけ行われていたが、尾高は、蚕の卵を涼
しい山中の風穴で保存し、蚕の生育時期をずらす技
法を紹介し、秋の養蚕を積極的に奨励した。これが
秋蚕である。秋蚕の普及を契機として、わが国の生
糸の生産量は飛躍的に増加していった。
旧松久村の深沢豊次郎は、尾高の勧奨に従い、
秋蚕の飼育に率先して取り組んだ先駆者の一人で
ある。美里町に建つ高さ２ｍあまりの「秋蚕の碑」に
は、多年にわたって秋蚕の普及に努めた深沢を称え
る尾高の撰文が刻まれ、明治殖産興業の一翼を
担った先人の功績を今に伝えている。 （井上博夫）

はじめに

美里町は、埼玉県の北西部に位置し、東は深谷市、
北と西は本庄市、南は寄居町と長瀞町にそれぞれ
接している。町の人口は11,000人あまりで、面積は
33.48ｋ㎡、美しい自然と田園風景が広がっている。
町の中央部を東西に横切るＪＲ八高線の松久駅が
町の玄関口だが、上越新幹線本庄早稲田駅や関越
自動車道本庄児玉ＩＣ・花園ＩＣなどへのアクセスも
良好で、交通の利便性が高い。
昭和29年に、東児玉村・松久村・大沢村の三村が
合併して美里村となり、昭和59年には町制が施行さ
れた。平成26年10月に、三村合併60周年・町制施
行30周年という大きな節目を迎えた美里町は、活力
ある交流の里を目指し、新たなまちづくりの第一歩を
踏み出した。

美里町はその名のとおり、山河と田園の広がる人々にやすらぎとうるおいを与える美し
い里の町です。ブルーベリーを中心とする観光果樹園や埼玉の飛鳥と自負する貴重な
遺跡も点在し、ゴルフ場も5箇所あります。
新幹線本庄早稲田駅や関越自動車道本庄児玉インターへのアクセスも良く、平成28年
秋には「（仮称）寄居PAスマートインターチェンジ」の開設を予定し、住むにも、企業立地に
も最高の町だと自負しています。

美里町を代表する特産品であるブルーベリー 美里町に立つ秋蚕の碑

資料:「埼玉県市町村勢概要」（平成26年3月）ほか

美里町概要

さいたま市

寄居町

深谷市本庄市

長瀞町

ルビ 1 箇所あり

おだか じゅんちゅう

●ＪＲ八高線　松久駅
●関越自動車道　本庄児玉ＩＣから町役場まで約7km

主な交通機関

人口（平成26年8月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成26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（経済センサス）

商品販売額（同上）

舗装率

11,609人

4,101世帯

47.2歳

33.48k㎡

46所

2,522.5億円

73店

168.8億円

48.2％

美里町
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彩論  一般社団法人 埼玉県商工会議所連合会　会長 佐伯鋼兵 氏
 更に会員の目線に立って応える商工会議所を目指す！

ズームアップ  高橋ソース株式会社
地域研究レポート 

中小企業政策の転換
調査  埼玉県における産業動向と見通し
 生産は持ち直し、先行きは緩やかな回復を期待

アンケート調査  埼玉県内企業の2014年夏のボーナス支給状況
県内経済の動き

月次経済指標

タウンスケープ   美里町
 美しい自然と田園風景、活力ある交流の里

市町村経済データ

地域社会のパラダイムシフト（潮流の変化）シリーズ

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

(平成26年1月1日現在）

市町村名 市町村名 市町村名

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

ときがわ町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴ヶ島 市

日 高 市

吉 川 市

ふじみ野市

白 岡 市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

さいたま市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

市町村経済データ

外国人住民数

資料：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」           
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外国人
住民数
（人)

順位
人口に
占める
割合（％）

17,503 

4,960 

2,594 

22,958 

1,208 

557 

3,901 

776 

1,378 

1,980 

1,457 

2,971 

1,861 

984 

1,335 

2,413 

2,411 

4,625 

4,173 

3,658 

4,447 

1,463 

2

3

11

1

28

37

7

34

26

17

25

9

20

31

27

13

14

4

6

8

5

24

1.4

1.4

1.3

3.9

1.4

0.8

1.1

1.0

1.2

2.5

1.6

1.2

1.2

1.8

1.1

1.7

1.1

1.9

1.3

5.1

3.4

1.0

外国人
住民数
（人)

順位
人口に
占める
割合（％）

2,460 

1,175 

1,980 

2,338 

476 

1,935 

413 

2,381 

1,600 

2,747 

417 

1,852 

752 

798 

658 

1,044 

1,802 

307 

114,748 

284 

462 

392 

12

29

17

16

38

19

41

15

23

10

40

21

35

33

36

30

22

46

̶

48

39

42

1.9

1.6

2.5

1.4

0.6

1.2

0.6

2.8

1.5

2.0

0.7

1.8

1.4

1.1

1.1

1.5

1.6

0.6

1.7

0.6

1.2

1.1

外国人
住民数
（人)

順位
人口に
占める
割合（％）

105 

285 

277 

225 

201 

131 

81 

134 

53 

54 

30 

102 

11 

114 

253 

983 

357 

333 

347 

270 

5,484 

120,232 

57

47

49

52

53

55

59

54

61

60

62

58

63

56

51

32

43

45

44

50

̶

̶

0.8

1.6

1.5

0.7

0.9

0.6

0.6

1.1

0.6

0.5

0.4

0.8

0.3

1.0

1.8

3.1

1.0

1.0

0.7

0.9

1.1

1.6
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