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ズ ー ムアップ

採卵養鶏は一般的に分業体制が敷かれている。
まず、親鶏となる雌雄を受精させて「種卵」を生産
する種鶏場。それを孵化させる孵化場。孵化したヒヨ
コを健康で丈夫な母鶏へと育てる育雛・育成農場。
そして、育った母鶏で玉子を生産する成鶏農場、玉
子を洗浄・殺菌し、パック詰めするGPセンター―
と、各工程を専門の事業者が担い、それぞれで技術
革新と合理化、低コスト化が進められてきた。玉子が
今日まで物価の優等生といわれているのは、こうした
企業努力に支えられてきたためだ。
埼玉、茨城に農場を持ち、150万羽を飼育、日産
120万個の玉子を生産する株式会社愛鶏園は、大
手スーパーやレストラン、加工メーカー等への販売を
主軸に、直販やネット通販も行っている。
同社は業界でも珍しい育雛、成鶏、玉子パックまで

の工程を一気通貫で担うほか、種鶏場、孵化場にお
いても同業生産者と協働で経営を行い、鶏卵事業の
川上から川下まで、すべての工程に携わる。現在、全
国3,000社弱あるといわれる養鶏場。同社と同規模
でそれを行っているのは、わずか数社だという。
「よい玉子を生産するには、よい母鶏が必要。よい

日本人は、年間１人当たり330個を消費するといわ
れる玉子好きな国民。また数年前、厚生労働省が発
表する「食事摂取基準」からコレステロールの目標摂
取量項目がなくなり、これまで一般的にいわれてきた
“玉子は１日１個まで”という誤解がなくなった。
「先代までの時代は、他社より品質と生産性を上げ
ることが成長につながりましたが、今はライバルが変
わっている。人口減少だったり輸入品だったり。そこで
何ができるかというと、食べる個数を増やしてもらう
ためのPRや企画力をつけることだと思っています」
そこで、1日2個玉子を食べようと業界が進めてい

る取り組み“たまごニコニコ大作戦!!”に参加するほ
か、“ぼくらのひよこプロジェクト”で仲間と鶏卵に関
する食育活動を展開。また“笑顔があふれる食卓”を
提案するため、直売店でも玉子をおいしく食べる方
法や情報提供を積極的に行っている。さらに、これま
で生産一筋で事業を進めてきたため、ボトルネックと
なっていた営業力や企画提案力、販売力にもより一
層力を入れ、“愛鶏園”ブランドをPRしていく考えだ。
　

同社は3年前から新卒採用を行っている。採用面
接では社長自ら養鶏業にかける思いを語り、同社を
アピールするという。「当社の理念に賛同した人でな
いと続かない」からだ。そのため、ミスマッチによって
退社する新入社員は、今のところ、ほとんどいない。
「今後は教育にも力を入れていきます。新人やイン
ドネシアの実習生に養鶏場の事業や技術など体系
だったものをしっかりと教えていく。ベテランが講師と
なって、ともに学び合う学校をつくっていきたいです」
創業以来、川上から川下まで一連の採卵養鶏に

携わり、多くの家庭の食卓を豊かにしてきた同社。今
後も養鶏業のパイオニアとして自らの殻を破り続け
ながら、たゆまぬ挑戦を続けていく。

昭和28（1953）年、十数社の養鶏場で「神奈川
県養鶏経済農業協同組合連合会」を組織し、共同
種鶏場と孵化場が発足する。昭和40年に、後に2代
目を引き継ぐ齋藤富士雄氏らが埼玉県の岡部町
（現・深谷市）に育雛・育成・成鶏の分離農場を設け、
鶏舎単位で一斉に入荷・出荷を行う「オールイン・
オールアウト」方式を確立。徹底された衛生管理と病
気感染のリスクを抑えた飼養方法に取り組んだ。昭
和49年には鶏病研究室を開設して専属の獣医師に
よる鶏病コントロールシステムをつくりあげ、さらには、
飼料まで自分たちの手で手掛けたいと、昭和56年に
㈱ジェイ・アール・シーの設立に参画。委託指定配合
飼料の製造を開始する。
「祖父の代からうちは生産一途で、これまでいろい
ろと工夫しながらやってきました」
創業以来、ひたむきに養鶏業に取り組んできた同

社。よい鶏・よい玉子づくりの手を緩めることなく、川
上から川下までのオールラウンドで養鶏技術を磨き、
堅実に事業規模を拡大していった。

小さい頃から家業を手伝い、養鶏業に慣れ親しん
だ現社長の大天氏。養鶏業は好きでも家業を継ぐこ
とは避けていたという。
「青年海外協力隊として海外に行くつもりでしたが、
大学の先生に『海外で養鶏の何を教えられるんだ。行
くなら勉強してから行け』といわれ、ハッとしました」
そこで大天氏は、協力隊員として赴任するはずで
あった開発途上国ではなく、養鶏業先進国であるア
メリカへと大きく舵を切る。するとそこには、徹底的に
合理化された最先端の養鶏ビジネスがあった。
「大学で有機農業に興味があったので合理的養
鶏業には抵抗があったのですが、なぜ、当社がケージ
飼いやオールイン・オールアウトといった養鶏スタイ
ルになったのか、それが理解できました。祖父が言っ
ていた『栄養豊かなたまごを、いつでも誰でも安心し

種卵の生産から玉子のパック詰めまで、
一気通貫で鶏卵に携わる老舗採卵養鶏会社
創業九十余年。埼玉県・茨城県を中心に数多くの農場を持ち、養鶏業のパイオニアとして業界を牽引してきた愛鶏園。
“納得のいく玉子づくりを人任せにできない”と、川上から川下まで採卵養鶏に関するすべての工程に携わっている。
鶏卵事業、有機堆肥事業、直売店事業など、同業者、地域農家、飼料会社らと協業して、玉子の付加価値を追求し続け
る同社。今後もその魅力を多くの消費者に伝えていく。

株式会社愛鶏園

て食べられるようにしたい』、そのためだったんだと」
大天氏はアメリカで2年間の修業を経て、帰国後

同社に入社。平成18（2006）年、社長に就任する。
　

食糧事情が厳しい時代において、試行錯誤しなが
ら養鶏業の基礎を築いた初代。衛生環境の向上と
事業規模拡大で、「いつでも誰でも安心して食べら
れるたまごづくり」という初代の志を形にした2代目。
3代目となる大天氏らが新たに取り組んだのは、

鶏糞を有効活用した有機循環型の堆肥事業であっ
た。毎日150ｔもの量が発生し、悪臭や衛生環境悪化
の要因となる鶏糞は、長年の悩みの種であった。何
とかしてこれを農業に役立てられる堆肥にできない
か―。そこで、近隣農家とタッグを組み、鶏糞の発
酵のさせ方を工夫し畑に必要な栄養分を配合。トラ
イアンドエラーを繰り返し5年もの歳月をかけてよう
やく完成したのが、有機ボカシ堆肥「みのり有機」だ。
従来の鶏糞肥料と比べて、多様なミネラル分と炭素

を豊富に含むみのり有機。そのため、土壌改良の効果

が高いのが特徴だ。さらに、病害虫を防ぐといわれる
放線菌を豊富に含むという、農家にとってはうれしい
堆肥。現在、600軒ほどの農家に卸し、年間1万
2,000ｔを販売、農家から高評価を得ている。今後は伸
びしろが期待されるこの堆肥事業を、成長事業へと育
てていく考えだと齋藤社長は語る。また、このほかにも
種鶏場・孵化場の生産性向上に向けた取り組みや、鶏
の飼育・管理法の見直しも同時並行で行っている。
「鶏の飼い方や管理の仕方、鶏舎のあり方などは
ある程度マニュアル化され、病気もかなり抑えられる
ようになりました。養鶏技術はある程度完成している

ような気がしていたんですが、改めていろいろな勉強
をしたところ、まだまだ伸びしろがあることが分かった」
社長によれば、管理の仕方を変えるだけで鶏がより

健康になり、年老いた鶏でも産卵の持続性が保たれて
生涯産卵個数が増えるのだという。さらに、鶏に与え
る飼料を工夫して玉子の味づくりの研究も始めている。
「当社の特徴は、種鶏場や孵化場、飼料づくり等、
仲間と協働で進める事業の仕組みだと思うんです。
協働で行うことでアイデアやノウハウが集まる。今後
はこの強みを生かして事業を展開していきます」

●代 表 者 代表取締役　齋藤 大天
●創　　業 大正14年2月
●設　　立 昭和30年4月
●資 本 金 4,250万円
●従業員数 170名
●事業内容 鶏卵の生産、養鶏コンサルタント事業、有機堆肥の製造販売および土地改良事業、情報管理事業
●所 在 地 〒221-0864　横浜市神奈川区菅田町2954
 TEL 045-471-9035　FAX 045-472-4774
●U R L http://www.ikn.co.jp

代表取締役　齋藤 大天氏

母鶏を育てるためには、素性の分かるよいヒヨコを
得ることが大事です。そのヒヨコが元気に育てば、よ
い玉子が生まれるのです。また、母鶏にトラブルが
あった際、その成長過程が見える仕組みが大切だと
思い、創業以来このスタイルで行っています」（齋藤
大天社長）
こうした一気通貫の事業背景にあるのは、創業以
来継承してきた、納得のいく玉子づくりにかける“生
産一途”な情熱であった。
　

同社の創業者は現社長の祖父・齋藤虎松氏。大
正14（1925）年、自身の病気療養に必要な玉子を
得るため、10羽の母鶏を育てたことから同社はス
タートする。創業の原点は、“この栄養豊かなたまご
を、いつでも誰でも安心して食べられるようにした
い”という思いだ。
虎松氏は近代的農業を真っ先に取り入れ、独自の
画期的な育雛技術も考案しながら、著作や講演を通
じて養鶏技術を全国に広め、養鶏の普及に貢献した。

埼玉県危機管理防災部長 
槍田 義之氏

埼玉の安全・安心を守る
平常時の備え

昨年の熊本地震で大きな被害が発生したこ
とは記憶に新しいところですが、首都圏でもマグ
ニチュード７クラスの地震発生の確率が、今後
30年以内に約70％と予測されています。また、
「50年に一度の大雨」という言葉を今年はよく
耳にしたように、近年、風水害の頻発・激甚化が
進んでおり、本県でも、集中豪雨や竜巻などが
度々発生しています。
そこで、県では、大規模災害から県民の生命・
財産を守るため、平成29年3月に「埼玉県地域
強靱化計画」を策定し、危機への事前の備えの
強化に全庁を挙げて取り組んでいます。
強靱化された地域とは、大災害にあっても致

命的な被害を受けない「強さ」に加え、被災した
場合でも速やかに回復できる「しなやかさ」を被
災前から持っている地域です。
このため、例えば地震に対しては、当分の間、
重点的に推進することとして「住宅・建築物の
耐震化等の促進」などを計画に掲げていますが、
これらに加え、県民の皆さまや企業の皆さま自
身の自助力の向上も欠かすことができません。
大規模災害が発生した場合、発生直後の3日

間程度は人命救助が最優先になります。その間、
生活や企業活動に必要なエネルギーや物資が
不足する可能性があります。そのような事態に
備え、県では、県民の皆さまに、自主防災組織の

設立を働きかけるとともに、「命を守る３つの自
助の取組」として、「3日分以上の水・食料の備
蓄、家具の固定、災害用伝言ダイヤルの体験」
の普及に努めています。さらに携帯トイレの備蓄
など、見落としがちな「トイレ対策」を日ごろから
行っていただきたいと考えています。平成28年
度県政世論調査では、3日分以上の飲料水の備
蓄の実施率が46.8%、家具の固定の実施率が
42.3%にとどまっており、こうした取組をさらに
進めていかなければなりません。
また、企業の皆さまには、事業継続の手順な

どをあらかじめ定めていただきたいと考えていま
す。埼玉りそな産業経済振興財団が平成28年
10月に県内企業を対象に行ったアンケート調査
では、回答のあった268企業で、緊急事態発生
時の事業継続のための計画（ＢＣＰ）を策定して
いる企業が18.2%、策定中・検討中の企業が
34.5%に留まっています。県庁では各部局ごと
に業務継続計画を策定し、いざという時のため
の訓練を毎年実施しています。企業の皆さまに
おかれましても、危機への備えについて今一度
考えていただければと思います。
県民の皆さまや民間企業、市町村の方 と々力

を合わせて、平常時の備えをしっかり行う地域
強靱化の取組を推進し、安全・安心な埼玉県の
実現を目指してまいります。

「生産一途」で養鶏業を確立し事業を拡大

いく  すう
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採卵養鶏は一般的に分業体制が敷かれている。
まず、親鶏となる雌雄を受精させて「種卵」を生産
する種鶏場。それを孵化させる孵化場。孵化したヒヨ
コを健康で丈夫な母鶏へと育てる育雛・育成農場。
そして、育った母鶏で玉子を生産する成鶏農場、玉
子を洗浄・殺菌し、パック詰めするGPセンター―
と、各工程を専門の事業者が担い、それぞれで技術
革新と合理化、低コスト化が進められてきた。玉子が
今日まで物価の優等生といわれているのは、こうした
企業努力に支えられてきたためだ。
埼玉、茨城に農場を持ち、150万羽を飼育、日産
120万個の玉子を生産する株式会社愛鶏園は、大
手スーパーやレストラン、加工メーカー等への販売を
主軸に、直販やネット通販も行っている。
同社は業界でも珍しい育雛、成鶏、玉子パックまで

の工程を一気通貫で担うほか、種鶏場、孵化場にお
いても同業生産者と協働で経営を行い、鶏卵事業の
川上から川下まで、すべての工程に携わる。現在、全
国3,000社弱あるといわれる養鶏場。同社と同規模
でそれを行っているのは、わずか数社だという。
「よい玉子を生産するには、よい母鶏が必要。よい

日本人は、年間１人当たり330個を消費するといわ
れる玉子好きな国民。また数年前、厚生労働省が発
表する「食事摂取基準」からコレステロールの目標摂
取量項目がなくなり、これまで一般的にいわれてきた
“玉子は１日１個まで”という誤解がなくなった。
「先代までの時代は、他社より品質と生産性を上げ
ることが成長につながりましたが、今はライバルが変
わっている。人口減少だったり輸入品だったり。そこで
何ができるかというと、食べる個数を増やしてもらう
ためのPRや企画力をつけることだと思っています」
そこで、1日2個玉子を食べようと業界が進めてい

る取り組み“たまごニコニコ大作戦!!”に参加するほ
か、“ぼくらのひよこプロジェクト”で仲間と鶏卵に関
する食育活動を展開。また“笑顔があふれる食卓”を
提案するため、直売店でも玉子をおいしく食べる方
法や情報提供を積極的に行っている。さらに、これま
で生産一筋で事業を進めてきたため、ボトルネックと
なっていた営業力や企画提案力、販売力にもより一
層力を入れ、“愛鶏園”ブランドをPRしていく考えだ。
　

同社は3年前から新卒採用を行っている。採用面
接では社長自ら養鶏業にかける思いを語り、同社を
アピールするという。「当社の理念に賛同した人でな
いと続かない」からだ。そのため、ミスマッチによって
退社する新入社員は、今のところ、ほとんどいない。
「今後は教育にも力を入れていきます。新人やイン
ドネシアの実習生に養鶏場の事業や技術など体系
だったものをしっかりと教えていく。ベテランが講師と
なって、ともに学び合う学校をつくっていきたいです」
創業以来、川上から川下まで一連の採卵養鶏に

携わり、多くの家庭の食卓を豊かにしてきた同社。今
後も養鶏業のパイオニアとして自らの殻を破り続け
ながら、たゆまぬ挑戦を続けていく。

昭和28（1953）年、十数社の養鶏場で「神奈川
県養鶏経済農業協同組合連合会」を組織し、共同
種鶏場と孵化場が発足する。昭和40年に、後に2代
目を引き継ぐ齋藤富士雄氏らが埼玉県の岡部町
（現・深谷市）に育雛・育成・成鶏の分離農場を設け、
鶏舎単位で一斉に入荷・出荷を行う「オールイン・
オールアウト」方式を確立。徹底された衛生管理と病
気感染のリスクを抑えた飼養方法に取り組んだ。昭
和49年には鶏病研究室を開設して専属の獣医師に
よる鶏病コントロールシステムをつくりあげ、さらには、
飼料まで自分たちの手で手掛けたいと、昭和56年に
㈱ジェイ・アール・シーの設立に参画。委託指定配合
飼料の製造を開始する。
「祖父の代からうちは生産一途で、これまでいろい
ろと工夫しながらやってきました」
創業以来、ひたむきに養鶏業に取り組んできた同

社。よい鶏・よい玉子づくりの手を緩めることなく、川
上から川下までのオールラウンドで養鶏技術を磨き、
堅実に事業規模を拡大していった。

小さい頃から家業を手伝い、養鶏業に慣れ親しん
だ現社長の大天氏。養鶏業は好きでも家業を継ぐこ
とは避けていたという。
「青年海外協力隊として海外に行くつもりでしたが、
大学の先生に『海外で養鶏の何を教えられるんだ。行
くなら勉強してから行け』といわれ、ハッとしました」
そこで大天氏は、協力隊員として赴任するはずで
あった開発途上国ではなく、養鶏業先進国であるア
メリカへと大きく舵を切る。するとそこには、徹底的に
合理化された最先端の養鶏ビジネスがあった。
「大学で有機農業に興味があったので合理的養
鶏業には抵抗があったのですが、なぜ、当社がケージ
飼いやオールイン・オールアウトといった養鶏スタイ
ルになったのか、それが理解できました。祖父が言っ
ていた『栄養豊かなたまごを、いつでも誰でも安心し

種卵の生産から玉子のパック詰めまで、
一気通貫で鶏卵に携わる老舗採卵養鶏会社
創業九十余年。埼玉県・茨城県を中心に数多くの農場を持ち、養鶏業のパイオニアとして業界を牽引してきた愛鶏園。
“納得のいく玉子づくりを人任せにできない”と、川上から川下まで採卵養鶏に関するすべての工程に携わっている。
鶏卵事業、有機堆肥事業、直売店事業など、同業者、地域農家、飼料会社らと協業して、玉子の付加価値を追求し続け
る同社。今後もその魅力を多くの消費者に伝えていく。

株式会社愛鶏園

て食べられるようにしたい』、そのためだったんだと」
大天氏はアメリカで2年間の修業を経て、帰国後

同社に入社。平成18（2006）年、社長に就任する。
　

食糧事情が厳しい時代において、試行錯誤しなが
ら養鶏業の基礎を築いた初代。衛生環境の向上と
事業規模拡大で、「いつでも誰でも安心して食べら
れるたまごづくり」という初代の志を形にした2代目。
3代目となる大天氏らが新たに取り組んだのは、

鶏糞を有効活用した有機循環型の堆肥事業であっ
た。毎日150ｔもの量が発生し、悪臭や衛生環境悪化
の要因となる鶏糞は、長年の悩みの種であった。何
とかしてこれを農業に役立てられる堆肥にできない
か―。そこで、近隣農家とタッグを組み、鶏糞の発
酵のさせ方を工夫し畑に必要な栄養分を配合。トラ
イアンドエラーを繰り返し5年もの歳月をかけてよう
やく完成したのが、有機ボカシ堆肥「みのり有機」だ。
従来の鶏糞肥料と比べて、多様なミネラル分と炭素

を豊富に含むみのり有機。そのため、土壌改良の効果

が高いのが特徴だ。さらに、病害虫を防ぐといわれる
放線菌を豊富に含むという、農家にとってはうれしい
堆肥。現在、600軒ほどの農家に卸し、年間1万
2,000ｔを販売、農家から高評価を得ている。今後は伸
びしろが期待されるこの堆肥事業を、成長事業へと育
てていく考えだと齋藤社長は語る。また、このほかにも
種鶏場・孵化場の生産性向上に向けた取り組みや、鶏
の飼育・管理法の見直しも同時並行で行っている。
「鶏の飼い方や管理の仕方、鶏舎のあり方などは
ある程度マニュアル化され、病気もかなり抑えられる
ようになりました。養鶏技術はある程度完成している

ような気がしていたんですが、改めていろいろな勉強
をしたところ、まだまだ伸びしろがあることが分かった」
社長によれば、管理の仕方を変えるだけで鶏がより

健康になり、年老いた鶏でも産卵の持続性が保たれて
生涯産卵個数が増えるのだという。さらに、鶏に与え
る飼料を工夫して玉子の味づくりの研究も始めている。
「当社の特徴は、種鶏場や孵化場、飼料づくり等、
仲間と協働で進める事業の仕組みだと思うんです。
協働で行うことでアイデアやノウハウが集まる。今後
はこの強みを生かして事業を展開していきます」

●代 表 者 代表取締役　齋藤 大天
●創　　業 大正14年2月
●設　　立 昭和30年4月
●資 本 金 4,250万円
●従業員数 170名
●事業内容 鶏卵の生産、養鶏コンサルタント事業、有機堆肥の製造販売および土地改良事業、情報管理事業
●所 在 地 〒221-0864　横浜市神奈川区菅田町2954
 TEL 045-471-9035　FAX 045-472-4774
●U R L http://www.ikn.co.jp

代表取締役　齋藤 大天氏

母鶏を育てるためには、素性の分かるよいヒヨコを
得ることが大事です。そのヒヨコが元気に育てば、よ
い玉子が生まれるのです。また、母鶏にトラブルが
あった際、その成長過程が見える仕組みが大切だと
思い、創業以来このスタイルで行っています」（齋藤
大天社長）
こうした一気通貫の事業背景にあるのは、創業以
来継承してきた、納得のいく玉子づくりにかける“生
産一途”な情熱であった。
　

同社の創業者は現社長の祖父・齋藤虎松氏。大
正14（1925）年、自身の病気療養に必要な玉子を
得るため、10羽の母鶏を育てたことから同社はス
タートする。創業の原点は、“この栄養豊かなたまご
を、いつでも誰でも安心して食べられるようにした
い”という思いだ。
虎松氏は近代的農業を真っ先に取り入れ、独自の
画期的な育雛技術も考案しながら、著作や講演を通
じて養鶏技術を全国に広め、養鶏の普及に貢献した。

埼玉県危機管理防災部長 
槍田 義之氏

埼玉の安全・安心を守る
平常時の備え

昨年の熊本地震で大きな被害が発生したこ
とは記憶に新しいところですが、首都圏でもマグ
ニチュード７クラスの地震発生の確率が、今後
30年以内に約70％と予測されています。また、
「50年に一度の大雨」という言葉を今年はよく
耳にしたように、近年、風水害の頻発・激甚化が
進んでおり、本県でも、集中豪雨や竜巻などが
度々発生しています。
そこで、県では、大規模災害から県民の生命・
財産を守るため、平成29年3月に「埼玉県地域
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場合でも速やかに回復できる「しなやかさ」を被
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重点的に推進することとして「住宅・建築物の
耐震化等の促進」などを計画に掲げていますが、
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設立を働きかけるとともに、「命を守る３つの自
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の普及に努めています。さらに携帯トイレの備蓄
など、見落としがちな「トイレ対策」を日ごろから
行っていただきたいと考えています。平成28年
度県政世論調査では、3日分以上の飲料水の備
蓄の実施率が46.8%、家具の固定の実施率が
42.3%にとどまっており、こうした取組をさらに
進めていかなければなりません。
また、企業の皆さまには、事業継続の手順な

どをあらかじめ定めていただきたいと考えていま
す。埼玉りそな産業経済振興財団が平成28年
10月に県内企業を対象に行ったアンケート調査
では、回答のあった268企業で、緊急事態発生
時の事業継続のための計画（ＢＣＰ）を策定して
いる企業が18.2%、策定中・検討中の企業が
34.5%に留まっています。県庁では各部局ごと
に業務継続計画を策定し、いざという時のため
の訓練を毎年実施しています。企業の皆さまに
おかれましても、危機への備えについて今一度
考えていただければと思います。
県民の皆さまや民間企業、市町村の方 と々力

を合わせて、平常時の備えをしっかり行う地域
強靱化の取組を推進し、安全・安心な埼玉県の
実現を目指してまいります。

「生産一途」で養鶏業を確立し事業を拡大
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採卵養鶏は一般的に分業体制が敷かれている。
まず、親鶏となる雌雄を受精させて「種卵」を生産
する種鶏場。それを孵化させる孵化場。孵化したヒヨ
コを健康で丈夫な母鶏へと育てる育雛・育成農場。
そして、育った母鶏で玉子を生産する成鶏農場、玉
子を洗浄・殺菌し、パック詰めするGPセンター―
と、各工程を専門の事業者が担い、それぞれで技術
革新と合理化、低コスト化が進められてきた。玉子が
今日まで物価の優等生といわれているのは、こうした
企業努力に支えられてきたためだ。
埼玉、茨城に農場を持ち、150万羽を飼育、日産
120万個の玉子を生産する株式会社愛鶏園は、大
手スーパーやレストラン、加工メーカー等への販売を
主軸に、直販やネット通販も行っている。
同社は業界でも珍しい育雛、成鶏、玉子パックまで

の工程を一気通貫で担うほか、種鶏場、孵化場にお
いても同業生産者と協働で経営を行い、鶏卵事業の
川上から川下まで、すべての工程に携わる。現在、全
国3,000社弱あるといわれる養鶏場。同社と同規模
でそれを行っているのは、わずか数社だという。
「よい玉子を生産するには、よい母鶏が必要。よい

日本人は、年間１人当たり330個を消費するといわ
れる玉子好きな国民。また数年前、厚生労働省が発
表する「食事摂取基準」からコレステロールの目標摂
取量項目がなくなり、これまで一般的にいわれてきた
“玉子は１日１個まで”という誤解がなくなった。
「先代までの時代は、他社より品質と生産性を上げ
ることが成長につながりましたが、今はライバルが変
わっている。人口減少だったり輸入品だったり。そこで
何ができるかというと、食べる個数を増やしてもらう
ためのPRや企画力をつけることだと思っています」
そこで、1日2個玉子を食べようと業界が進めてい

る取り組み“たまごニコニコ大作戦!!”に参加するほ
か、“ぼくらのひよこプロジェクト”で仲間と鶏卵に関
する食育活動を展開。また“笑顔があふれる食卓”を
提案するため、直売店でも玉子をおいしく食べる方
法や情報提供を積極的に行っている。さらに、これま
で生産一筋で事業を進めてきたため、ボトルネックと
なっていた営業力や企画提案力、販売力にもより一
層力を入れ、“愛鶏園”ブランドをPRしていく考えだ。
　

同社は3年前から新卒採用を行っている。採用面
接では社長自ら養鶏業にかける思いを語り、同社を
アピールするという。「当社の理念に賛同した人でな
いと続かない」からだ。そのため、ミスマッチによって
退社する新入社員は、今のところ、ほとんどいない。
「今後は教育にも力を入れていきます。新人やイン
ドネシアの実習生に養鶏場の事業や技術など体系
だったものをしっかりと教えていく。ベテランが講師と
なって、ともに学び合う学校をつくっていきたいです」
創業以来、川上から川下まで一連の採卵養鶏に
携わり、多くの家庭の食卓を豊かにしてきた同社。今
後も養鶏業のパイオニアとして自らの殻を破り続け
ながら、たゆまぬ挑戦を続けていく。

成鶏農場の様子

昭和28（1953）年、十数社の養鶏場で「神奈川
県養鶏経済農業協同組合連合会」を組織し、共同
種鶏場と孵化場が発足する。昭和40年に、後に2代
目を引き継ぐ齋藤富士雄氏らが埼玉県の岡部町
（現・深谷市）に育雛・育成・成鶏の分離農場を設け、
鶏舎単位で一斉に入荷・出荷を行う「オールイン・
オールアウト」方式を確立。徹底された衛生管理と病
気感染のリスクを抑えた飼養方法に取り組んだ。昭
和49年には鶏病研究室を開設して専属の獣医師に
よる鶏病コントロールシステムをつくりあげ、さらには、
飼料まで自分たちの手で手掛けたいと、昭和56年に
㈱ジェイ・アール・シーの設立に参画。委託指定配合
飼料の製造を開始する。
「祖父の代からうちは生産一途で、これまでいろい
ろと工夫しながらやってきました」
創業以来、ひたむきに養鶏業に取り組んできた同
社。よい鶏・よい玉子づくりの手を緩めることなく、川
上から川下までのオールラウンドで養鶏技術を磨き、
堅実に事業規模を拡大していった。

小さい頃から家業を手伝い、養鶏業に慣れ親しん
だ現社長の大天氏。養鶏業は好きでも家業を継ぐこ
とは避けていたという。
「青年海外協力隊として海外に行くつもりでしたが、
大学の先生に『海外で養鶏の何を教えられるんだ。行
くなら勉強してから行け』といわれ、ハッとしました」
そこで大天氏は、協力隊員として赴任するはずで
あった開発途上国ではなく、養鶏業先進国であるア
メリカへと大きく舵を切る。するとそこには、徹底的に
合理化された最先端の養鶏ビジネスがあった。
「大学で有機農業に興味があったので合理的養
鶏業には抵抗があったのですが、なぜ、当社がケージ
飼いやオールイン・オールアウトといった養鶏スタイ
ルになったのか、それが理解できました。祖父が言っ
ていた『栄養豊かなたまごを、いつでも誰でも安心し

次世代を育てる教育ビジョン

玉子の需要を増やす取り組み

株式会社愛鶏園ZOOM UP

て食べられるようにしたい』、そのためだったんだと」
大天氏はアメリカで2年間の修業を経て、帰国後

同社に入社。平成18（2006）年、社長に就任する。
　

食糧事情が厳しい時代において、試行錯誤しなが
ら養鶏業の基礎を築いた初代。衛生環境の向上と
事業規模拡大で、「いつでも誰でも安心して食べら
れるたまごづくり」という初代の志を形にした2代目。
3代目となる大天氏らが新たに取り組んだのは、

鶏糞を有効活用した有機循環型の堆肥事業であっ
た。毎日150ｔもの量が発生し、悪臭や衛生環境悪化
の要因となる鶏糞は、長年の悩みの種であった。何
とかしてこれを農業に役立てられる堆肥にできない
か―。そこで、近隣農家とタッグを組み、鶏糞の発
酵のさせ方を工夫し畑に必要な栄養分を配合。トラ
イアンドエラーを繰り返し5年もの歳月をかけてよう
やく完成したのが、有機ボカシ堆肥「みのり有機」だ。
従来の鶏糞肥料と比べて、多様なミネラル分と炭素

を豊富に含むみのり有機。そのため、土壌改良の効果

が高いのが特徴だ。さらに、病害虫を防ぐといわれる
放線菌を豊富に含むという、農家にとってはうれしい
堆肥。現在、600軒ほどの農家に卸し、年間1万
2,000ｔを販売、農家から高評価を得ている。今後は伸
びしろが期待されるこの堆肥事業を、成長事業へと育
てていく考えだと齋藤社長は語る。また、このほかにも
種鶏場・孵化場の生産性向上に向けた取り組みや、鶏
の飼育・管理法の見直しも同時並行で行っている。
「鶏の飼い方や管理の仕方、鶏舎のあり方などは
ある程度マニュアル化され、病気もかなり抑えられる
ようになりました。養鶏技術はある程度完成している

ような気がしていたんですが、改めていろいろな勉強
をしたところ、まだまだ伸びしろがあることが分かった」
社長によれば、管理の仕方を変えるだけで鶏がより
健康になり、年老いた鶏でも産卵の持続性が保たれて
生涯産卵個数が増えるのだという。さらに、鶏に与え
る飼料を工夫して玉子の味づくりの研究も始めている。
「当社の特徴は、種鶏場や孵化場、飼料づくり等、
仲間と協働で進める事業の仕組みだと思うんです。
協働で行うことでアイデアやノウハウが集まる。今後
はこの強みを生かして事業を展開していきます」

母鶏と母鶏を管理するスタッフ

育雛農場のヒヨコと管理するスタッフ

GPセンター

母鶏を育てるためには、素性の分かるよいヒヨコを
得ることが大事です。そのヒヨコが元気に育てば、よ
い玉子が生まれるのです。また、母鶏にトラブルが
あった際、その成長過程が見える仕組みが大切だと
思い、創業以来このスタイルで行っています」（齋藤
大天社長）
こうした一気通貫の事業背景にあるのは、創業以
来継承してきた、納得のいく玉子づくりにかける“生
産一途”な情熱であった。
　

同社の創業者は現社長の祖父・齋藤虎松氏。大
正14（1925）年、自身の病気療養に必要な玉子を
得るため、10羽の母鶏を育てたことから同社はス
タートする。創業の原点は、“この栄養豊かなたまご
を、いつでも誰でも安心して食べられるようにした
い”という思いだ。
虎松氏は近代的農業を真っ先に取り入れ、独自の
画期的な育雛技術も考案しながら、著作や講演を通
じて養鶏技術を全国に広め、養鶏の普及に貢献した。

アメリカで2年間修業し、3代目へ

鶏糞を使った堆肥を5年がかりで開発
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採卵養鶏は一般的に分業体制が敷かれている。
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だ現社長の大天氏。養鶏業は好きでも家業を継ぐこ
とは避けていたという。
「青年海外協力隊として海外に行くつもりでしたが、
大学の先生に『海外で養鶏の何を教えられるんだ。行
くなら勉強してから行け』といわれ、ハッとしました」
そこで大天氏は、協力隊員として赴任するはずで
あった開発途上国ではなく、養鶏業先進国であるア
メリカへと大きく舵を切る。するとそこには、徹底的に
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「大学で有機農業に興味があったので合理的養
鶏業には抵抗があったのですが、なぜ、当社がケージ
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の要因となる鶏糞は、長年の悩みの種であった。何
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思い、創業以来このスタイルで行っています」（齋藤
大天社長）
こうした一気通貫の事業背景にあるのは、創業以
来継承してきた、納得のいく玉子づくりにかける“生
産一途”な情熱であった。
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正14（1925）年、自身の病気療養に必要な玉子を
得るため、10羽の母鶏を育てたことから同社はス
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だが、英語の語源から読み解くと、CSRとは「企業が
従業員・顧客・社会・環境などのステークホルダー 
（の要請）に応える力」を指す。
労働時間や休暇・給与・安全衛生・セクハラ・パワ

ハラなどの労働環境や人事考課・人材育成などの
人事制度に関する適切な対応は、企業経営者の責
任として、従業員の要請に応えるCSR活動である。
こうしたCSR活動により、従業員が肉体的にも精
神的にも安全な環境でその能力を十分に発揮する
ことで、労働生産性を上げることが出来る。
 

今後の企業経営に欠かせないCSR
本来、企業は利益の最大化が主要な目的であり、
社会・地域問題の解決が主な目的ではない。しかし、
近年、過重労働や人権侵害などのブラック企業問題、
不正会計・経理などの企業の不祥事に伴って企業
に対する社会の信頼度が低下している。
一方、先進的な企業の中には、CSRの視点を持っ

て社会問題解決への取り組みに向けてビジネスモ
デルを変革し、新たな市場の開拓等により生産性の
向上や企業価値の向上に結びつける例も出てきて
いる。そうした企業は、社会問題の解決を本業とか
け離れた単なる社会貢献ではなく、新たなビジネス
機会として捉えている。
企業が従来の延長線上のビジネスに固執せず、
CSRという視点を通した社会問題の解決という新
たなビジネストレンドを的確に捉えることで、将来的
に競争力の向上を図ることができる。CSRは、中長
期的な視点に立てば企業経営にとって、必ず意識し
ておくべき無視できない存在になっている。
現在、国際社会において社会問題の解決に取り
組もうとする動きが顕著になっている。2010年に
ISO26000（社会的責任に関するガイダンス）、2017
年にISO20400（持続可能な調達に関するガイド

はじめに
人口減少時代を迎え、生産年齢人口の減少が進

み、労働力不足が現実のものとなり、埼玉県でも経
済活力の低下への懸念がますます大きくなっている。
2017年7月に発表された埼玉県5か年計画（平
成29年度～平成33年度）では、「県民や企業が持
つ能力を伸ばすことにより持続的な成長を実現でき
る社会」を将来像の一つに挙げ、そのための分野別
施策では、中小企業の生産性の向上を目指している。
埼玉県内企業の99％を占める中小企業・小規模
事業者には、埼玉県経済を支える担い手として、こう
した環境変化にしっかりと対応し、生産性を向上さ
せ、持続可能な成長をすることが期待される。
本稿では、埼玉県経済の持続可能な成長を支え

る中小企業にとって、労働生産性や企業価値を高め
るためにCSR経営が有効であることを示すとともに、
中小企業に対するCSR支援に取り組んでいるさい
たま市の制度を紹介し、埼玉
県経済の将来にとって中小
企業のCSRが及ぼす影響に
ついて考えたい。

埼玉県５か年計画に
見る中小企業振興
2017年7月に、埼玉県は、
2017年度からの5年間に取
り組むべき施策の体系を明
らかにした「埼玉県5か年計
画～希望・活躍・うるおいの
埼玉～（平成29年度～平成
33年度）」を策定した。

ライン）が立て続けに発行された。また2015年には
国連総会によってSDGs（注2）（持続可能な開発目標）
が採択された。翌2016年5月には日本政府が全国
務大臣を構成員とするSDGs推進本部を設置し、
SDGsに係る施策の実施について、総合的かつ効
果的な推進の検討を始めている。
こうした社会問題解決に対する動きは、企業の
CSR活動に大きな影響を与えるとともに、さらに、そ
の対象がサプライチェーンに属する企業にも及ぶた
め、中小企業に対しても少なからず影響があること
が予想される。
 

日本にずっと以前から根付いていたCSR
日本には、かなり以前からCSRを意識した商売の
考え方があった。近江商人の「売り手よし」、「買い
手よし」、「世間よし」といういわゆる「三方よし」の
精神である。「世の中に貢献をする」、「倫理的に間
違ったことをやらない」といった考え方は、日本では
江戸時代から根付いていた。
現在は、「モノを売りにくい」時代とも、「モノが作

りにくい」時代とも言われ、中小企業が持続可能な
成長を実現することは容易ではない。しかし、環境の
変化や、それに伴う顧客のさまざまな要請に応え、
しっかりと経営を続けている企業も数多くある。
そうした企業は、経営の根幹にCSRを据えること

で、企業価値を向上させ、長期にわたる持続可能な
発展の基礎を作っている。明確な経営理念を定め、
それに基づき、労務管理など社内体制をしっかりと
固め、従業員が働きやすい職場づくりに努め、顧客・
取引先との関係も良好に保ち、さらは地域や社会全
体に必要とされる配慮が出来る。こうした取り組み
の核心にある考えがCSRである。

CSR経営支援で中小企業の労働生産性を
向上させるさいたま市
さいたま市はCSRを「企業が、自らの経営の社会
的健全性と経済的健全性を両立させるためのキー
概念」と定義した上で、新たな産業振興策のキー
ワードの１つに位置づけ、市内中小企業のCSRへの
取り組み促進を図っている。
中小企業のCSRへの取り組みは結果として、生
産性向上や企業価値向上に繋がる。そして、従業員
や地域等のステークホルダーに対して価値を上げる
ことで企業評価が高まり、持続可能な企業活動が可
能となる。
2012年度から「さいたま市CSRチャレンジ認証
制度」を実施し、2016年度までの5年間で81社を
認証している（2017年度の認証企業は11月に発表
される予定）。
さいたま市CSRチャレンジ認証企業のCSR支援
ニーズを見ると、労務管理の再構築を目指した就業
規則の見直し、生産性向上を狙った作業マニュアル
の作成、中小飲食店では難しいとされる週休2日制
の導入へチャレンジする地場のイタリアンレストラン
など労働環境に関するものが多い。これは、CSRに
取り組んだことで、労務管理の重要性や生産性向上
の必要性に気づいた結果であろう。
さいたま市は、中小企業へのCSR支援を展開す
ることで、活力にあふれ、正しい経営を実践し、地域
社会に末永く必要とされる中小企業が1社でも多く
存続することを願っている。

CSR中核企業の育成を図る
5年間CSRチャレンジ認証制度を継続して見えて

きた課題がある。CSRに取り組む価値の捉え方は認
証企業によって様々であり、CSRを積極的に経営に
取り入れていこうとする企業がある一方、まだまだ
CSRリテラシーが低い企業もあり、その取り組み方
が2極化していることが明らかになった。そこでさい
たま市は全ての認証企業に対し平等に行う支援とは

別に、CSRに本気で取り組む意欲のある企業をとこ
とん引き上げ、CSR認証企業の中核となる企業とし
て育成し、それによって全体を底上げする「CSR中
核企業育成塾」を新たに開始した。本塾は、CSR経
営に積極的にチャレンジする企業に対して、CSR専
門家をチューターとした少数精鋭の勉強会である。
参加企業は、CSRチャレンジ認証企業81社のう

ち、①自社のCSRをもう一段進めたいという意欲の
ある企業、②自社のCSRの現状を知り、CSRの取り
組みを見つめ直したい企業（意欲はあるが、CSRに
行き詰りを感じている企業）である。
自社のCSR推進のための「方法論」を、チュー

ターと一緒に参加企業がワークして深堀する、参加
企業が自ら創ることに重点を置いている。さらに今
後、他都県のCSR経営実践企業との交流も予定し
ている。

こうした取り組みを通して、さいたま市は、CSRを
自ら実践する企業を育成し、さいたま市CSRチャレ
ンジ認証企業のモデル企業をつくり、他の企業への
波及を図ることを狙っている。
　
まとめ
中小企業がCSR経営に取り組むことで、従業員に
対するCSRが見直されて、労働環境が改善し労働
生産性の向上が期待できる。今後、生産年齢人口が
減少する中で、既存の従業員の生産性を上げること
は、埼玉県経済の持続可能な成長を支える一つの
要素となる。
今後、CSR中核企業育成塾に参加した企業が中
心となって、さいたま市内にCSR経営を実践する中
小企業が増え、持続可能な地域としてさいたま市が
ひいては埼玉県が発展することを期待したい。

人口が減少する中でも収益力を維持できるよう、生
産性の向上が課題となっている。
5か年計画では11の宣言に対して、56の分野別
施策を挙げている。そのうち中小企業に関わる施策
は、施策31～施策35の5つである。特に施策32の
「変化に向き合う中小企業・小規模事業者の支援」
では、中小企業の労働生産性の向上に繋がる経営
革新計画の承認件数の増加数を、施策33の「商
業・サービス産業の育成」ではサービス産業の労働
生産性の向上を目指しており、埼玉県では、埼玉県
経済を支える中小企業の育成・支援は労働生産性
の向上がポイントと考えている。

労働生産性の向上とCSR
一方、企業においても日本政府が目指す「働き方
改革」や労働力人口の減少という構造的な問題に
より、「労働生産性の向上」への意識が高まっている。
企業が、働き方改革を進め、働きやすい職場の実
現を目指すことは、企業として生き残るために必要
な取り組みである。
今後、さらに生産年齢人口が減少し、従業員の高
齢化が進む中では、自社の従業員を人的資本と捉
えて、従業員一人ひとりが最大限に活躍できる労働
環境を整備することが必要となる。雇用の拡大や給
与の引き上げなど、優秀な人材の確保や維持などに
資金を投入することにより、従業員の労働生産性及
び企業競争力を向上させることが求められている。
これまで、企業にとってコストと捉えられてきた労
務管理に関する取り組み（従業員等の確保、適切な
労働環境の提供、人材教育等）を、将来の企業価値
を高めるための「投資」として捉え直すことが必要で
ある。さらに、短期的ではなく中長期的な視点で取り
組みを継続することが重要である。
労働生産性の向上の礎となる労務管理に関する

こうした企業の取り組みは、まさに従業員に対する
CSR（注１）活動と言える。
CSRは、企業による社会貢献活動と思われがち

埼玉県経済の将来を担う
ＣＳＲ経営実践企業

埼玉県経済の将来を考えるシリーズ

同計画では、埼玉県はこれから人口減少（特に生
産年齢人口の減少）、異次元の高齢化など、今まで
経験したことが無い局面を迎え、これまでの人口増
加を前提に組み立てられた従来のモデルや経験則
は通用しない、参考とすべきモデルのない時代とな
ると予想している。そして、県民や企業に対して、時
代の情勢に則した新たなモデルを自ら考え、従来の
常識や固定観念を打ち破る発想の転換や道を切り
開く行動力を求めている。
その上で、3つの将来像を示し、その実現に向け

て、時代の潮流に積極的に挑む取り組みを「11の宣
言」として位置付けた。そのうち宣言8の「稼ぐ力の
向上」が中小企業に関わる宣言となっている。
生産年齢人口が減少し、労働力不足が顕在化して

いる中で、埼玉県経済の成長や活力を維持するため
には「稼ぐ力」を高めていくことが必要である。埼玉
県内企業の99％を占める中小企業にとって、労働力

(1) 埼玉県の目指す3つの将来像
 ①希望と安心の埼玉、②活躍と成長の埼玉、③うるおいと誇りの埼玉

(2) 11の宣言
 ・時代の潮流に対応し、目指す将来像を実現するため、積極果敢に挑む11の取り組みを抽出
 ①結婚・出産・子育ての希望実現 ②健康・医療・介護の安心確保
 ③大地震など危機への備えの強化 ④地域をつなぐ社会基盤の整備
 ⑤シニアの活躍推進 ⑥次代を担う人財育成
 ⑦女性が活躍する社会の構築 ⑧稼ぐ力の向上
 ⑨儲かる農業の推進 ⑩新たなエネルギー社会の構築｠  
 ⑪オリンピック・パラリンピックなどを契機とした地域の活性化

(3) 56の分野別施策（うち、埼玉の成長を生み出す産業を振興する施策は以下の5施策）
 ①新たな産業の育成と企業誘致の推進
 ②変化に向き合う中小企業・小規模事業者の支援 ⇒指標：生産性向上に繋がる経営革新計画承認件数
 ③商業・サービス産業の育成　⇒指標：サービス産業の労働生産性
 ④産業人材の確保・育成
 ⑤観光の振興

資料：埼玉県「埼玉県5か年計画 -希望・活躍・うるおいの埼玉- （平成29年度～平成33年度）」
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わが国経済は、緩やかな回復基調が続いている。
設備投資や生産が持ち直し、個人消費も緩やかに
持ち直している。先行きについても、雇用・所得環境
の改善が続くなか、各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。先行きについても、緩やかな改善が
続くと見込まれる。
聞き取り調査の結果、7～9月期の天気図は、薄日

が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、
鉄鋼、百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きも、引き続き前年の水準を上回って推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向けの電気機械、電子部品・デバイスが好
調。情報通信機器は減少が続いている。先行き
は引き続き堅調な推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きは新型車の投入もあり、前年を上回って推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移すると見込まれる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年を上回った
とみられる。先行きも、引き続き堅調な推移が見
込まれる。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年を上回ったとみ
られる。先行きは、百貨店は前年並み、スーパーは
前年をやや上回る程度で推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。昨年の秋口から上向いてきたコンプ
レッサーは、引き続き好調に推移している。マシニン
グセンタについても、足元でやや減速しているもの
の、比較的底堅い動きをみせている。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
昨年の秋口に大きく落ち込んだ後は、総じてみれば
回復基調にある。
昨年の秋口から盛り返してきた食料品加工機械

は、春先よりは減速しているものの、前年の水準を
上回っている。
昨年、やや低調に推移していた医療用機械器具

も、年明け以降は持ち直している。金型は自動車向
けなどでは動きがみられるものの、総じてみれば弱
含みで推移している。省力化機器向けなどが好調
な歯車は、底堅い動きを続けている。
一般機械の生産は、機械受注の動きが比較的底

電子部品・デバイスについては、中国をはじめと
する海外におけるスマ－トフォン向けなどが好調だっ
た。ただ、スマ－トフォン向け電子部品は数量、価格
ともに変動が大きいため、敬遠するところもあるよう
だ。自動車向けも好調に推移している。自動車向け
は電子部品の種類も多く、自動ブレーキなど安全装
置の普及もあり今後とも期待できる。こうした部品
では、高い安全性、信頼性が求められることから、国
内生産の優位性はしばらく続くと考えられている。
県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを高め
ているところがみられる。
家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなって

いる。このため、家電向け電子部品の生産は、中国、
東南アジア、インドなどの需要に左右されている。こ
うした国ではエアコンなどの普及率の高まりに加え、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内製造部品への需要は強い。エアコンだけでなく、
冷蔵庫や洗濯機などについても同じ傾向がみられる。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップがみられることもあり、県内の生産は低調な
動きが続いている。本年に入り、大手電機メーカー
の携帯電話、スマートフォンなどを生産していた県
内の工場は生産を停止し、これら完成品の県内生
産はなくなっている。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け、自動車向けの電子部品の需要は引き続き好
調を持続すると見込まれる。自動車の電装化や海
外の家電向け製品の高度化、家電や情報機器では
アジア、インドなどでの需要増も期待され、使用され
る電子部品の点数増、単価増が期待される。

（3） 輸送機械…生産は前年を上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年を上回って推移した。前年を上回るのは昨年10
～12月期以降4期連続だが、伸び率は4～6月期に

部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みから前年を上回って推移したとみられ
ることから、自動車部品の生産も増加したようだ。
先行きについても、乗用車の生産は前年を上回り、

トラックの生産は前年並みで推移するとみられるこ
とから、部品メーカーの生産も横ばい圏内から前年
を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかに上回る
昨年の夏頃までは、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足が続いていたことから、鉄
筋コンクリート（RC）造を避ける動きがみられたが、
足元の人手不足感は一服している。現場の作業量
を減らすため、一部ではプレキャスト工法と呼ばれる、
工場で成形済みのコンクリート部材を現場に持ち込
む動きもあり、RC造の着工はやや持ち直している。
7～9月期の棒鋼の生産についても、前年をわずか
ながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きについては、地価の
高騰を受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢が
出始めている。
好調だった病院や介護施設などの医療関連施設

は、伸びがやや鈍化している。マンションについても、
都内で１億円を超えるような高額物件には、引き続
き投資物件としてのニーズがあるものの、実需中心
の郊外型のマンションでは、建設費用の上昇を受け
て、販売価格が高止まりしており、購入を手控える
動きがみられる。マンション販売業者の多くは、発売
戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、一
部では値引きなどの動きも出ているようだ。
原材料のスクラップ価格が上昇している。中国の
輸入は一服しているものの、ベトナムや台湾・インド
ネシアなどの輸入が伸びており、スクラップ価格を

堅いこともあり、先行きも前年の水準を上回って推
移するとみられる。
雇用面では、高齢社員の引退が続く一方、新たな
社員の採用は難しい状況が続いており、人員が不
足している企業が少なくない。

（2） 電気機械…前年を上回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体では前年に
比べ比較的大きな増加となった模様である。四半
期毎の電気機械の生産は、2016年から増加を続
けている。
国内の電気機械は消費者向けのいわゆる家電は
少なく、産業向けが多くなっている。日本のブランド
名で売られているものも、その多くは海外で生産さ
れている。県内に拠点を持つ電機メーカーも消費者
向けの家電から、産業向けの電気機械（装置、シス
テム等）にシフトしている。電子部品・デバイスも国
内の家電向けから、海外向け、産業向けにシフトを
続けている。このため、電気機械の生産は、消費者
の動向より、企業の設備投資やシステム開発、建設
投資などの影響を大きく受けるようになっている。
産業向けの電気機械は、景気や設備投資の持ち
直しに加え、企業の情報システムの高度化や大型
化、好調な建設需要などもあり、各種機器、装置に
係る制御装置や変換装置、計器類などをはじめとし
て全体に好調に推移した。

比べ鈍化した。登録車（普通＋小型乗用車）、軽自
動車ともに前年を上回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、1～3月期が前年比▲9.5％と前年を下回った
が、4～6月期は同＋3.4％と増加に転じた。新型車
の販売が好調なため、県内の生産も増加している。
7月の鉱工業生産指数は同▲1.5％と前年を下

回ったが、7～9月全体では前年を上回った模様だ。
足元の県内完成車メーカーの登録車の販売台数は
新型車効果もあり増加しており、これを反映し県内
生産も増加しているとみられる。
先行きについては、マイナーチェンジを含め新型
車の投入が予定されており、販売増が続くとみられ、
県内生産は前年を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。国内向けの生産は増加したが、
海外向けが減少しているとみられる。国内向けは、
インターネット通販の拡大などで物流向けの販売増
が続いているほか、首都圏の再開発や東京オリン
ピック・パラリンピックに向けた建設需要もあり堅調
に推移している。9月の排ガス規制強化前の駆け込
み購入もあったようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きについても、国内向けは堅調が続くと予想さ
れ、生産は前年並みで推移するとみられる。

押し上げている。電気料金は落ち着いているものの、
スクラップのみならず、電極などの副資材価格も上
昇しており、製品価格とのスプレッド縮小に伴って、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の施設整備案件なども徐々
に本格化している。10～12月期の鉄鋼の生産につ
いては、緩やかながらも前年を上回る程度の水準で
推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管については、やや弱
めに推移しているものの、工作機械向けが、比較的
底堅い動きになっている。低調に推移していた鋳物
の生産は、足元で徐々に持ち直している。
10～12月期についても、引き続き鋳物の生産は
前年を上回って推移する見込みである。
足元の収益は非常に厳しい。年初に銑鉄の価格

引き上げがあった後、足元ではスクラップの値上が
りが続いており、副資材の価格上昇もあって、企業

の負担は増している。価格改訂の交渉を進める企
業もみられるが、スクラップや銑鉄の一段の値上が
りもありうることから、先行きも鋳物メーカーの収益
は厳しい状況が続く可能性が高い。

（5） 建設…前年を上回る
公共工事：7～9月期の公共工事は、前年を上回った
とみられる。手持ち工事量は多く人手の問題から、こ
れ以上増やせないとする業者もあり、繁忙な状況が
続いている。新規工事は選別受注が出来ることもあ
り、全体の工事量は落ち着いており、相応の収益も確
保できている。内容は、河川、橋梁の改修・補修など
の河川関連、公共施設の補修、耐震化の工事が多い。
河川関連は災害対策の点や、土地取得の必要が少
ないため、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きも、建設業者は相応の受注残を確保して

いることから、当面堅調に推移するとみられる。今後、
県内でも2020年の東京オリンピック・パラリンピック
関連のインフラ整備が本格化するとみられ、関連案
件の受注を期待している。また、自然災害が多くなっ
ていることもあり、災害対策や老朽化したインフラの
改修などが期待されている。現状の価格は、品質を
維持する上で適正な水準にあると考えられており、
当面は現状程度で推移する見込み。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年を上回った
とみられる。種別では引き続き建て替え、補修を含
めて病院、介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことなどから、工場やビ
ルのリフォームや耐震化工事に加え、物流関連や商
業、サービス関連も出てきている。大手ゼネコンが
優良工事を多く抱え、県内の工事を請け負わなく
なっている。県内建設業者が高値で請け負うように
なっており、建設業者の収益環境は良い。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。

住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年をやや
下回る推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、一部、駅に近い物件を除き販売がやや不調と
なっている。埼玉県におけるマンション契約率は、こ
のところ60％を切り、概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、在庫リスクが高まり、利幅も小さくなっている。浦
和や大宮など人気の駅に近い物件は高価格にかか
わらず売れているが、物件用の土地が少なくなって
きており、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、
全体的に供給、新規着工とも減少している。　
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。注文住宅、分譲住宅ともに需要は強い。雇用
や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料との
比較で購入する人も多い。マンションと違い、価格面
で顧客の要望と合った物件の供給が続いている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の強い
売り込み姿勢もあり、増加が続いていたが、本年度
に入り減少に転じている。
先行きは、価格が合わないものは売れなくなると

みられる。とくにマンションは建築費が高止まりして
おり価格が高くなっていることから、高価格で売れる
もの以外の供給は手控えられるとみられる。持ち家、
戸建分譲の先行きは現状程度の推移が見込まれる。
一方、貸家は先行き減少が見込まれる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を上回る
百貨店：7～9月期の売上は、前年をやや上回ったと
みられる。7月は前年割れとなったが、8月は前年が
台風などの天候不順の影響で減少した反動もあり
微増となった。食料品や化粧品などの雑貨が堅調
だったほか、催事などの企画への反応が良かった。
9月に入っても婦人服などの秋冬向けの商材が動
いており、売上は前年を上回ったようだ。四半期ごと
にみると、県内百貨店の売上は2015年7～9月期か
ら2017年4～6月期まで減少が続いていたが、7～9
月期は2年ぶりに前年を上回ったとみられる。潮目
が変わった、との指摘もあった。
富裕層やインバウンド（訪日外国人）による消費

が伸びている。富裕層向けには、時計や宝飾品、呉
服などが売れているほか、金工芸品や高級ブランド
品などを集めた上得意客向けの催事への反応も良
かった。富裕層が顧客である外商の売上も堅調だと
いう。県内でも外国人観光客が増えている観光地
では、インバウンド売上が伸びているところがあった。
化粧品などが人気だが、売上に占める割合はまだ
僅かという。
衣料品は復調の兆しがみえるものの、紳士服・婦
人服ともに長期にわたり低迷してきた。専門店や
ネット通販との競争が激しくなっているといった構造
的要因が影響しているとみられる。販売不振への
対策として、衣料品の売場面積を縮小するといった
対応がみられた。
ギフト品の解体セールに人気が集まるなど、ボ

リュームゾーンの中間層の価格志向は依然として
根強く、欲しいもの必要なものだけを買う実需志向
も強い。一方、値は張るが素材にこだわったサラダ
が売れるなど、節約一辺倒ではなく消費にメリハリ
を利かせている。
全体としてみると県内百貨店の売上はやや盛り
上がりに欠けているが、主力の衣料品に動きがある
など持ち直しの兆しもみられる。売上はこれまで減

少傾向が続いていたが、先行きは前年並みで推移
すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられる。品目別にみると、主力の食
料品や衣料品の売上が前年を上回った。7月は猛
暑日が多くセール時期と重なったこともあり、夏物衣
料や飲料・アイスクリームなどが伸びた。8月は気温
が低い日が多かったため、秋物衣料や毛布・布団な
どの住まいの品に動きがあった。
7～9月期は増加したものの販売が低迷する衣料
品では、売り場面積を縮小しテナントを誘致するな
どの動きがある。日用品や食料品の値下げの動きも
でてきており、競合店でも値下げが行われ、価格面
での競争が強まっているようだ。消費者の低価格志
向は根強く、不要不急の買い物を避ける実需志向
もある。顧客1人当たりの買い上げ点数が減ってき
ているという指摘もあった。
一方で、ＳＮＳなどで話題の新商品、健康志向の
商品などにはお金をかけている。価格が高めでも消
費者が価値を認めればよく売れており、低価格志向
一辺倒でもないようだ。
賃金は上昇しているものの、将来不安による生活
防衛意識が根強くあり、買い物姿勢にも慎重さが
残っている。先行きも、こうした状況に大きな変化は
見込まれず、売上は現状と同様に前年をやや上回
る程度で推移すると予想される。

主席研究員
間藤 雅夫

（注１）ＣＳＲ
・CSRの”R”である”Respons ib i l i ty”は「責任」と訳されるが、これ
は”response(反応する)”と”ability(能力)”の合成語。
・“responsibility”が言うところの責任とは「応える力」のこと。つまりCSRとは、
「企業がステークホルダーの様々な要請に応えられる力」を意味する。
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だが、英語の語源から読み解くと、CSRとは「企業が
従業員・顧客・社会・環境などのステークホルダー 
（の要請）に応える力」を指す。
労働時間や休暇・給与・安全衛生・セクハラ・パワ

ハラなどの労働環境や人事考課・人材育成などの
人事制度に関する適切な対応は、企業経営者の責
任として、従業員の要請に応えるCSR活動である。
こうしたCSR活動により、従業員が肉体的にも精
神的にも安全な環境でその能力を十分に発揮する
ことで、労働生産性を上げることが出来る。
 

今後の企業経営に欠かせないCSR
本来、企業は利益の最大化が主要な目的であり、
社会・地域問題の解決が主な目的ではない。しかし、
近年、過重労働や人権侵害などのブラック企業問題、
不正会計・経理などの企業の不祥事に伴って企業
に対する社会の信頼度が低下している。
一方、先進的な企業の中には、CSRの視点を持っ

て社会問題解決への取り組みに向けてビジネスモ
デルを変革し、新たな市場の開拓等により生産性の
向上や企業価値の向上に結びつける例も出てきて
いる。そうした企業は、社会問題の解決を本業とか
け離れた単なる社会貢献ではなく、新たなビジネス
機会として捉えている。
企業が従来の延長線上のビジネスに固執せず、
CSRという視点を通した社会問題の解決という新
たなビジネストレンドを的確に捉えることで、将来的
に競争力の向上を図ることができる。CSRは、中長
期的な視点に立てば企業経営にとって、必ず意識し
ておくべき無視できない存在になっている。
現在、国際社会において社会問題の解決に取り
組もうとする動きが顕著になっている。2010年に
ISO26000（社会的責任に関するガイダンス）、2017
年にISO20400（持続可能な調達に関するガイド

はじめに
人口減少時代を迎え、生産年齢人口の減少が進

み、労働力不足が現実のものとなり、埼玉県でも経
済活力の低下への懸念がますます大きくなっている。
2017年7月に発表された埼玉県5か年計画（平
成29年度～平成33年度）では、「県民や企業が持
つ能力を伸ばすことにより持続的な成長を実現でき
る社会」を将来像の一つに挙げ、そのための分野別
施策では、中小企業の生産性の向上を目指している。
埼玉県内企業の99％を占める中小企業・小規模
事業者には、埼玉県経済を支える担い手として、こう
した環境変化にしっかりと対応し、生産性を向上さ
せ、持続可能な成長をすることが期待される。
本稿では、埼玉県経済の持続可能な成長を支え

る中小企業にとって、労働生産性や企業価値を高め
るためにCSR経営が有効であることを示すとともに、
中小企業に対するCSR支援に取り組んでいるさい
たま市の制度を紹介し、埼玉
県経済の将来にとって中小
企業のCSRが及ぼす影響に
ついて考えたい。

埼玉県５か年計画に
見る中小企業振興
2017年7月に、埼玉県は、
2017年度からの5年間に取
り組むべき施策の体系を明
らかにした「埼玉県5か年計
画～希望・活躍・うるおいの
埼玉～（平成29年度～平成
33年度）」を策定した。

ライン）が立て続けに発行された。また2015年には
国連総会によってSDGs（注2）（持続可能な開発目標）
が採択された。翌2016年5月には日本政府が全国
務大臣を構成員とするSDGs推進本部を設置し、
SDGsに係る施策の実施について、総合的かつ効
果的な推進の検討を始めている。
こうした社会問題解決に対する動きは、企業の
CSR活動に大きな影響を与えるとともに、さらに、そ
の対象がサプライチェーンに属する企業にも及ぶた
め、中小企業に対しても少なからず影響があること
が予想される。
 

日本にずっと以前から根付いていたCSR
日本には、かなり以前からCSRを意識した商売の
考え方があった。近江商人の「売り手よし」、「買い
手よし」、「世間よし」といういわゆる「三方よし」の
精神である。「世の中に貢献をする」、「倫理的に間
違ったことをやらない」といった考え方は、日本では
江戸時代から根付いていた。
現在は、「モノを売りにくい」時代とも、「モノが作

りにくい」時代とも言われ、中小企業が持続可能な
成長を実現することは容易ではない。しかし、環境の
変化や、それに伴う顧客のさまざまな要請に応え、
しっかりと経営を続けている企業も数多くある。
そうした企業は、経営の根幹にCSRを据えること

で、企業価値を向上させ、長期にわたる持続可能な
発展の基礎を作っている。明確な経営理念を定め、
それに基づき、労務管理など社内体制をしっかりと
固め、従業員が働きやすい職場づくりに努め、顧客・
取引先との関係も良好に保ち、さらは地域や社会全
体に必要とされる配慮が出来る。こうした取り組み
の核心にある考えがCSRである。

CSR経営支援で中小企業の労働生産性を
向上させるさいたま市
さいたま市はCSRを「企業が、自らの経営の社会
的健全性と経済的健全性を両立させるためのキー
概念」と定義した上で、新たな産業振興策のキー
ワードの１つに位置づけ、市内中小企業のCSRへの
取り組み促進を図っている。
中小企業のCSRへの取り組みは結果として、生
産性向上や企業価値向上に繋がる。そして、従業員
や地域等のステークホルダーに対して価値を上げる
ことで企業評価が高まり、持続可能な企業活動が可
能となる。
2012年度から「さいたま市CSRチャレンジ認証
制度」を実施し、2016年度までの5年間で81社を
認証している（2017年度の認証企業は11月に発表
される予定）。
さいたま市CSRチャレンジ認証企業のCSR支援
ニーズを見ると、労務管理の再構築を目指した就業
規則の見直し、生産性向上を狙った作業マニュアル
の作成、中小飲食店では難しいとされる週休2日制
の導入へチャレンジする地場のイタリアンレストラン
など労働環境に関するものが多い。これは、CSRに
取り組んだことで、労務管理の重要性や生産性向上
の必要性に気づいた結果であろう。
さいたま市は、中小企業へのCSR支援を展開す
ることで、活力にあふれ、正しい経営を実践し、地域
社会に末永く必要とされる中小企業が1社でも多く
存続することを願っている。

CSR中核企業の育成を図る
5年間CSRチャレンジ認証制度を継続して見えて

きた課題がある。CSRに取り組む価値の捉え方は認
証企業によって様々であり、CSRを積極的に経営に
取り入れていこうとする企業がある一方、まだまだ
CSRリテラシーが低い企業もあり、その取り組み方
が2極化していることが明らかになった。そこでさい
たま市は全ての認証企業に対し平等に行う支援とは

別に、CSRに本気で取り組む意欲のある企業をとこ
とん引き上げ、CSR認証企業の中核となる企業とし
て育成し、それによって全体を底上げする「CSR中
核企業育成塾」を新たに開始した。本塾は、CSR経
営に積極的にチャレンジする企業に対して、CSR専
門家をチューターとした少数精鋭の勉強会である。
参加企業は、CSRチャレンジ認証企業81社のう

ち、①自社のCSRをもう一段進めたいという意欲の
ある企業、②自社のCSRの現状を知り、CSRの取り
組みを見つめ直したい企業（意欲はあるが、CSRに
行き詰りを感じている企業）である。
自社のCSR推進のための「方法論」を、チュー

ターと一緒に参加企業がワークして深堀する、参加
企業が自ら創ることに重点を置いている。さらに今
後、他都県のCSR経営実践企業との交流も予定し
ている。

こうした取り組みを通して、さいたま市は、CSRを
自ら実践する企業を育成し、さいたま市CSRチャレ
ンジ認証企業のモデル企業をつくり、他の企業への
波及を図ることを狙っている。
　
まとめ
中小企業がCSR経営に取り組むことで、従業員に
対するCSRが見直されて、労働環境が改善し労働
生産性の向上が期待できる。今後、生産年齢人口が
減少する中で、既存の従業員の生産性を上げること
は、埼玉県経済の持続可能な成長を支える一つの
要素となる。
今後、CSR中核企業育成塾に参加した企業が中
心となって、さいたま市内にCSR経営を実践する中
小企業が増え、持続可能な地域としてさいたま市が
ひいては埼玉県が発展することを期待したい。

人口が減少する中でも収益力を維持できるよう、生
産性の向上が課題となっている。
5か年計画では11の宣言に対して、56の分野別
施策を挙げている。そのうち中小企業に関わる施策
は、施策31～施策35の5つである。特に施策32の
「変化に向き合う中小企業・小規模事業者の支援」
では、中小企業の労働生産性の向上に繋がる経営
革新計画の承認件数の増加数を、施策33の「商
業・サービス産業の育成」ではサービス産業の労働
生産性の向上を目指しており、埼玉県では、埼玉県
経済を支える中小企業の育成・支援は労働生産性
の向上がポイントと考えている。

労働生産性の向上とCSR
一方、企業においても日本政府が目指す「働き方
改革」や労働力人口の減少という構造的な問題に
より、「労働生産性の向上」への意識が高まっている。
企業が、働き方改革を進め、働きやすい職場の実
現を目指すことは、企業として生き残るために必要
な取り組みである。
今後、さらに生産年齢人口が減少し、従業員の高
齢化が進む中では、自社の従業員を人的資本と捉
えて、従業員一人ひとりが最大限に活躍できる労働
環境を整備することが必要となる。雇用の拡大や給
与の引き上げなど、優秀な人材の確保や維持などに
資金を投入することにより、従業員の労働生産性及
び企業競争力を向上させることが求められている。
これまで、企業にとってコストと捉えられてきた労
務管理に関する取り組み（従業員等の確保、適切な
労働環境の提供、人材教育等）を、将来の企業価値
を高めるための「投資」として捉え直すことが必要で
ある。さらに、短期的ではなく中長期的な視点で取り
組みを継続することが重要である。
労働生産性の向上の礎となる労務管理に関する

こうした企業の取り組みは、まさに従業員に対する
CSR（注１）活動と言える。
CSRは、企業による社会貢献活動と思われがち

埼玉県経済の将来を担う
ＣＳＲ経営実践企業

埼玉県経済の将来を考えるシリーズ

同計画では、埼玉県はこれから人口減少（特に生
産年齢人口の減少）、異次元の高齢化など、今まで
経験したことが無い局面を迎え、これまでの人口増
加を前提に組み立てられた従来のモデルや経験則
は通用しない、参考とすべきモデルのない時代とな
ると予想している。そして、県民や企業に対して、時
代の情勢に則した新たなモデルを自ら考え、従来の
常識や固定観念を打ち破る発想の転換や道を切り
開く行動力を求めている。
その上で、3つの将来像を示し、その実現に向け

て、時代の潮流に積極的に挑む取り組みを「11の宣
言」として位置付けた。そのうち宣言8の「稼ぐ力の
向上」が中小企業に関わる宣言となっている。
生産年齢人口が減少し、労働力不足が顕在化して

いる中で、埼玉県経済の成長や活力を維持するため
には「稼ぐ力」を高めていくことが必要である。埼玉
県内企業の99％を占める中小企業にとって、労働力

(1) 埼玉県の目指す3つの将来像
 ①希望と安心の埼玉、②活躍と成長の埼玉、③うるおいと誇りの埼玉

(2) 11の宣言
 ・時代の潮流に対応し、目指す将来像を実現するため、積極果敢に挑む11の取り組みを抽出
 ①結婚・出産・子育ての希望実現 ②健康・医療・介護の安心確保
 ③大地震など危機への備えの強化 ④地域をつなぐ社会基盤の整備
 ⑤シニアの活躍推進 ⑥次代を担う人財育成
 ⑦女性が活躍する社会の構築 ⑧稼ぐ力の向上
 ⑨儲かる農業の推進 ⑩新たなエネルギー社会の構築｠  
 ⑪オリンピック・パラリンピックなどを契機とした地域の活性化

(3) 56の分野別施策（うち、埼玉の成長を生み出す産業を振興する施策は以下の5施策）
 ①新たな産業の育成と企業誘致の推進
 ②変化に向き合う中小企業・小規模事業者の支援 ⇒指標：生産性向上に繋がる経営革新計画承認件数
 ③商業・サービス産業の育成　⇒指標：サービス産業の労働生産性
 ④産業人材の確保・育成
 ⑤観光の振興

資料：埼玉県「埼玉県5か年計画 -希望・活躍・うるおいの埼玉- （平成29年度～平成33年度）」
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わが国経済は、緩やかな回復基調が続いている。
設備投資や生産が持ち直し、個人消費も緩やかに
持ち直している。先行きについても、雇用・所得環境
の改善が続くなか、各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。先行きについても、緩やかな改善が
続くと見込まれる。
聞き取り調査の結果、7～9月期の天気図は、薄日

が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、
鉄鋼、百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きも、引き続き前年の水準を上回って推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向けの電気機械、電子部品・デバイスが好
調。情報通信機器は減少が続いている。先行き
は引き続き堅調な推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きは新型車の投入もあり、前年を上回って推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移すると見込まれる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年を上回った
とみられる。先行きも、引き続き堅調な推移が見
込まれる。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年を上回ったとみ
られる。先行きは、百貨店は前年並み、スーパーは
前年をやや上回る程度で推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。昨年の秋口から上向いてきたコンプ
レッサーは、引き続き好調に推移している。マシニン
グセンタについても、足元でやや減速しているもの
の、比較的底堅い動きをみせている。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
昨年の秋口に大きく落ち込んだ後は、総じてみれば
回復基調にある。
昨年の秋口から盛り返してきた食料品加工機械

は、春先よりは減速しているものの、前年の水準を
上回っている。
昨年、やや低調に推移していた医療用機械器具

も、年明け以降は持ち直している。金型は自動車向
けなどでは動きがみられるものの、総じてみれば弱
含みで推移している。省力化機器向けなどが好調
な歯車は、底堅い動きを続けている。
一般機械の生産は、機械受注の動きが比較的底

電子部品・デバイスについては、中国をはじめと
する海外におけるスマ－トフォン向けなどが好調だっ
た。ただ、スマ－トフォン向け電子部品は数量、価格
ともに変動が大きいため、敬遠するところもあるよう
だ。自動車向けも好調に推移している。自動車向け
は電子部品の種類も多く、自動ブレーキなど安全装
置の普及もあり今後とも期待できる。こうした部品
では、高い安全性、信頼性が求められることから、国
内生産の優位性はしばらく続くと考えられている。
県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを高め
ているところがみられる。
家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなって

いる。このため、家電向け電子部品の生産は、中国、
東南アジア、インドなどの需要に左右されている。こ
うした国ではエアコンなどの普及率の高まりに加え、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内製造部品への需要は強い。エアコンだけでなく、
冷蔵庫や洗濯機などについても同じ傾向がみられる。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップがみられることもあり、県内の生産は低調な
動きが続いている。本年に入り、大手電機メーカー
の携帯電話、スマートフォンなどを生産していた県
内の工場は生産を停止し、これら完成品の県内生
産はなくなっている。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け、自動車向けの電子部品の需要は引き続き好
調を持続すると見込まれる。自動車の電装化や海
外の家電向け製品の高度化、家電や情報機器では
アジア、インドなどでの需要増も期待され、使用され
る電子部品の点数増、単価増が期待される。

（3） 輸送機械…生産は前年を上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年を上回って推移した。前年を上回るのは昨年10
～12月期以降4期連続だが、伸び率は4～6月期に

部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みから前年を上回って推移したとみられ
ることから、自動車部品の生産も増加したようだ。
先行きについても、乗用車の生産は前年を上回り、

トラックの生産は前年並みで推移するとみられるこ
とから、部品メーカーの生産も横ばい圏内から前年
を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかに上回る
昨年の夏頃までは、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足が続いていたことから、鉄
筋コンクリート（RC）造を避ける動きがみられたが、
足元の人手不足感は一服している。現場の作業量
を減らすため、一部ではプレキャスト工法と呼ばれる、
工場で成形済みのコンクリート部材を現場に持ち込
む動きもあり、RC造の着工はやや持ち直している。
7～9月期の棒鋼の生産についても、前年をわずか
ながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きについては、地価の
高騰を受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢が
出始めている。
好調だった病院や介護施設などの医療関連施設

は、伸びがやや鈍化している。マンションについても、
都内で１億円を超えるような高額物件には、引き続
き投資物件としてのニーズがあるものの、実需中心
の郊外型のマンションでは、建設費用の上昇を受け
て、販売価格が高止まりしており、購入を手控える
動きがみられる。マンション販売業者の多くは、発売
戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、一
部では値引きなどの動きも出ているようだ。
原材料のスクラップ価格が上昇している。中国の
輸入は一服しているものの、ベトナムや台湾・インド
ネシアなどの輸入が伸びており、スクラップ価格を

堅いこともあり、先行きも前年の水準を上回って推
移するとみられる。
雇用面では、高齢社員の引退が続く一方、新たな
社員の採用は難しい状況が続いており、人員が不
足している企業が少なくない。

（2） 電気機械…前年を上回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体では前年に
比べ比較的大きな増加となった模様である。四半
期毎の電気機械の生産は、2016年から増加を続
けている。
国内の電気機械は消費者向けのいわゆる家電は
少なく、産業向けが多くなっている。日本のブランド
名で売られているものも、その多くは海外で生産さ
れている。県内に拠点を持つ電機メーカーも消費者
向けの家電から、産業向けの電気機械（装置、シス
テム等）にシフトしている。電子部品・デバイスも国
内の家電向けから、海外向け、産業向けにシフトを
続けている。このため、電気機械の生産は、消費者
の動向より、企業の設備投資やシステム開発、建設
投資などの影響を大きく受けるようになっている。
産業向けの電気機械は、景気や設備投資の持ち
直しに加え、企業の情報システムの高度化や大型
化、好調な建設需要などもあり、各種機器、装置に
係る制御装置や変換装置、計器類などをはじめとし
て全体に好調に推移した。

比べ鈍化した。登録車（普通＋小型乗用車）、軽自
動車ともに前年を上回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、1～3月期が前年比▲9.5％と前年を下回った
が、4～6月期は同＋3.4％と増加に転じた。新型車
の販売が好調なため、県内の生産も増加している。
7月の鉱工業生産指数は同▲1.5％と前年を下

回ったが、7～9月全体では前年を上回った模様だ。
足元の県内完成車メーカーの登録車の販売台数は
新型車効果もあり増加しており、これを反映し県内
生産も増加しているとみられる。
先行きについては、マイナーチェンジを含め新型
車の投入が予定されており、販売増が続くとみられ、
県内生産は前年を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。国内向けの生産は増加したが、
海外向けが減少しているとみられる。国内向けは、
インターネット通販の拡大などで物流向けの販売増
が続いているほか、首都圏の再開発や東京オリン
ピック・パラリンピックに向けた建設需要もあり堅調
に推移している。9月の排ガス規制強化前の駆け込
み購入もあったようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きについても、国内向けは堅調が続くと予想さ
れ、生産は前年並みで推移するとみられる。

押し上げている。電気料金は落ち着いているものの、
スクラップのみならず、電極などの副資材価格も上
昇しており、製品価格とのスプレッド縮小に伴って、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の施設整備案件なども徐々
に本格化している。10～12月期の鉄鋼の生産につ
いては、緩やかながらも前年を上回る程度の水準で
推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管については、やや弱
めに推移しているものの、工作機械向けが、比較的
底堅い動きになっている。低調に推移していた鋳物
の生産は、足元で徐々に持ち直している。
10～12月期についても、引き続き鋳物の生産は
前年を上回って推移する見込みである。
足元の収益は非常に厳しい。年初に銑鉄の価格

引き上げがあった後、足元ではスクラップの値上が
りが続いており、副資材の価格上昇もあって、企業

の負担は増している。価格改訂の交渉を進める企
業もみられるが、スクラップや銑鉄の一段の値上が
りもありうることから、先行きも鋳物メーカーの収益
は厳しい状況が続く可能性が高い。

（5） 建設…前年を上回る
公共工事：7～9月期の公共工事は、前年を上回った
とみられる。手持ち工事量は多く人手の問題から、こ
れ以上増やせないとする業者もあり、繁忙な状況が
続いている。新規工事は選別受注が出来ることもあ
り、全体の工事量は落ち着いており、相応の収益も確
保できている。内容は、河川、橋梁の改修・補修など
の河川関連、公共施設の補修、耐震化の工事が多い。
河川関連は災害対策の点や、土地取得の必要が少
ないため、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きも、建設業者は相応の受注残を確保して

いることから、当面堅調に推移するとみられる。今後、
県内でも2020年の東京オリンピック・パラリンピック
関連のインフラ整備が本格化するとみられ、関連案
件の受注を期待している。また、自然災害が多くなっ
ていることもあり、災害対策や老朽化したインフラの
改修などが期待されている。現状の価格は、品質を
維持する上で適正な水準にあると考えられており、
当面は現状程度で推移する見込み。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年を上回った
とみられる。種別では引き続き建て替え、補修を含
めて病院、介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことなどから、工場やビ
ルのリフォームや耐震化工事に加え、物流関連や商
業、サービス関連も出てきている。大手ゼネコンが
優良工事を多く抱え、県内の工事を請け負わなく
なっている。県内建設業者が高値で請け負うように
なっており、建設業者の収益環境は良い。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。

住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年をやや
下回る推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、一部、駅に近い物件を除き販売がやや不調と
なっている。埼玉県におけるマンション契約率は、こ
のところ60％を切り、概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、在庫リスクが高まり、利幅も小さくなっている。浦
和や大宮など人気の駅に近い物件は高価格にかか
わらず売れているが、物件用の土地が少なくなって
きており、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、
全体的に供給、新規着工とも減少している。　
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。注文住宅、分譲住宅ともに需要は強い。雇用
や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料との
比較で購入する人も多い。マンションと違い、価格面
で顧客の要望と合った物件の供給が続いている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の強い
売り込み姿勢もあり、増加が続いていたが、本年度
に入り減少に転じている。
先行きは、価格が合わないものは売れなくなると

みられる。とくにマンションは建築費が高止まりして
おり価格が高くなっていることから、高価格で売れる
もの以外の供給は手控えられるとみられる。持ち家、
戸建分譲の先行きは現状程度の推移が見込まれる。
一方、貸家は先行き減少が見込まれる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を上回る
百貨店：7～9月期の売上は、前年をやや上回ったと
みられる。7月は前年割れとなったが、8月は前年が
台風などの天候不順の影響で減少した反動もあり
微増となった。食料品や化粧品などの雑貨が堅調
だったほか、催事などの企画への反応が良かった。
9月に入っても婦人服などの秋冬向けの商材が動
いており、売上は前年を上回ったようだ。四半期ごと
にみると、県内百貨店の売上は2015年7～9月期か
ら2017年4～6月期まで減少が続いていたが、7～9
月期は2年ぶりに前年を上回ったとみられる。潮目
が変わった、との指摘もあった。
富裕層やインバウンド（訪日外国人）による消費

が伸びている。富裕層向けには、時計や宝飾品、呉
服などが売れているほか、金工芸品や高級ブランド
品などを集めた上得意客向けの催事への反応も良
かった。富裕層が顧客である外商の売上も堅調だと
いう。県内でも外国人観光客が増えている観光地
では、インバウンド売上が伸びているところがあった。
化粧品などが人気だが、売上に占める割合はまだ
僅かという。
衣料品は復調の兆しがみえるものの、紳士服・婦
人服ともに長期にわたり低迷してきた。専門店や
ネット通販との競争が激しくなっているといった構造
的要因が影響しているとみられる。販売不振への
対策として、衣料品の売場面積を縮小するといった
対応がみられた。
ギフト品の解体セールに人気が集まるなど、ボ

リュームゾーンの中間層の価格志向は依然として
根強く、欲しいもの必要なものだけを買う実需志向
も強い。一方、値は張るが素材にこだわったサラダ
が売れるなど、節約一辺倒ではなく消費にメリハリ
を利かせている。
全体としてみると県内百貨店の売上はやや盛り
上がりに欠けているが、主力の衣料品に動きがある
など持ち直しの兆しもみられる。売上はこれまで減

少傾向が続いていたが、先行きは前年並みで推移
すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられる。品目別にみると、主力の食
料品や衣料品の売上が前年を上回った。7月は猛
暑日が多くセール時期と重なったこともあり、夏物衣
料や飲料・アイスクリームなどが伸びた。8月は気温
が低い日が多かったため、秋物衣料や毛布・布団な
どの住まいの品に動きがあった。
7～9月期は増加したものの販売が低迷する衣料
品では、売り場面積を縮小しテナントを誘致するな
どの動きがある。日用品や食料品の値下げの動きも
でてきており、競合店でも値下げが行われ、価格面
での競争が強まっているようだ。消費者の低価格志
向は根強く、不要不急の買い物を避ける実需志向
もある。顧客1人当たりの買い上げ点数が減ってき
ているという指摘もあった。
一方で、ＳＮＳなどで話題の新商品、健康志向の
商品などにはお金をかけている。価格が高めでも消
費者が価値を認めればよく売れており、低価格志向
一辺倒でもないようだ。
賃金は上昇しているものの、将来不安による生活
防衛意識が根強くあり、買い物姿勢にも慎重さが
残っている。先行きも、こうした状況に大きな変化は
見込まれず、売上は現状と同様に前年をやや上回
る程度で推移すると予想される。

主席研究員
間藤 雅夫

（注１）ＣＳＲ
・CSRの”R”である”Respons ib i l i ty”は「責任」と訳されるが、これ
は”response(反応する)”と”ability(能力)”の合成語。
・“responsibility”が言うところの責任とは「応える力」のこと。つまりCSRとは、
「企業がステークホルダーの様々な要請に応えられる力」を意味する。



7 8埼玉りそな経済情報2017.11埼玉りそな経済情報2017.11

だが、英語の語源から読み解くと、CSRとは「企業が
従業員・顧客・社会・環境などのステークホルダー 
（の要請）に応える力」を指す。
労働時間や休暇・給与・安全衛生・セクハラ・パワ

ハラなどの労働環境や人事考課・人材育成などの
人事制度に関する適切な対応は、企業経営者の責
任として、従業員の要請に応えるCSR活動である。
こうしたCSR活動により、従業員が肉体的にも精
神的にも安全な環境でその能力を十分に発揮する
ことで、労働生産性を上げることが出来る。
 

今後の企業経営に欠かせないCSR
本来、企業は利益の最大化が主要な目的であり、
社会・地域問題の解決が主な目的ではない。しかし、
近年、過重労働や人権侵害などのブラック企業問題、
不正会計・経理などの企業の不祥事に伴って企業
に対する社会の信頼度が低下している。
一方、先進的な企業の中には、CSRの視点を持っ

て社会問題解決への取り組みに向けてビジネスモ
デルを変革し、新たな市場の開拓等により生産性の
向上や企業価値の向上に結びつける例も出てきて
いる。そうした企業は、社会問題の解決を本業とか
け離れた単なる社会貢献ではなく、新たなビジネス
機会として捉えている。
企業が従来の延長線上のビジネスに固執せず、
CSRという視点を通した社会問題の解決という新
たなビジネストレンドを的確に捉えることで、将来的
に競争力の向上を図ることができる。CSRは、中長
期的な視点に立てば企業経営にとって、必ず意識し
ておくべき無視できない存在になっている。
現在、国際社会において社会問題の解決に取り
組もうとする動きが顕著になっている。2010年に
ISO26000（社会的責任に関するガイダンス）、2017
年にISO20400（持続可能な調達に関するガイド

はじめに
人口減少時代を迎え、生産年齢人口の減少が進

み、労働力不足が現実のものとなり、埼玉県でも経
済活力の低下への懸念がますます大きくなっている。
2017年7月に発表された埼玉県5か年計画（平
成29年度～平成33年度）では、「県民や企業が持
つ能力を伸ばすことにより持続的な成長を実現でき
る社会」を将来像の一つに挙げ、そのための分野別
施策では、中小企業の生産性の向上を目指している。
埼玉県内企業の99％を占める中小企業・小規模
事業者には、埼玉県経済を支える担い手として、こう
した環境変化にしっかりと対応し、生産性を向上さ
せ、持続可能な成長をすることが期待される。
本稿では、埼玉県経済の持続可能な成長を支え

る中小企業にとって、労働生産性や企業価値を高め
るためにCSR経営が有効であることを示すとともに、
中小企業に対するCSR支援に取り組んでいるさい
たま市の制度を紹介し、埼玉
県経済の将来にとって中小
企業のCSRが及ぼす影響に
ついて考えたい。

埼玉県５か年計画に
見る中小企業振興
2017年7月に、埼玉県は、
2017年度からの5年間に取
り組むべき施策の体系を明
らかにした「埼玉県5か年計
画～希望・活躍・うるおいの
埼玉～（平成29年度～平成
33年度）」を策定した。

ライン）が立て続けに発行された。また2015年には
国連総会によってSDGs（注2）（持続可能な開発目標）
が採択された。翌2016年5月には日本政府が全国
務大臣を構成員とするSDGs推進本部を設置し、
SDGsに係る施策の実施について、総合的かつ効
果的な推進の検討を始めている。
こうした社会問題解決に対する動きは、企業の
CSR活動に大きな影響を与えるとともに、さらに、そ
の対象がサプライチェーンに属する企業にも及ぶた
め、中小企業に対しても少なからず影響があること
が予想される。
 

日本にずっと以前から根付いていたCSR
日本には、かなり以前からCSRを意識した商売の
考え方があった。近江商人の「売り手よし」、「買い
手よし」、「世間よし」といういわゆる「三方よし」の
精神である。「世の中に貢献をする」、「倫理的に間
違ったことをやらない」といった考え方は、日本では
江戸時代から根付いていた。
現在は、「モノを売りにくい」時代とも、「モノが作

りにくい」時代とも言われ、中小企業が持続可能な
成長を実現することは容易ではない。しかし、環境の
変化や、それに伴う顧客のさまざまな要請に応え、
しっかりと経営を続けている企業も数多くある。
そうした企業は、経営の根幹にCSRを据えること

で、企業価値を向上させ、長期にわたる持続可能な
発展の基礎を作っている。明確な経営理念を定め、
それに基づき、労務管理など社内体制をしっかりと
固め、従業員が働きやすい職場づくりに努め、顧客・
取引先との関係も良好に保ち、さらは地域や社会全
体に必要とされる配慮が出来る。こうした取り組み
の核心にある考えがCSRである。

CSR経営支援で中小企業の労働生産性を
向上させるさいたま市
さいたま市はCSRを「企業が、自らの経営の社会
的健全性と経済的健全性を両立させるためのキー
概念」と定義した上で、新たな産業振興策のキー
ワードの１つに位置づけ、市内中小企業のCSRへの
取り組み促進を図っている。
中小企業のCSRへの取り組みは結果として、生
産性向上や企業価値向上に繋がる。そして、従業員
や地域等のステークホルダーに対して価値を上げる
ことで企業評価が高まり、持続可能な企業活動が可
能となる。
2012年度から「さいたま市CSRチャレンジ認証
制度」を実施し、2016年度までの5年間で81社を
認証している（2017年度の認証企業は11月に発表
される予定）。
さいたま市CSRチャレンジ認証企業のCSR支援
ニーズを見ると、労務管理の再構築を目指した就業
規則の見直し、生産性向上を狙った作業マニュアル
の作成、中小飲食店では難しいとされる週休2日制
の導入へチャレンジする地場のイタリアンレストラン
など労働環境に関するものが多い。これは、CSRに
取り組んだことで、労務管理の重要性や生産性向上
の必要性に気づいた結果であろう。
さいたま市は、中小企業へのCSR支援を展開す
ることで、活力にあふれ、正しい経営を実践し、地域
社会に末永く必要とされる中小企業が1社でも多く
存続することを願っている。

CSR中核企業の育成を図る
5年間CSRチャレンジ認証制度を継続して見えて

きた課題がある。CSRに取り組む価値の捉え方は認
証企業によって様々であり、CSRを積極的に経営に
取り入れていこうとする企業がある一方、まだまだ
CSRリテラシーが低い企業もあり、その取り組み方
が2極化していることが明らかになった。そこでさい
たま市は全ての認証企業に対し平等に行う支援とは

別に、CSRに本気で取り組む意欲のある企業をとこ
とん引き上げ、CSR認証企業の中核となる企業とし
て育成し、それによって全体を底上げする「CSR中
核企業育成塾」を新たに開始した。本塾は、CSR経
営に積極的にチャレンジする企業に対して、CSR専
門家をチューターとした少数精鋭の勉強会である。
参加企業は、CSRチャレンジ認証企業81社のう

ち、①自社のCSRをもう一段進めたいという意欲の
ある企業、②自社のCSRの現状を知り、CSRの取り
組みを見つめ直したい企業（意欲はあるが、CSRに
行き詰りを感じている企業）である。
自社のCSR推進のための「方法論」を、チュー

ターと一緒に参加企業がワークして深堀する、参加
企業が自ら創ることに重点を置いている。さらに今
後、他都県のCSR経営実践企業との交流も予定し
ている。

こうした取り組みを通して、さいたま市は、CSRを
自ら実践する企業を育成し、さいたま市CSRチャレ
ンジ認証企業のモデル企業をつくり、他の企業への
波及を図ることを狙っている。
　
まとめ
中小企業がCSR経営に取り組むことで、従業員に
対するCSRが見直されて、労働環境が改善し労働
生産性の向上が期待できる。今後、生産年齢人口が
減少する中で、既存の従業員の生産性を上げること
は、埼玉県経済の持続可能な成長を支える一つの
要素となる。
今後、CSR中核企業育成塾に参加した企業が中
心となって、さいたま市内にCSR経営を実践する中
小企業が増え、持続可能な地域としてさいたま市が
ひいては埼玉県が発展することを期待したい。

人口が減少する中でも収益力を維持できるよう、生
産性の向上が課題となっている。
5か年計画では11の宣言に対して、56の分野別
施策を挙げている。そのうち中小企業に関わる施策
は、施策31～施策35の5つである。特に施策32の
「変化に向き合う中小企業・小規模事業者の支援」
では、中小企業の労働生産性の向上に繋がる経営
革新計画の承認件数の増加数を、施策33の「商
業・サービス産業の育成」ではサービス産業の労働
生産性の向上を目指しており、埼玉県では、埼玉県
経済を支える中小企業の育成・支援は労働生産性
の向上がポイントと考えている。

労働生産性の向上とCSR
一方、企業においても日本政府が目指す「働き方
改革」や労働力人口の減少という構造的な問題に
より、「労働生産性の向上」への意識が高まっている。
企業が、働き方改革を進め、働きやすい職場の実
現を目指すことは、企業として生き残るために必要
な取り組みである。
今後、さらに生産年齢人口が減少し、従業員の高
齢化が進む中では、自社の従業員を人的資本と捉
えて、従業員一人ひとりが最大限に活躍できる労働
環境を整備することが必要となる。雇用の拡大や給
与の引き上げなど、優秀な人材の確保や維持などに
資金を投入することにより、従業員の労働生産性及
び企業競争力を向上させることが求められている。
これまで、企業にとってコストと捉えられてきた労
務管理に関する取り組み（従業員等の確保、適切な
労働環境の提供、人材教育等）を、将来の企業価値
を高めるための「投資」として捉え直すことが必要で
ある。さらに、短期的ではなく中長期的な視点で取り
組みを継続することが重要である。
労働生産性の向上の礎となる労務管理に関する

こうした企業の取り組みは、まさに従業員に対する
CSR（注１）活動と言える。
CSRは、企業による社会貢献活動と思われがち

同計画では、埼玉県はこれから人口減少（特に生
産年齢人口の減少）、異次元の高齢化など、今まで
経験したことが無い局面を迎え、これまでの人口増
加を前提に組み立てられた従来のモデルや経験則
は通用しない、参考とすべきモデルのない時代とな
ると予想している。そして、県民や企業に対して、時
代の情勢に則した新たなモデルを自ら考え、従来の
常識や固定観念を打ち破る発想の転換や道を切り
開く行動力を求めている。
その上で、3つの将来像を示し、その実現に向け

て、時代の潮流に積極的に挑む取り組みを「11の宣
言」として位置付けた。そのうち宣言8の「稼ぐ力の
向上」が中小企業に関わる宣言となっている。
生産年齢人口が減少し、労働力不足が顕在化して

いる中で、埼玉県経済の成長や活力を維持するため
には「稼ぐ力」を高めていくことが必要である。埼玉
県内企業の99％を占める中小企業にとって、労働力

わが国経済は、緩やかな回復基調が続いている。
設備投資や生産が持ち直し、個人消費も緩やかに
持ち直している。先行きについても、雇用・所得環境
の改善が続くなか、各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。先行きについても、緩やかな改善が
続くと見込まれる。
聞き取り調査の結果、7～9月期の天気図は、薄日

が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、
鉄鋼、百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きも、引き続き前年の水準を上回って推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向けの電気機械、電子部品・デバイスが好
調。情報通信機器は減少が続いている。先行き
は引き続き堅調な推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きは新型車の投入もあり、前年を上回って推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移すると見込まれる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年を上回った
とみられる。先行きも、引き続き堅調な推移が見
込まれる。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年を上回ったとみ
られる。先行きは、百貨店は前年並み、スーパーは
前年をやや上回る程度で推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。昨年の秋口から上向いてきたコンプ
レッサーは、引き続き好調に推移している。マシニン
グセンタについても、足元でやや減速しているもの
の、比較的底堅い動きをみせている。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
昨年の秋口に大きく落ち込んだ後は、総じてみれば
回復基調にある。
昨年の秋口から盛り返してきた食料品加工機械

は、春先よりは減速しているものの、前年の水準を
上回っている。
昨年、やや低調に推移していた医療用機械器具

も、年明け以降は持ち直している。金型は自動車向
けなどでは動きがみられるものの、総じてみれば弱
含みで推移している。省力化機器向けなどが好調
な歯車は、底堅い動きを続けている。
一般機械の生産は、機械受注の動きが比較的底

電子部品・デバイスについては、中国をはじめと
する海外におけるスマ－トフォン向けなどが好調だっ
た。ただ、スマ－トフォン向け電子部品は数量、価格
ともに変動が大きいため、敬遠するところもあるよう
だ。自動車向けも好調に推移している。自動車向け
は電子部品の種類も多く、自動ブレーキなど安全装
置の普及もあり今後とも期待できる。こうした部品
では、高い安全性、信頼性が求められることから、国
内生産の優位性はしばらく続くと考えられている。
県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを高め
ているところがみられる。
家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなって

いる。このため、家電向け電子部品の生産は、中国、
東南アジア、インドなどの需要に左右されている。こ
うした国ではエアコンなどの普及率の高まりに加え、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内製造部品への需要は強い。エアコンだけでなく、
冷蔵庫や洗濯機などについても同じ傾向がみられる。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップがみられることもあり、県内の生産は低調な
動きが続いている。本年に入り、大手電機メーカー
の携帯電話、スマートフォンなどを生産していた県
内の工場は生産を停止し、これら完成品の県内生
産はなくなっている。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け、自動車向けの電子部品の需要は引き続き好
調を持続すると見込まれる。自動車の電装化や海
外の家電向け製品の高度化、家電や情報機器では
アジア、インドなどでの需要増も期待され、使用され
る電子部品の点数増、単価増が期待される。

（3） 輸送機械…生産は前年を上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年を上回って推移した。前年を上回るのは昨年10
～12月期以降4期連続だが、伸び率は4～6月期に

部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みから前年を上回って推移したとみられ
ることから、自動車部品の生産も増加したようだ。
先行きについても、乗用車の生産は前年を上回り、

トラックの生産は前年並みで推移するとみられるこ
とから、部品メーカーの生産も横ばい圏内から前年
を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかに上回る
昨年の夏頃までは、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足が続いていたことから、鉄
筋コンクリート（RC）造を避ける動きがみられたが、
足元の人手不足感は一服している。現場の作業量
を減らすため、一部ではプレキャスト工法と呼ばれる、
工場で成形済みのコンクリート部材を現場に持ち込
む動きもあり、RC造の着工はやや持ち直している。
7～9月期の棒鋼の生産についても、前年をわずか
ながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きについては、地価の
高騰を受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢が
出始めている。
好調だった病院や介護施設などの医療関連施設

は、伸びがやや鈍化している。マンションについても、
都内で１億円を超えるような高額物件には、引き続
き投資物件としてのニーズがあるものの、実需中心
の郊外型のマンションでは、建設費用の上昇を受け
て、販売価格が高止まりしており、購入を手控える
動きがみられる。マンション販売業者の多くは、発売
戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、一
部では値引きなどの動きも出ているようだ。
原材料のスクラップ価格が上昇している。中国の
輸入は一服しているものの、ベトナムや台湾・インド
ネシアなどの輸入が伸びており、スクラップ価格を

堅いこともあり、先行きも前年の水準を上回って推
移するとみられる。
雇用面では、高齢社員の引退が続く一方、新たな
社員の採用は難しい状況が続いており、人員が不
足している企業が少なくない。

（2） 電気機械…前年を上回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体では前年に
比べ比較的大きな増加となった模様である。四半
期毎の電気機械の生産は、2016年から増加を続
けている。
国内の電気機械は消費者向けのいわゆる家電は
少なく、産業向けが多くなっている。日本のブランド
名で売られているものも、その多くは海外で生産さ
れている。県内に拠点を持つ電機メーカーも消費者
向けの家電から、産業向けの電気機械（装置、シス
テム等）にシフトしている。電子部品・デバイスも国
内の家電向けから、海外向け、産業向けにシフトを
続けている。このため、電気機械の生産は、消費者
の動向より、企業の設備投資やシステム開発、建設
投資などの影響を大きく受けるようになっている。
産業向けの電気機械は、景気や設備投資の持ち
直しに加え、企業の情報システムの高度化や大型
化、好調な建設需要などもあり、各種機器、装置に
係る制御装置や変換装置、計器類などをはじめとし
て全体に好調に推移した。

比べ鈍化した。登録車（普通＋小型乗用車）、軽自
動車ともに前年を上回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、1～3月期が前年比▲9.5％と前年を下回った
が、4～6月期は同＋3.4％と増加に転じた。新型車
の販売が好調なため、県内の生産も増加している。
7月の鉱工業生産指数は同▲1.5％と前年を下

回ったが、7～9月全体では前年を上回った模様だ。
足元の県内完成車メーカーの登録車の販売台数は
新型車効果もあり増加しており、これを反映し県内
生産も増加しているとみられる。
先行きについては、マイナーチェンジを含め新型
車の投入が予定されており、販売増が続くとみられ、
県内生産は前年を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。国内向けの生産は増加したが、
海外向けが減少しているとみられる。国内向けは、
インターネット通販の拡大などで物流向けの販売増
が続いているほか、首都圏の再開発や東京オリン
ピック・パラリンピックに向けた建設需要もあり堅調
に推移している。9月の排ガス規制強化前の駆け込
み購入もあったようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きについても、国内向けは堅調が続くと予想さ
れ、生産は前年並みで推移するとみられる。

押し上げている。電気料金は落ち着いているものの、
スクラップのみならず、電極などの副資材価格も上
昇しており、製品価格とのスプレッド縮小に伴って、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の施設整備案件なども徐々
に本格化している。10～12月期の鉄鋼の生産につ
いては、緩やかながらも前年を上回る程度の水準で
推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管については、やや弱
めに推移しているものの、工作機械向けが、比較的
底堅い動きになっている。低調に推移していた鋳物
の生産は、足元で徐々に持ち直している。
10～12月期についても、引き続き鋳物の生産は
前年を上回って推移する見込みである。
足元の収益は非常に厳しい。年初に銑鉄の価格

引き上げがあった後、足元ではスクラップの値上が
りが続いており、副資材の価格上昇もあって、企業

の負担は増している。価格改訂の交渉を進める企
業もみられるが、スクラップや銑鉄の一段の値上が
りもありうることから、先行きも鋳物メーカーの収益
は厳しい状況が続く可能性が高い。

（5） 建設…前年を上回る
公共工事：7～9月期の公共工事は、前年を上回った
とみられる。手持ち工事量は多く人手の問題から、こ
れ以上増やせないとする業者もあり、繁忙な状況が
続いている。新規工事は選別受注が出来ることもあ
り、全体の工事量は落ち着いており、相応の収益も確
保できている。内容は、河川、橋梁の改修・補修など
の河川関連、公共施設の補修、耐震化の工事が多い。
河川関連は災害対策の点や、土地取得の必要が少
ないため、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きも、建設業者は相応の受注残を確保して

いることから、当面堅調に推移するとみられる。今後、
県内でも2020年の東京オリンピック・パラリンピック
関連のインフラ整備が本格化するとみられ、関連案
件の受注を期待している。また、自然災害が多くなっ
ていることもあり、災害対策や老朽化したインフラの
改修などが期待されている。現状の価格は、品質を
維持する上で適正な水準にあると考えられており、
当面は現状程度で推移する見込み。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年を上回った
とみられる。種別では引き続き建て替え、補修を含
めて病院、介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことなどから、工場やビ
ルのリフォームや耐震化工事に加え、物流関連や商
業、サービス関連も出てきている。大手ゼネコンが
優良工事を多く抱え、県内の工事を請け負わなく
なっている。県内建設業者が高値で請け負うように
なっており、建設業者の収益環境は良い。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。

住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年をやや
下回る推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、一部、駅に近い物件を除き販売がやや不調と
なっている。埼玉県におけるマンション契約率は、こ
のところ60％を切り、概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、在庫リスクが高まり、利幅も小さくなっている。浦
和や大宮など人気の駅に近い物件は高価格にかか
わらず売れているが、物件用の土地が少なくなって
きており、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、
全体的に供給、新規着工とも減少している。　
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。注文住宅、分譲住宅ともに需要は強い。雇用
や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料との
比較で購入する人も多い。マンションと違い、価格面
で顧客の要望と合った物件の供給が続いている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の強い
売り込み姿勢もあり、増加が続いていたが、本年度
に入り減少に転じている。
先行きは、価格が合わないものは売れなくなると

みられる。とくにマンションは建築費が高止まりして
おり価格が高くなっていることから、高価格で売れる
もの以外の供給は手控えられるとみられる。持ち家、
戸建分譲の先行きは現状程度の推移が見込まれる。
一方、貸家は先行き減少が見込まれる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を上回る
百貨店：7～9月期の売上は、前年をやや上回ったと
みられる。7月は前年割れとなったが、8月は前年が
台風などの天候不順の影響で減少した反動もあり
微増となった。食料品や化粧品などの雑貨が堅調
だったほか、催事などの企画への反応が良かった。
9月に入っても婦人服などの秋冬向けの商材が動
いており、売上は前年を上回ったようだ。四半期ごと
にみると、県内百貨店の売上は2015年7～9月期か
ら2017年4～6月期まで減少が続いていたが、7～9
月期は2年ぶりに前年を上回ったとみられる。潮目
が変わった、との指摘もあった。
富裕層やインバウンド（訪日外国人）による消費

が伸びている。富裕層向けには、時計や宝飾品、呉
服などが売れているほか、金工芸品や高級ブランド
品などを集めた上得意客向けの催事への反応も良
かった。富裕層が顧客である外商の売上も堅調だと
いう。県内でも外国人観光客が増えている観光地
では、インバウンド売上が伸びているところがあった。
化粧品などが人気だが、売上に占める割合はまだ
僅かという。
衣料品は復調の兆しがみえるものの、紳士服・婦
人服ともに長期にわたり低迷してきた。専門店や
ネット通販との競争が激しくなっているといった構造
的要因が影響しているとみられる。販売不振への
対策として、衣料品の売場面積を縮小するといった
対応がみられた。
ギフト品の解体セールに人気が集まるなど、ボ

リュームゾーンの中間層の価格志向は依然として
根強く、欲しいもの必要なものだけを買う実需志向
も強い。一方、値は張るが素材にこだわったサラダ
が売れるなど、節約一辺倒ではなく消費にメリハリ
を利かせている。
全体としてみると県内百貨店の売上はやや盛り
上がりに欠けているが、主力の衣料品に動きがある
など持ち直しの兆しもみられる。売上はこれまで減

少傾向が続いていたが、先行きは前年並みで推移
すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられる。品目別にみると、主力の食
料品や衣料品の売上が前年を上回った。7月は猛
暑日が多くセール時期と重なったこともあり、夏物衣
料や飲料・アイスクリームなどが伸びた。8月は気温
が低い日が多かったため、秋物衣料や毛布・布団な
どの住まいの品に動きがあった。
7～9月期は増加したものの販売が低迷する衣料
品では、売り場面積を縮小しテナントを誘致するな
どの動きがある。日用品や食料品の値下げの動きも
でてきており、競合店でも値下げが行われ、価格面
での競争が強まっているようだ。消費者の低価格志
向は根強く、不要不急の買い物を避ける実需志向
もある。顧客1人当たりの買い上げ点数が減ってき
ているという指摘もあった。
一方で、ＳＮＳなどで話題の新商品、健康志向の
商品などにはお金をかけている。価格が高めでも消
費者が価値を認めればよく売れており、低価格志向
一辺倒でもないようだ。
賃金は上昇しているものの、将来不安による生活
防衛意識が根強くあり、買い物姿勢にも慎重さが
残っている。先行きも、こうした状況に大きな変化は
見込まれず、売上は現状と同様に前年をやや上回
る程度で推移すると予想される。

（注2）SDGs
・SDGsとは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の
略称。
・2030年までに政府や企業を含めたあらゆる立場の人々が解決すべき目標とし
て設定
・持続可能な社会の実現を目指し、世界が抱える問題を17の目標と169のター
ゲットに整理。
・17の目標には貧困問題、気候変動や資源エネルギー、都市問題、地域間・国内
格差のほか「働きがい・経済成長」も含まれる。

資料：さいたま市「さいたま市ＣＳＲチャレンジ企業一覧」

●さいたま市ＣＳＲチャレンジ企業一覧（平成29年4月1日現在）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

株式会社リックネットワークス

望月印刷株式会社

株式会社ユーディケー

株式会社ハーベス

日本自動機工株式会社

和光建設株式会社

株式会社第一金属製作所

株式会社デジタルベリー

株式会社渡辺製作所

有限会社氷川工作所

株式会社アイピーオー

株式会社シューピッド

株式会社アグリクラスター

有限会社福祉ネットワークさくら

株式会社ハママツ

株式会社東京チタニウム

株式会社三井開発

株式会社サイホー

株式会社中央測地

株式会社イシクラ

株式会社ハッピースマイル

関東図書株式会社

株式会社ジオファイブ

有限会社さいたま造園

株式会社ケント・コーポレーション

株式会社金久保製作所

株式会社ノースコーポレーション

中央区

中央区

浦和区

浦和区

浦和区

浦和区

西区

浦和区

桜区

南区

中央区

浦和区

中央区

浦和区

西区

岩槻区

見沼区

中央区

南区

岩槻区

西区

南区

緑区

見沼区

浦和区

岩槻区

浦和区

認証
年度 所在地企業名

Ｈ24

Ｈ25

H26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

株式会社マルチメディアシステム

株式会社デサン

ツルゲン情報株式会社

株式会社フォレストファミリー

株式会社サイボウ

株式会社ＩＣＳＴ

株式会社秀飯舎

株式会社泉製作所

株式会社鈴や商事

有限会社二木屋

株式会社Birth&Rebirth

田中産業株式会社

株式会社ワイヱス工業所

合同会社ままのえん

株式会社三幸製作所

三国水材株式会社

第三交通株式会社

北上産業株式会社

ハイシマ工業株式会社

株式会社ＳＰＤアラーム

株式会社和幸製作所

株式会社オープンコミュニティ

株式会社インター・アート・コミッティーズ

株式会社三和

株式会社アップル

株式会社シンエイ

株式会社ビップトップ

見沼区

北区

北区

南区

見沼区

中央区

西区

岩槻区

緑区

中央区

浦和区

中央区

岩槻区

中央区

西区

中央区

岩槻区

岩槻区

西区

浦和区

浦和区

南区

浦和区

南区

大宮区

北区

見沼区

認証
年度 所在地企業名

H26

H27

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

株式会社ニイガタ精密

株式会社松永建設

株式会社フラクタル

有限会社ダンテプロゲット

株式会社チェリービー

株式会社オカモト

株式会社カタヤマ

株式会社タイネツ

株式会社クレス

株式会社木下製餡

塩川設計測量株式会社

株式会社鯉平

株式会社ＫＭＡ

株式会社アイエフラッシュ

ウチヤマ建設株式会社

有限会社プラナエンジニアリング

株式会社北伸

日本電鍍工業株式会社

シゴトラボ合同会社

株式会社アステック

アズサ防災システム株式会社

株式会社アイオプト

株式会社テレワークサービス

株式会社タキザワ製薬

有限会社丸福商事

株式会社優良パルプ

株式会社大クマ工業

岩槻区

岩槻区

大宮区

南区

緑区

桜区

桜区

桜区

見沼区

大宮区

南区

見沼区

浦和区

南区

西区

岩槻区

岩槻区

北区

南区

桜区

見沼区

北区

西区

大宮区

桜区

岩槻区

中央区

認証
年度 所在地企業名

H27

H28
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だが、英語の語源から読み解くと、CSRとは「企業が
従業員・顧客・社会・環境などのステークホルダー 
（の要請）に応える力」を指す。
労働時間や休暇・給与・安全衛生・セクハラ・パワ

ハラなどの労働環境や人事考課・人材育成などの
人事制度に関する適切な対応は、企業経営者の責
任として、従業員の要請に応えるCSR活動である。
こうしたCSR活動により、従業員が肉体的にも精
神的にも安全な環境でその能力を十分に発揮する
ことで、労働生産性を上げることが出来る。
 

今後の企業経営に欠かせないCSR
本来、企業は利益の最大化が主要な目的であり、
社会・地域問題の解決が主な目的ではない。しかし、
近年、過重労働や人権侵害などのブラック企業問題、
不正会計・経理などの企業の不祥事に伴って企業
に対する社会の信頼度が低下している。
一方、先進的な企業の中には、CSRの視点を持っ

て社会問題解決への取り組みに向けてビジネスモ
デルを変革し、新たな市場の開拓等により生産性の
向上や企業価値の向上に結びつける例も出てきて
いる。そうした企業は、社会問題の解決を本業とか
け離れた単なる社会貢献ではなく、新たなビジネス
機会として捉えている。
企業が従来の延長線上のビジネスに固執せず、
CSRという視点を通した社会問題の解決という新
たなビジネストレンドを的確に捉えることで、将来的
に競争力の向上を図ることができる。CSRは、中長
期的な視点に立てば企業経営にとって、必ず意識し
ておくべき無視できない存在になっている。
現在、国際社会において社会問題の解決に取り
組もうとする動きが顕著になっている。2010年に
ISO26000（社会的責任に関するガイダンス）、2017
年にISO20400（持続可能な調達に関するガイド

はじめに
人口減少時代を迎え、生産年齢人口の減少が進

み、労働力不足が現実のものとなり、埼玉県でも経
済活力の低下への懸念がますます大きくなっている。
2017年7月に発表された埼玉県5か年計画（平
成29年度～平成33年度）では、「県民や企業が持
つ能力を伸ばすことにより持続的な成長を実現でき
る社会」を将来像の一つに挙げ、そのための分野別
施策では、中小企業の生産性の向上を目指している。
埼玉県内企業の99％を占める中小企業・小規模
事業者には、埼玉県経済を支える担い手として、こう
した環境変化にしっかりと対応し、生産性を向上さ
せ、持続可能な成長をすることが期待される。
本稿では、埼玉県経済の持続可能な成長を支え

る中小企業にとって、労働生産性や企業価値を高め
るためにCSR経営が有効であることを示すとともに、
中小企業に対するCSR支援に取り組んでいるさい
たま市の制度を紹介し、埼玉
県経済の将来にとって中小
企業のCSRが及ぼす影響に
ついて考えたい。

埼玉県５か年計画に
見る中小企業振興
2017年7月に、埼玉県は、
2017年度からの5年間に取
り組むべき施策の体系を明
らかにした「埼玉県5か年計
画～希望・活躍・うるおいの
埼玉～（平成29年度～平成
33年度）」を策定した。

ライン）が立て続けに発行された。また2015年には
国連総会によってSDGs（注2）（持続可能な開発目標）
が採択された。翌2016年5月には日本政府が全国
務大臣を構成員とするSDGs推進本部を設置し、
SDGsに係る施策の実施について、総合的かつ効
果的な推進の検討を始めている。
こうした社会問題解決に対する動きは、企業の
CSR活動に大きな影響を与えるとともに、さらに、そ
の対象がサプライチェーンに属する企業にも及ぶた
め、中小企業に対しても少なからず影響があること
が予想される。
 

日本にずっと以前から根付いていたCSR
日本には、かなり以前からCSRを意識した商売の
考え方があった。近江商人の「売り手よし」、「買い
手よし」、「世間よし」といういわゆる「三方よし」の
精神である。「世の中に貢献をする」、「倫理的に間
違ったことをやらない」といった考え方は、日本では
江戸時代から根付いていた。
現在は、「モノを売りにくい」時代とも、「モノが作

りにくい」時代とも言われ、中小企業が持続可能な
成長を実現することは容易ではない。しかし、環境の
変化や、それに伴う顧客のさまざまな要請に応え、
しっかりと経営を続けている企業も数多くある。
そうした企業は、経営の根幹にCSRを据えること

で、企業価値を向上させ、長期にわたる持続可能な
発展の基礎を作っている。明確な経営理念を定め、
それに基づき、労務管理など社内体制をしっかりと
固め、従業員が働きやすい職場づくりに努め、顧客・
取引先との関係も良好に保ち、さらは地域や社会全
体に必要とされる配慮が出来る。こうした取り組み
の核心にある考えがCSRである。

CSR経営支援で中小企業の労働生産性を
向上させるさいたま市
さいたま市はCSRを「企業が、自らの経営の社会
的健全性と経済的健全性を両立させるためのキー
概念」と定義した上で、新たな産業振興策のキー
ワードの１つに位置づけ、市内中小企業のCSRへの
取り組み促進を図っている。
中小企業のCSRへの取り組みは結果として、生
産性向上や企業価値向上に繋がる。そして、従業員
や地域等のステークホルダーに対して価値を上げる
ことで企業評価が高まり、持続可能な企業活動が可
能となる。
2012年度から「さいたま市CSRチャレンジ認証
制度」を実施し、2016年度までの5年間で81社を
認証している（2017年度の認証企業は11月に発表
される予定）。
さいたま市CSRチャレンジ認証企業のCSR支援
ニーズを見ると、労務管理の再構築を目指した就業
規則の見直し、生産性向上を狙った作業マニュアル
の作成、中小飲食店では難しいとされる週休2日制
の導入へチャレンジする地場のイタリアンレストラン
など労働環境に関するものが多い。これは、CSRに
取り組んだことで、労務管理の重要性や生産性向上
の必要性に気づいた結果であろう。
さいたま市は、中小企業へのCSR支援を展開す
ることで、活力にあふれ、正しい経営を実践し、地域
社会に末永く必要とされる中小企業が1社でも多く
存続することを願っている。

CSR中核企業の育成を図る
5年間CSRチャレンジ認証制度を継続して見えて

きた課題がある。CSRに取り組む価値の捉え方は認
証企業によって様々であり、CSRを積極的に経営に
取り入れていこうとする企業がある一方、まだまだ
CSRリテラシーが低い企業もあり、その取り組み方
が2極化していることが明らかになった。そこでさい
たま市は全ての認証企業に対し平等に行う支援とは

別に、CSRに本気で取り組む意欲のある企業をとこ
とん引き上げ、CSR認証企業の中核となる企業とし
て育成し、それによって全体を底上げする「CSR中
核企業育成塾」を新たに開始した。本塾は、CSR経
営に積極的にチャレンジする企業に対して、CSR専
門家をチューターとした少数精鋭の勉強会である。
参加企業は、CSRチャレンジ認証企業81社のう

ち、①自社のCSRをもう一段進めたいという意欲の
ある企業、②自社のCSRの現状を知り、CSRの取り
組みを見つめ直したい企業（意欲はあるが、CSRに
行き詰りを感じている企業）である。
自社のCSR推進のための「方法論」を、チュー

ターと一緒に参加企業がワークして深堀する、参加
企業が自ら創ることに重点を置いている。さらに今
後、他都県のCSR経営実践企業との交流も予定し
ている。

こうした取り組みを通して、さいたま市は、CSRを
自ら実践する企業を育成し、さいたま市CSRチャレ
ンジ認証企業のモデル企業をつくり、他の企業への
波及を図ることを狙っている。
　
まとめ
中小企業がCSR経営に取り組むことで、従業員に
対するCSRが見直されて、労働環境が改善し労働
生産性の向上が期待できる。今後、生産年齢人口が
減少する中で、既存の従業員の生産性を上げること
は、埼玉県経済の持続可能な成長を支える一つの
要素となる。
今後、CSR中核企業育成塾に参加した企業が中
心となって、さいたま市内にCSR経営を実践する中
小企業が増え、持続可能な地域としてさいたま市が
ひいては埼玉県が発展することを期待したい。

人口が減少する中でも収益力を維持できるよう、生
産性の向上が課題となっている。
5か年計画では11の宣言に対して、56の分野別
施策を挙げている。そのうち中小企業に関わる施策
は、施策31～施策35の5つである。特に施策32の
「変化に向き合う中小企業・小規模事業者の支援」
では、中小企業の労働生産性の向上に繋がる経営
革新計画の承認件数の増加数を、施策33の「商
業・サービス産業の育成」ではサービス産業の労働
生産性の向上を目指しており、埼玉県では、埼玉県
経済を支える中小企業の育成・支援は労働生産性
の向上がポイントと考えている。

労働生産性の向上とCSR
一方、企業においても日本政府が目指す「働き方
改革」や労働力人口の減少という構造的な問題に
より、「労働生産性の向上」への意識が高まっている。
企業が、働き方改革を進め、働きやすい職場の実
現を目指すことは、企業として生き残るために必要
な取り組みである。
今後、さらに生産年齢人口が減少し、従業員の高
齢化が進む中では、自社の従業員を人的資本と捉
えて、従業員一人ひとりが最大限に活躍できる労働
環境を整備することが必要となる。雇用の拡大や給
与の引き上げなど、優秀な人材の確保や維持などに
資金を投入することにより、従業員の労働生産性及
び企業競争力を向上させることが求められている。
これまで、企業にとってコストと捉えられてきた労
務管理に関する取り組み（従業員等の確保、適切な
労働環境の提供、人材教育等）を、将来の企業価値
を高めるための「投資」として捉え直すことが必要で
ある。さらに、短期的ではなく中長期的な視点で取り
組みを継続することが重要である。
労働生産性の向上の礎となる労務管理に関する

こうした企業の取り組みは、まさに従業員に対する
CSR（注１）活動と言える。
CSRは、企業による社会貢献活動と思われがち

同計画では、埼玉県はこれから人口減少（特に生
産年齢人口の減少）、異次元の高齢化など、今まで
経験したことが無い局面を迎え、これまでの人口増
加を前提に組み立てられた従来のモデルや経験則
は通用しない、参考とすべきモデルのない時代とな
ると予想している。そして、県民や企業に対して、時
代の情勢に則した新たなモデルを自ら考え、従来の
常識や固定観念を打ち破る発想の転換や道を切り
開く行動力を求めている。
その上で、3つの将来像を示し、その実現に向け

て、時代の潮流に積極的に挑む取り組みを「11の宣
言」として位置付けた。そのうち宣言8の「稼ぐ力の
向上」が中小企業に関わる宣言となっている。
生産年齢人口が減少し、労働力不足が顕在化して

いる中で、埼玉県経済の成長や活力を維持するため
には「稼ぐ力」を高めていくことが必要である。埼玉
県内企業の99％を占める中小企業にとって、労働力

わが国経済は、緩やかな回復基調が続いている。
設備投資や生産が持ち直し、個人消費も緩やかに
持ち直している。先行きについても、雇用・所得環境
の改善が続くなか、各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。先行きについても、緩やかな改善が
続くと見込まれる。
聞き取り調査の結果、7～9月期の天気図は、薄日

が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、
鉄鋼、百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きも、引き続き前年の水準を上回って推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向けの電気機械、電子部品・デバイスが好
調。情報通信機器は減少が続いている。先行き
は引き続き堅調な推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きは新型車の投入もあり、前年を上回って推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移すると見込まれる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年を上回った
とみられる。先行きも、引き続き堅調な推移が見
込まれる。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年を上回ったとみ
られる。先行きは、百貨店は前年並み、スーパーは
前年をやや上回る程度で推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。昨年の秋口から上向いてきたコンプ
レッサーは、引き続き好調に推移している。マシニン
グセンタについても、足元でやや減速しているもの
の、比較的底堅い動きをみせている。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
昨年の秋口に大きく落ち込んだ後は、総じてみれば
回復基調にある。
昨年の秋口から盛り返してきた食料品加工機械

は、春先よりは減速しているものの、前年の水準を
上回っている。
昨年、やや低調に推移していた医療用機械器具

も、年明け以降は持ち直している。金型は自動車向
けなどでは動きがみられるものの、総じてみれば弱
含みで推移している。省力化機器向けなどが好調
な歯車は、底堅い動きを続けている。
一般機械の生産は、機械受注の動きが比較的底

電子部品・デバイスについては、中国をはじめと
する海外におけるスマ－トフォン向けなどが好調だっ
た。ただ、スマ－トフォン向け電子部品は数量、価格
ともに変動が大きいため、敬遠するところもあるよう
だ。自動車向けも好調に推移している。自動車向け
は電子部品の種類も多く、自動ブレーキなど安全装
置の普及もあり今後とも期待できる。こうした部品
では、高い安全性、信頼性が求められることから、国
内生産の優位性はしばらく続くと考えられている。
県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを高め
ているところがみられる。
家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなって

いる。このため、家電向け電子部品の生産は、中国、
東南アジア、インドなどの需要に左右されている。こ
うした国ではエアコンなどの普及率の高まりに加え、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内製造部品への需要は強い。エアコンだけでなく、
冷蔵庫や洗濯機などについても同じ傾向がみられる。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップがみられることもあり、県内の生産は低調な
動きが続いている。本年に入り、大手電機メーカー
の携帯電話、スマートフォンなどを生産していた県
内の工場は生産を停止し、これら完成品の県内生
産はなくなっている。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け、自動車向けの電子部品の需要は引き続き好
調を持続すると見込まれる。自動車の電装化や海
外の家電向け製品の高度化、家電や情報機器では
アジア、インドなどでの需要増も期待され、使用され
る電子部品の点数増、単価増が期待される。

（3） 輸送機械…生産は前年を上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年を上回って推移した。前年を上回るのは昨年10
～12月期以降4期連続だが、伸び率は4～6月期に

部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みから前年を上回って推移したとみられ
ることから、自動車部品の生産も増加したようだ。
先行きについても、乗用車の生産は前年を上回り、

トラックの生産は前年並みで推移するとみられるこ
とから、部品メーカーの生産も横ばい圏内から前年
を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかに上回る
昨年の夏頃までは、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足が続いていたことから、鉄
筋コンクリート（RC）造を避ける動きがみられたが、
足元の人手不足感は一服している。現場の作業量
を減らすため、一部ではプレキャスト工法と呼ばれる、
工場で成形済みのコンクリート部材を現場に持ち込
む動きもあり、RC造の着工はやや持ち直している。
7～9月期の棒鋼の生産についても、前年をわずか
ながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きについては、地価の
高騰を受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢が
出始めている。
好調だった病院や介護施設などの医療関連施設

は、伸びがやや鈍化している。マンションについても、
都内で１億円を超えるような高額物件には、引き続
き投資物件としてのニーズがあるものの、実需中心
の郊外型のマンションでは、建設費用の上昇を受け
て、販売価格が高止まりしており、購入を手控える
動きがみられる。マンション販売業者の多くは、発売
戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、一
部では値引きなどの動きも出ているようだ。
原材料のスクラップ価格が上昇している。中国の
輸入は一服しているものの、ベトナムや台湾・インド
ネシアなどの輸入が伸びており、スクラップ価格を

堅いこともあり、先行きも前年の水準を上回って推
移するとみられる。
雇用面では、高齢社員の引退が続く一方、新たな
社員の採用は難しい状況が続いており、人員が不
足している企業が少なくない。

（2） 電気機械…前年を上回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体では前年に
比べ比較的大きな増加となった模様である。四半
期毎の電気機械の生産は、2016年から増加を続
けている。
国内の電気機械は消費者向けのいわゆる家電は
少なく、産業向けが多くなっている。日本のブランド
名で売られているものも、その多くは海外で生産さ
れている。県内に拠点を持つ電機メーカーも消費者
向けの家電から、産業向けの電気機械（装置、シス
テム等）にシフトしている。電子部品・デバイスも国
内の家電向けから、海外向け、産業向けにシフトを
続けている。このため、電気機械の生産は、消費者
の動向より、企業の設備投資やシステム開発、建設
投資などの影響を大きく受けるようになっている。
産業向けの電気機械は、景気や設備投資の持ち
直しに加え、企業の情報システムの高度化や大型
化、好調な建設需要などもあり、各種機器、装置に
係る制御装置や変換装置、計器類などをはじめとし
て全体に好調に推移した。

比べ鈍化した。登録車（普通＋小型乗用車）、軽自
動車ともに前年を上回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、1～3月期が前年比▲9.5％と前年を下回った
が、4～6月期は同＋3.4％と増加に転じた。新型車
の販売が好調なため、県内の生産も増加している。
7月の鉱工業生産指数は同▲1.5％と前年を下

回ったが、7～9月全体では前年を上回った模様だ。
足元の県内完成車メーカーの登録車の販売台数は
新型車効果もあり増加しており、これを反映し県内
生産も増加しているとみられる。
先行きについては、マイナーチェンジを含め新型
車の投入が予定されており、販売増が続くとみられ、
県内生産は前年を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。国内向けの生産は増加したが、
海外向けが減少しているとみられる。国内向けは、
インターネット通販の拡大などで物流向けの販売増
が続いているほか、首都圏の再開発や東京オリン
ピック・パラリンピックに向けた建設需要もあり堅調
に推移している。9月の排ガス規制強化前の駆け込
み購入もあったようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きについても、国内向けは堅調が続くと予想さ
れ、生産は前年並みで推移するとみられる。

押し上げている。電気料金は落ち着いているものの、
スクラップのみならず、電極などの副資材価格も上
昇しており、製品価格とのスプレッド縮小に伴って、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の施設整備案件なども徐々
に本格化している。10～12月期の鉄鋼の生産につ
いては、緩やかながらも前年を上回る程度の水準で
推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管については、やや弱
めに推移しているものの、工作機械向けが、比較的
底堅い動きになっている。低調に推移していた鋳物
の生産は、足元で徐々に持ち直している。
10～12月期についても、引き続き鋳物の生産は
前年を上回って推移する見込みである。
足元の収益は非常に厳しい。年初に銑鉄の価格

引き上げがあった後、足元ではスクラップの値上が
りが続いており、副資材の価格上昇もあって、企業

の負担は増している。価格改訂の交渉を進める企
業もみられるが、スクラップや銑鉄の一段の値上が
りもありうることから、先行きも鋳物メーカーの収益
は厳しい状況が続く可能性が高い。

（5） 建設…前年を上回る
公共工事：7～9月期の公共工事は、前年を上回った
とみられる。手持ち工事量は多く人手の問題から、こ
れ以上増やせないとする業者もあり、繁忙な状況が
続いている。新規工事は選別受注が出来ることもあ
り、全体の工事量は落ち着いており、相応の収益も確
保できている。内容は、河川、橋梁の改修・補修など
の河川関連、公共施設の補修、耐震化の工事が多い。
河川関連は災害対策の点や、土地取得の必要が少
ないため、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きも、建設業者は相応の受注残を確保して

いることから、当面堅調に推移するとみられる。今後、
県内でも2020年の東京オリンピック・パラリンピック
関連のインフラ整備が本格化するとみられ、関連案
件の受注を期待している。また、自然災害が多くなっ
ていることもあり、災害対策や老朽化したインフラの
改修などが期待されている。現状の価格は、品質を
維持する上で適正な水準にあると考えられており、
当面は現状程度で推移する見込み。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年を上回った
とみられる。種別では引き続き建て替え、補修を含
めて病院、介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことなどから、工場やビ
ルのリフォームや耐震化工事に加え、物流関連や商
業、サービス関連も出てきている。大手ゼネコンが
優良工事を多く抱え、県内の工事を請け負わなく
なっている。県内建設業者が高値で請け負うように
なっており、建設業者の収益環境は良い。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。

住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年をやや
下回る推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、一部、駅に近い物件を除き販売がやや不調と
なっている。埼玉県におけるマンション契約率は、こ
のところ60％を切り、概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、在庫リスクが高まり、利幅も小さくなっている。浦
和や大宮など人気の駅に近い物件は高価格にかか
わらず売れているが、物件用の土地が少なくなって
きており、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、
全体的に供給、新規着工とも減少している。　
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。注文住宅、分譲住宅ともに需要は強い。雇用
や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料との
比較で購入する人も多い。マンションと違い、価格面
で顧客の要望と合った物件の供給が続いている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の強い
売り込み姿勢もあり、増加が続いていたが、本年度
に入り減少に転じている。
先行きは、価格が合わないものは売れなくなると

みられる。とくにマンションは建築費が高止まりして
おり価格が高くなっていることから、高価格で売れる
もの以外の供給は手控えられるとみられる。持ち家、
戸建分譲の先行きは現状程度の推移が見込まれる。
一方、貸家は先行き減少が見込まれる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を上回る
百貨店：7～9月期の売上は、前年をやや上回ったと
みられる。7月は前年割れとなったが、8月は前年が
台風などの天候不順の影響で減少した反動もあり
微増となった。食料品や化粧品などの雑貨が堅調
だったほか、催事などの企画への反応が良かった。
9月に入っても婦人服などの秋冬向けの商材が動
いており、売上は前年を上回ったようだ。四半期ごと
にみると、県内百貨店の売上は2015年7～9月期か
ら2017年4～6月期まで減少が続いていたが、7～9
月期は2年ぶりに前年を上回ったとみられる。潮目
が変わった、との指摘もあった。
富裕層やインバウンド（訪日外国人）による消費

が伸びている。富裕層向けには、時計や宝飾品、呉
服などが売れているほか、金工芸品や高級ブランド
品などを集めた上得意客向けの催事への反応も良
かった。富裕層が顧客である外商の売上も堅調だと
いう。県内でも外国人観光客が増えている観光地
では、インバウンド売上が伸びているところがあった。
化粧品などが人気だが、売上に占める割合はまだ
僅かという。
衣料品は復調の兆しがみえるものの、紳士服・婦
人服ともに長期にわたり低迷してきた。専門店や
ネット通販との競争が激しくなっているといった構造
的要因が影響しているとみられる。販売不振への
対策として、衣料品の売場面積を縮小するといった
対応がみられた。
ギフト品の解体セールに人気が集まるなど、ボ

リュームゾーンの中間層の価格志向は依然として
根強く、欲しいもの必要なものだけを買う実需志向
も強い。一方、値は張るが素材にこだわったサラダ
が売れるなど、節約一辺倒ではなく消費にメリハリ
を利かせている。
全体としてみると県内百貨店の売上はやや盛り
上がりに欠けているが、主力の衣料品に動きがある
など持ち直しの兆しもみられる。売上はこれまで減

少傾向が続いていたが、先行きは前年並みで推移
すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられる。品目別にみると、主力の食
料品や衣料品の売上が前年を上回った。7月は猛
暑日が多くセール時期と重なったこともあり、夏物衣
料や飲料・アイスクリームなどが伸びた。8月は気温
が低い日が多かったため、秋物衣料や毛布・布団な
どの住まいの品に動きがあった。
7～9月期は増加したものの販売が低迷する衣料
品では、売り場面積を縮小しテナントを誘致するな
どの動きがある。日用品や食料品の値下げの動きも
でてきており、競合店でも値下げが行われ、価格面
での競争が強まっているようだ。消費者の低価格志
向は根強く、不要不急の買い物を避ける実需志向
もある。顧客1人当たりの買い上げ点数が減ってき
ているという指摘もあった。
一方で、ＳＮＳなどで話題の新商品、健康志向の
商品などにはお金をかけている。価格が高めでも消
費者が価値を認めればよく売れており、低価格志向
一辺倒でもないようだ。
賃金は上昇しているものの、将来不安による生活
防衛意識が根強くあり、買い物姿勢にも慎重さが
残っている。先行きも、こうした状況に大きな変化は
見込まれず、売上は現状と同様に前年をやや上回
る程度で推移すると予想される。

（注2）SDGs
・SDGsとは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の
略称。
・2030年までに政府や企業を含めたあらゆる立場の人々が解決すべき目標とし
て設定
・持続可能な社会の実現を目指し、世界が抱える問題を17の目標と169のター
ゲットに整理。
・17の目標には貧困問題、気候変動や資源エネルギー、都市問題、地域間・国内
格差のほか「働きがい・経済成長」も含まれる。

資料：さいたま市「さいたま市ＣＳＲチャレンジ企業一覧」

●さいたま市ＣＳＲチャレンジ企業一覧（平成29年4月1日現在）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

株式会社リックネットワークス

望月印刷株式会社

株式会社ユーディケー

株式会社ハーベス

日本自動機工株式会社

和光建設株式会社

株式会社第一金属製作所

株式会社デジタルベリー

株式会社渡辺製作所

有限会社氷川工作所

株式会社アイピーオー

株式会社シューピッド

株式会社アグリクラスター

有限会社福祉ネットワークさくら

株式会社ハママツ

株式会社東京チタニウム

株式会社三井開発

株式会社サイホー

株式会社中央測地

株式会社イシクラ

株式会社ハッピースマイル

関東図書株式会社

株式会社ジオファイブ

有限会社さいたま造園

株式会社ケント・コーポレーション

株式会社金久保製作所

株式会社ノースコーポレーション

中央区

中央区

浦和区

浦和区

浦和区

浦和区

西区

浦和区

桜区

南区

中央区

浦和区

中央区

浦和区

西区

岩槻区

見沼区

中央区

南区

岩槻区

西区

南区

緑区

見沼区

浦和区

岩槻区

浦和区

認証
年度 所在地企業名

Ｈ24

Ｈ25

H26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

株式会社マルチメディアシステム

株式会社デサン

ツルゲン情報株式会社

株式会社フォレストファミリー

株式会社サイボウ

株式会社ＩＣＳＴ

株式会社秀飯舎

株式会社泉製作所

株式会社鈴や商事

有限会社二木屋

株式会社Birth&Rebirth

田中産業株式会社

株式会社ワイヱス工業所

合同会社ままのえん

株式会社三幸製作所

三国水材株式会社

第三交通株式会社

北上産業株式会社

ハイシマ工業株式会社

株式会社ＳＰＤアラーム

株式会社和幸製作所

株式会社オープンコミュニティ

株式会社インター・アート・コミッティーズ

株式会社三和

株式会社アップル

株式会社シンエイ

株式会社ビップトップ

見沼区

北区

北区

南区

見沼区

中央区

西区

岩槻区

緑区

中央区

浦和区

中央区

岩槻区

中央区

西区

中央区

岩槻区

岩槻区

西区

浦和区

浦和区

南区

浦和区

南区

大宮区

北区

見沼区

認証
年度 所在地企業名

H26

H27

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

株式会社ニイガタ精密

株式会社松永建設

株式会社フラクタル

有限会社ダンテプロゲット

株式会社チェリービー

株式会社オカモト

株式会社カタヤマ

株式会社タイネツ

株式会社クレス

株式会社木下製餡

塩川設計測量株式会社

株式会社鯉平

株式会社ＫＭＡ

株式会社アイエフラッシュ

ウチヤマ建設株式会社

有限会社プラナエンジニアリング

株式会社北伸

日本電鍍工業株式会社

シゴトラボ合同会社

株式会社アステック

アズサ防災システム株式会社

株式会社アイオプト

株式会社テレワークサービス

株式会社タキザワ製薬

有限会社丸福商事

株式会社優良パルプ

株式会社大クマ工業

岩槻区

岩槻区

大宮区

南区

緑区

桜区

桜区

桜区

見沼区

大宮区

南区

見沼区

浦和区

南区

西区

岩槻区

岩槻区

北区

南区

桜区

見沼区

北区

西区

大宮区

桜区

岩槻区

中央区

認証
年度 所在地企業名

H27

H28
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調査

Research
埼玉県における産業動向と見通し
生産は緩やかに持ち直しており、先行きも持ち直しの動きが続くとみられる

わが国経済は、緩やかな回復基調が続いている。
設備投資や生産が持ち直し、個人消費も緩やかに
持ち直している。先行きについても、雇用・所得環境
の改善が続くなか、各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。先行きについても、緩やかな改善が
続くと見込まれる。
聞き取り調査の結果、7～9月期の天気図は、薄日

が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、
鉄鋼、百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きも、引き続き前年の水準を上回って推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向けの電気機械、電子部品・デバイスが好
調。情報通信機器は減少が続いている。先行き
は引き続き堅調な推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きは新型車の投入もあり、前年を上回って推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移すると見込まれる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年を上回った
とみられる。先行きも、引き続き堅調な推移が見
込まれる。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年を上回ったとみ
られる。先行きは、百貨店は前年並み、スーパーは
前年をやや上回る程度で推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。昨年の秋口から上向いてきたコンプ
レッサーは、引き続き好調に推移している。マシニン
グセンタについても、足元でやや減速しているもの
の、比較的底堅い動きをみせている。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
昨年の秋口に大きく落ち込んだ後は、総じてみれば
回復基調にある。
昨年の秋口から盛り返してきた食料品加工機械

は、春先よりは減速しているものの、前年の水準を
上回っている。
昨年、やや低調に推移していた医療用機械器具

も、年明け以降は持ち直している。金型は自動車向
けなどでは動きがみられるものの、総じてみれば弱
含みで推移している。省力化機器向けなどが好調
な歯車は、底堅い動きを続けている。
一般機械の生産は、機械受注の動きが比較的底

概況 主要産業の動向

電子部品・デバイスについては、中国をはじめと
する海外におけるスマ－トフォン向けなどが好調だっ
た。ただ、スマ－トフォン向け電子部品は数量、価格
ともに変動が大きいため、敬遠するところもあるよう
だ。自動車向けも好調に推移している。自動車向け
は電子部品の種類も多く、自動ブレーキなど安全装
置の普及もあり今後とも期待できる。こうした部品
では、高い安全性、信頼性が求められることから、国
内生産の優位性はしばらく続くと考えられている。
県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを高め
ているところがみられる。
家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなって

いる。このため、家電向け電子部品の生産は、中国、
東南アジア、インドなどの需要に左右されている。こ
うした国ではエアコンなどの普及率の高まりに加え、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内製造部品への需要は強い。エアコンだけでなく、
冷蔵庫や洗濯機などについても同じ傾向がみられる。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップがみられることもあり、県内の生産は低調な
動きが続いている。本年に入り、大手電機メーカー
の携帯電話、スマートフォンなどを生産していた県
内の工場は生産を停止し、これら完成品の県内生
産はなくなっている。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け、自動車向けの電子部品の需要は引き続き好
調を持続すると見込まれる。自動車の電装化や海
外の家電向け製品の高度化、家電や情報機器では
アジア、インドなどでの需要増も期待され、使用され
る電子部品の点数増、単価増が期待される。

（3） 輸送機械…生産は前年を上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年を上回って推移した。前年を上回るのは昨年10
～12月期以降4期連続だが、伸び率は4～6月期に

部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みから前年を上回って推移したとみられ
ることから、自動車部品の生産も増加したようだ。
先行きについても、乗用車の生産は前年を上回り、

トラックの生産は前年並みで推移するとみられるこ
とから、部品メーカーの生産も横ばい圏内から前年
を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかに上回る
昨年の夏頃までは、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足が続いていたことから、鉄
筋コンクリート（RC）造を避ける動きがみられたが、
足元の人手不足感は一服している。現場の作業量
を減らすため、一部ではプレキャスト工法と呼ばれる、
工場で成形済みのコンクリート部材を現場に持ち込
む動きもあり、RC造の着工はやや持ち直している。
7～9月期の棒鋼の生産についても、前年をわずか
ながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きについては、地価の
高騰を受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢が
出始めている。
好調だった病院や介護施設などの医療関連施設

は、伸びがやや鈍化している。マンションについても、
都内で１億円を超えるような高額物件には、引き続
き投資物件としてのニーズがあるものの、実需中心
の郊外型のマンションでは、建設費用の上昇を受け
て、販売価格が高止まりしており、購入を手控える
動きがみられる。マンション販売業者の多くは、発売
戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、一
部では値引きなどの動きも出ているようだ。
原材料のスクラップ価格が上昇している。中国の
輸入は一服しているものの、ベトナムや台湾・インド
ネシアなどの輸入が伸びており、スクラップ価格を

堅いこともあり、先行きも前年の水準を上回って推
移するとみられる。
雇用面では、高齢社員の引退が続く一方、新たな
社員の採用は難しい状況が続いており、人員が不
足している企業が少なくない。

（2） 電気機械…前年を上回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体では前年に
比べ比較的大きな増加となった模様である。四半
期毎の電気機械の生産は、2016年から増加を続
けている。
国内の電気機械は消費者向けのいわゆる家電は
少なく、産業向けが多くなっている。日本のブランド
名で売られているものも、その多くは海外で生産さ
れている。県内に拠点を持つ電機メーカーも消費者
向けの家電から、産業向けの電気機械（装置、シス
テム等）にシフトしている。電子部品・デバイスも国
内の家電向けから、海外向け、産業向けにシフトを
続けている。このため、電気機械の生産は、消費者
の動向より、企業の設備投資やシステム開発、建設
投資などの影響を大きく受けるようになっている。
産業向けの電気機械は、景気や設備投資の持ち
直しに加え、企業の情報システムの高度化や大型
化、好調な建設需要などもあり、各種機器、装置に
係る制御装置や変換装置、計器類などをはじめとし
て全体に好調に推移した。

比べ鈍化した。登録車（普通＋小型乗用車）、軽自
動車ともに前年を上回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、1～3月期が前年比▲9.5％と前年を下回った
が、4～6月期は同＋3.4％と増加に転じた。新型車
の販売が好調なため、県内の生産も増加している。
7月の鉱工業生産指数は同▲1.5％と前年を下

回ったが、7～9月全体では前年を上回った模様だ。
足元の県内完成車メーカーの登録車の販売台数は
新型車効果もあり増加しており、これを反映し県内
生産も増加しているとみられる。
先行きについては、マイナーチェンジを含め新型
車の投入が予定されており、販売増が続くとみられ、
県内生産は前年を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。国内向けの生産は増加したが、
海外向けが減少しているとみられる。国内向けは、
インターネット通販の拡大などで物流向けの販売増
が続いているほか、首都圏の再開発や東京オリン
ピック・パラリンピックに向けた建設需要もあり堅調
に推移している。9月の排ガス規制強化前の駆け込
み購入もあったようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きについても、国内向けは堅調が続くと予想さ
れ、生産は前年並みで推移するとみられる。

押し上げている。電気料金は落ち着いているものの、
スクラップのみならず、電極などの副資材価格も上
昇しており、製品価格とのスプレッド縮小に伴って、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の施設整備案件なども徐々
に本格化している。10～12月期の鉄鋼の生産につ
いては、緩やかながらも前年を上回る程度の水準で
推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管については、やや弱
めに推移しているものの、工作機械向けが、比較的
底堅い動きになっている。低調に推移していた鋳物
の生産は、足元で徐々に持ち直している。
10～12月期についても、引き続き鋳物の生産は
前年を上回って推移する見込みである。
足元の収益は非常に厳しい。年初に銑鉄の価格

引き上げがあった後、足元ではスクラップの値上が
りが続いており、副資材の価格上昇もあって、企業

の負担は増している。価格改訂の交渉を進める企
業もみられるが、スクラップや銑鉄の一段の値上が
りもありうることから、先行きも鋳物メーカーの収益
は厳しい状況が続く可能性が高い。

（5） 建設…前年を上回る
公共工事：7～9月期の公共工事は、前年を上回った
とみられる。手持ち工事量は多く人手の問題から、こ
れ以上増やせないとする業者もあり、繁忙な状況が
続いている。新規工事は選別受注が出来ることもあ
り、全体の工事量は落ち着いており、相応の収益も確
保できている。内容は、河川、橋梁の改修・補修など
の河川関連、公共施設の補修、耐震化の工事が多い。
河川関連は災害対策の点や、土地取得の必要が少
ないため、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きも、建設業者は相応の受注残を確保して

いることから、当面堅調に推移するとみられる。今後、
県内でも2020年の東京オリンピック・パラリンピック
関連のインフラ整備が本格化するとみられ、関連案
件の受注を期待している。また、自然災害が多くなっ
ていることもあり、災害対策や老朽化したインフラの
改修などが期待されている。現状の価格は、品質を
維持する上で適正な水準にあると考えられており、
当面は現状程度で推移する見込み。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年を上回った
とみられる。種別では引き続き建て替え、補修を含
めて病院、介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことなどから、工場やビ
ルのリフォームや耐震化工事に加え、物流関連や商
業、サービス関連も出てきている。大手ゼネコンが
優良工事を多く抱え、県内の工事を請け負わなく
なっている。県内建設業者が高値で請け負うように
なっており、建設業者の収益環境は良い。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。

住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年をやや
下回る推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、一部、駅に近い物件を除き販売がやや不調と
なっている。埼玉県におけるマンション契約率は、こ
のところ60％を切り、概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、在庫リスクが高まり、利幅も小さくなっている。浦
和や大宮など人気の駅に近い物件は高価格にかか
わらず売れているが、物件用の土地が少なくなって
きており、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、
全体的に供給、新規着工とも減少している。　
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。注文住宅、分譲住宅ともに需要は強い。雇用
や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料との
比較で購入する人も多い。マンションと違い、価格面
で顧客の要望と合った物件の供給が続いている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の強い
売り込み姿勢もあり、増加が続いていたが、本年度
に入り減少に転じている。
先行きは、価格が合わないものは売れなくなると

みられる。とくにマンションは建築費が高止まりして
おり価格が高くなっていることから、高価格で売れる
もの以外の供給は手控えられるとみられる。持ち家、
戸建分譲の先行きは現状程度の推移が見込まれる。
一方、貸家は先行き減少が見込まれる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を上回る
百貨店：7～9月期の売上は、前年をやや上回ったと
みられる。7月は前年割れとなったが、8月は前年が
台風などの天候不順の影響で減少した反動もあり
微増となった。食料品や化粧品などの雑貨が堅調
だったほか、催事などの企画への反応が良かった。
9月に入っても婦人服などの秋冬向けの商材が動
いており、売上は前年を上回ったようだ。四半期ごと
にみると、県内百貨店の売上は2015年7～9月期か
ら2017年4～6月期まで減少が続いていたが、7～9
月期は2年ぶりに前年を上回ったとみられる。潮目
が変わった、との指摘もあった。
富裕層やインバウンド（訪日外国人）による消費

が伸びている。富裕層向けには、時計や宝飾品、呉
服などが売れているほか、金工芸品や高級ブランド
品などを集めた上得意客向けの催事への反応も良
かった。富裕層が顧客である外商の売上も堅調だと
いう。県内でも外国人観光客が増えている観光地
では、インバウンド売上が伸びているところがあった。
化粧品などが人気だが、売上に占める割合はまだ
僅かという。
衣料品は復調の兆しがみえるものの、紳士服・婦
人服ともに長期にわたり低迷してきた。専門店や
ネット通販との競争が激しくなっているといった構造
的要因が影響しているとみられる。販売不振への
対策として、衣料品の売場面積を縮小するといった
対応がみられた。
ギフト品の解体セールに人気が集まるなど、ボ

リュームゾーンの中間層の価格志向は依然として
根強く、欲しいもの必要なものだけを買う実需志向
も強い。一方、値は張るが素材にこだわったサラダ
が売れるなど、節約一辺倒ではなく消費にメリハリ
を利かせている。
全体としてみると県内百貨店の売上はやや盛り
上がりに欠けているが、主力の衣料品に動きがある
など持ち直しの兆しもみられる。売上はこれまで減

少傾向が続いていたが、先行きは前年並みで推移
すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられる。品目別にみると、主力の食
料品や衣料品の売上が前年を上回った。7月は猛
暑日が多くセール時期と重なったこともあり、夏物衣
料や飲料・アイスクリームなどが伸びた。8月は気温
が低い日が多かったため、秋物衣料や毛布・布団な
どの住まいの品に動きがあった。
7～9月期は増加したものの販売が低迷する衣料
品では、売り場面積を縮小しテナントを誘致するな
どの動きがある。日用品や食料品の値下げの動きも
でてきており、競合店でも値下げが行われ、価格面
での競争が強まっているようだ。消費者の低価格志
向は根強く、不要不急の買い物を避ける実需志向
もある。顧客1人当たりの買い上げ点数が減ってき
ているという指摘もあった。
一方で、ＳＮＳなどで話題の新商品、健康志向の
商品などにはお金をかけている。価格が高めでも消
費者が価値を認めればよく売れており、低価格志向
一辺倒でもないようだ。
賃金は上昇しているものの、将来不安による生活
防衛意識が根強くあり、買い物姿勢にも慎重さが
残っている。先行きも、こうした状況に大きな変化は
見込まれず、売上は現状と同様に前年をやや上回
る程度で推移すると予想される。

●鉱工業生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

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

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
（注）一般機械＝はん用機械＋生産用機械＋業務用機械
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●電気機械全体の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
(注)電気機械全体＝電子部品・デバイス＋電気機械＋情報通信機械
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調査

Research
埼玉県における産業動向と見通し
生産は緩やかに持ち直しており、先行きも持ち直しの動きが続くとみられる

わが国経済は、緩やかな回復基調が続いている。
設備投資や生産が持ち直し、個人消費も緩やかに
持ち直している。先行きについても、雇用・所得環境
の改善が続くなか、各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。先行きについても、緩やかな改善が
続くと見込まれる。
聞き取り調査の結果、7～9月期の天気図は、薄日

が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、
鉄鋼、百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きも、引き続き前年の水準を上回って推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向けの電気機械、電子部品・デバイスが好
調。情報通信機器は減少が続いている。先行き
は引き続き堅調な推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きは新型車の投入もあり、前年を上回って推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移すると見込まれる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年を上回った
とみられる。先行きも、引き続き堅調な推移が見
込まれる。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年を上回ったとみ
られる。先行きは、百貨店は前年並み、スーパーは
前年をやや上回る程度で推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。昨年の秋口から上向いてきたコンプ
レッサーは、引き続き好調に推移している。マシニン
グセンタについても、足元でやや減速しているもの
の、比較的底堅い動きをみせている。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
昨年の秋口に大きく落ち込んだ後は、総じてみれば
回復基調にある。
昨年の秋口から盛り返してきた食料品加工機械

は、春先よりは減速しているものの、前年の水準を
上回っている。
昨年、やや低調に推移していた医療用機械器具

も、年明け以降は持ち直している。金型は自動車向
けなどでは動きがみられるものの、総じてみれば弱
含みで推移している。省力化機器向けなどが好調
な歯車は、底堅い動きを続けている。
一般機械の生産は、機械受注の動きが比較的底

概況 主要産業の動向

電子部品・デバイスについては、中国をはじめと
する海外におけるスマ－トフォン向けなどが好調だっ
た。ただ、スマ－トフォン向け電子部品は数量、価格
ともに変動が大きいため、敬遠するところもあるよう
だ。自動車向けも好調に推移している。自動車向け
は電子部品の種類も多く、自動ブレーキなど安全装
置の普及もあり今後とも期待できる。こうした部品
では、高い安全性、信頼性が求められることから、国
内生産の優位性はしばらく続くと考えられている。
県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを高め
ているところがみられる。
家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなって

いる。このため、家電向け電子部品の生産は、中国、
東南アジア、インドなどの需要に左右されている。こ
うした国ではエアコンなどの普及率の高まりに加え、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内製造部品への需要は強い。エアコンだけでなく、
冷蔵庫や洗濯機などについても同じ傾向がみられる。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップがみられることもあり、県内の生産は低調な
動きが続いている。本年に入り、大手電機メーカー
の携帯電話、スマートフォンなどを生産していた県
内の工場は生産を停止し、これら完成品の県内生
産はなくなっている。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け、自動車向けの電子部品の需要は引き続き好
調を持続すると見込まれる。自動車の電装化や海
外の家電向け製品の高度化、家電や情報機器では
アジア、インドなどでの需要増も期待され、使用され
る電子部品の点数増、単価増が期待される。

（3） 輸送機械…生産は前年を上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年を上回って推移した。前年を上回るのは昨年10
～12月期以降4期連続だが、伸び率は4～6月期に

部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みから前年を上回って推移したとみられ
ることから、自動車部品の生産も増加したようだ。
先行きについても、乗用車の生産は前年を上回り、

トラックの生産は前年並みで推移するとみられるこ
とから、部品メーカーの生産も横ばい圏内から前年
を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかに上回る
昨年の夏頃までは、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足が続いていたことから、鉄
筋コンクリート（RC）造を避ける動きがみられたが、
足元の人手不足感は一服している。現場の作業量
を減らすため、一部ではプレキャスト工法と呼ばれる、
工場で成形済みのコンクリート部材を現場に持ち込
む動きもあり、RC造の着工はやや持ち直している。
7～9月期の棒鋼の生産についても、前年をわずか
ながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きについては、地価の
高騰を受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢が
出始めている。
好調だった病院や介護施設などの医療関連施設

は、伸びがやや鈍化している。マンションについても、
都内で１億円を超えるような高額物件には、引き続
き投資物件としてのニーズがあるものの、実需中心
の郊外型のマンションでは、建設費用の上昇を受け
て、販売価格が高止まりしており、購入を手控える
動きがみられる。マンション販売業者の多くは、発売
戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、一
部では値引きなどの動きも出ているようだ。
原材料のスクラップ価格が上昇している。中国の
輸入は一服しているものの、ベトナムや台湾・インド
ネシアなどの輸入が伸びており、スクラップ価格を

堅いこともあり、先行きも前年の水準を上回って推
移するとみられる。
雇用面では、高齢社員の引退が続く一方、新たな
社員の採用は難しい状況が続いており、人員が不
足している企業が少なくない。

（2） 電気機械…前年を上回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体では前年に
比べ比較的大きな増加となった模様である。四半
期毎の電気機械の生産は、2016年から増加を続
けている。
国内の電気機械は消費者向けのいわゆる家電は
少なく、産業向けが多くなっている。日本のブランド
名で売られているものも、その多くは海外で生産さ
れている。県内に拠点を持つ電機メーカーも消費者
向けの家電から、産業向けの電気機械（装置、シス
テム等）にシフトしている。電子部品・デバイスも国
内の家電向けから、海外向け、産業向けにシフトを
続けている。このため、電気機械の生産は、消費者
の動向より、企業の設備投資やシステム開発、建設
投資などの影響を大きく受けるようになっている。
産業向けの電気機械は、景気や設備投資の持ち
直しに加え、企業の情報システムの高度化や大型
化、好調な建設需要などもあり、各種機器、装置に
係る制御装置や変換装置、計器類などをはじめとし
て全体に好調に推移した。

比べ鈍化した。登録車（普通＋小型乗用車）、軽自
動車ともに前年を上回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、1～3月期が前年比▲9.5％と前年を下回った
が、4～6月期は同＋3.4％と増加に転じた。新型車
の販売が好調なため、県内の生産も増加している。
7月の鉱工業生産指数は同▲1.5％と前年を下

回ったが、7～9月全体では前年を上回った模様だ。
足元の県内完成車メーカーの登録車の販売台数は
新型車効果もあり増加しており、これを反映し県内
生産も増加しているとみられる。
先行きについては、マイナーチェンジを含め新型
車の投入が予定されており、販売増が続くとみられ、
県内生産は前年を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。国内向けの生産は増加したが、
海外向けが減少しているとみられる。国内向けは、
インターネット通販の拡大などで物流向けの販売増
が続いているほか、首都圏の再開発や東京オリン
ピック・パラリンピックに向けた建設需要もあり堅調
に推移している。9月の排ガス規制強化前の駆け込
み購入もあったようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きについても、国内向けは堅調が続くと予想さ
れ、生産は前年並みで推移するとみられる。

押し上げている。電気料金は落ち着いているものの、
スクラップのみならず、電極などの副資材価格も上
昇しており、製品価格とのスプレッド縮小に伴って、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の施設整備案件なども徐々
に本格化している。10～12月期の鉄鋼の生産につ
いては、緩やかながらも前年を上回る程度の水準で
推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管については、やや弱
めに推移しているものの、工作機械向けが、比較的
底堅い動きになっている。低調に推移していた鋳物
の生産は、足元で徐々に持ち直している。
10～12月期についても、引き続き鋳物の生産は
前年を上回って推移する見込みである。
足元の収益は非常に厳しい。年初に銑鉄の価格

引き上げがあった後、足元ではスクラップの値上が
りが続いており、副資材の価格上昇もあって、企業

の負担は増している。価格改訂の交渉を進める企
業もみられるが、スクラップや銑鉄の一段の値上が
りもありうることから、先行きも鋳物メーカーの収益
は厳しい状況が続く可能性が高い。

（5） 建設…前年を上回る
公共工事：7～9月期の公共工事は、前年を上回った
とみられる。手持ち工事量は多く人手の問題から、こ
れ以上増やせないとする業者もあり、繁忙な状況が
続いている。新規工事は選別受注が出来ることもあ
り、全体の工事量は落ち着いており、相応の収益も確
保できている。内容は、河川、橋梁の改修・補修など
の河川関連、公共施設の補修、耐震化の工事が多い。
河川関連は災害対策の点や、土地取得の必要が少
ないため、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きも、建設業者は相応の受注残を確保して

いることから、当面堅調に推移するとみられる。今後、
県内でも2020年の東京オリンピック・パラリンピック
関連のインフラ整備が本格化するとみられ、関連案
件の受注を期待している。また、自然災害が多くなっ
ていることもあり、災害対策や老朽化したインフラの
改修などが期待されている。現状の価格は、品質を
維持する上で適正な水準にあると考えられており、
当面は現状程度で推移する見込み。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年を上回った
とみられる。種別では引き続き建て替え、補修を含
めて病院、介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことなどから、工場やビ
ルのリフォームや耐震化工事に加え、物流関連や商
業、サービス関連も出てきている。大手ゼネコンが
優良工事を多く抱え、県内の工事を請け負わなく
なっている。県内建設業者が高値で請け負うように
なっており、建設業者の収益環境は良い。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。

住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年をやや
下回る推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、一部、駅に近い物件を除き販売がやや不調と
なっている。埼玉県におけるマンション契約率は、こ
のところ60％を切り、概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、在庫リスクが高まり、利幅も小さくなっている。浦
和や大宮など人気の駅に近い物件は高価格にかか
わらず売れているが、物件用の土地が少なくなって
きており、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、
全体的に供給、新規着工とも減少している。　
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。注文住宅、分譲住宅ともに需要は強い。雇用
や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料との
比較で購入する人も多い。マンションと違い、価格面
で顧客の要望と合った物件の供給が続いている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の強い
売り込み姿勢もあり、増加が続いていたが、本年度
に入り減少に転じている。
先行きは、価格が合わないものは売れなくなると

みられる。とくにマンションは建築費が高止まりして
おり価格が高くなっていることから、高価格で売れる
もの以外の供給は手控えられるとみられる。持ち家、
戸建分譲の先行きは現状程度の推移が見込まれる。
一方、貸家は先行き減少が見込まれる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を上回る
百貨店：7～9月期の売上は、前年をやや上回ったと
みられる。7月は前年割れとなったが、8月は前年が
台風などの天候不順の影響で減少した反動もあり
微増となった。食料品や化粧品などの雑貨が堅調
だったほか、催事などの企画への反応が良かった。
9月に入っても婦人服などの秋冬向けの商材が動
いており、売上は前年を上回ったようだ。四半期ごと
にみると、県内百貨店の売上は2015年7～9月期か
ら2017年4～6月期まで減少が続いていたが、7～9
月期は2年ぶりに前年を上回ったとみられる。潮目
が変わった、との指摘もあった。
富裕層やインバウンド（訪日外国人）による消費

が伸びている。富裕層向けには、時計や宝飾品、呉
服などが売れているほか、金工芸品や高級ブランド
品などを集めた上得意客向けの催事への反応も良
かった。富裕層が顧客である外商の売上も堅調だと
いう。県内でも外国人観光客が増えている観光地
では、インバウンド売上が伸びているところがあった。
化粧品などが人気だが、売上に占める割合はまだ
僅かという。
衣料品は復調の兆しがみえるものの、紳士服・婦
人服ともに長期にわたり低迷してきた。専門店や
ネット通販との競争が激しくなっているといった構造
的要因が影響しているとみられる。販売不振への
対策として、衣料品の売場面積を縮小するといった
対応がみられた。
ギフト品の解体セールに人気が集まるなど、ボ

リュームゾーンの中間層の価格志向は依然として
根強く、欲しいもの必要なものだけを買う実需志向
も強い。一方、値は張るが素材にこだわったサラダ
が売れるなど、節約一辺倒ではなく消費にメリハリ
を利かせている。
全体としてみると県内百貨店の売上はやや盛り
上がりに欠けているが、主力の衣料品に動きがある
など持ち直しの兆しもみられる。売上はこれまで減

少傾向が続いていたが、先行きは前年並みで推移
すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられる。品目別にみると、主力の食
料品や衣料品の売上が前年を上回った。7月は猛
暑日が多くセール時期と重なったこともあり、夏物衣
料や飲料・アイスクリームなどが伸びた。8月は気温
が低い日が多かったため、秋物衣料や毛布・布団な
どの住まいの品に動きがあった。
7～9月期は増加したものの販売が低迷する衣料
品では、売り場面積を縮小しテナントを誘致するな
どの動きがある。日用品や食料品の値下げの動きも
でてきており、競合店でも値下げが行われ、価格面
での競争が強まっているようだ。消費者の低価格志
向は根強く、不要不急の買い物を避ける実需志向
もある。顧客1人当たりの買い上げ点数が減ってき
ているという指摘もあった。
一方で、ＳＮＳなどで話題の新商品、健康志向の
商品などにはお金をかけている。価格が高めでも消
費者が価値を認めればよく売れており、低価格志向
一辺倒でもないようだ。
賃金は上昇しているものの、将来不安による生活
防衛意識が根強くあり、買い物姿勢にも慎重さが
残っている。先行きも、こうした状況に大きな変化は
見込まれず、売上は現状と同様に前年をやや上回
る程度で推移すると予想される。

●鉱工業生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」

前年比（%）

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

Ⅲ期 Ⅳ期2016年Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅱ期17年Ⅰ期 17年7月 Ⅲ期 Ⅳ期2016年Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅱ期17年Ⅰ期 17年7月 Ⅲ期 Ⅳ期2016年Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅱ期17年Ⅰ期 17年7月

●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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●電気機械全体の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
(注)電気機械全体＝電子部品・デバイス＋電気機械＋情報通信機械
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わが国経済は、緩やかな回復基調が続いている。
設備投資や生産が持ち直し、個人消費も緩やかに
持ち直している。先行きについても、雇用・所得環境
の改善が続くなか、各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。先行きについても、緩やかな改善が
続くと見込まれる。
聞き取り調査の結果、7～9月期の天気図は、薄日

が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、
鉄鋼、百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きも、引き続き前年の水準を上回って推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向けの電気機械、電子部品・デバイスが好
調。情報通信機器は減少が続いている。先行き
は引き続き堅調な推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きは新型車の投入もあり、前年を上回って推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移すると見込まれる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年を上回った
とみられる。先行きも、引き続き堅調な推移が見
込まれる。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年を上回ったとみ
られる。先行きは、百貨店は前年並み、スーパーは
前年をやや上回る程度で推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。昨年の秋口から上向いてきたコンプ
レッサーは、引き続き好調に推移している。マシニン
グセンタについても、足元でやや減速しているもの
の、比較的底堅い動きをみせている。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
昨年の秋口に大きく落ち込んだ後は、総じてみれば
回復基調にある。
昨年の秋口から盛り返してきた食料品加工機械

は、春先よりは減速しているものの、前年の水準を
上回っている。
昨年、やや低調に推移していた医療用機械器具

も、年明け以降は持ち直している。金型は自動車向
けなどでは動きがみられるものの、総じてみれば弱
含みで推移している。省力化機器向けなどが好調
な歯車は、底堅い動きを続けている。
一般機械の生産は、機械受注の動きが比較的底

電子部品・デバイスについては、中国をはじめと
する海外におけるスマ－トフォン向けなどが好調だっ
た。ただ、スマ－トフォン向け電子部品は数量、価格
ともに変動が大きいため、敬遠するところもあるよう
だ。自動車向けも好調に推移している。自動車向け
は電子部品の種類も多く、自動ブレーキなど安全装
置の普及もあり今後とも期待できる。こうした部品
では、高い安全性、信頼性が求められることから、国
内生産の優位性はしばらく続くと考えられている。
県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを高め
ているところがみられる。
家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなって

いる。このため、家電向け電子部品の生産は、中国、
東南アジア、インドなどの需要に左右されている。こ
うした国ではエアコンなどの普及率の高まりに加え、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内製造部品への需要は強い。エアコンだけでなく、
冷蔵庫や洗濯機などについても同じ傾向がみられる。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップがみられることもあり、県内の生産は低調な
動きが続いている。本年に入り、大手電機メーカー
の携帯電話、スマートフォンなどを生産していた県
内の工場は生産を停止し、これら完成品の県内生
産はなくなっている。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け、自動車向けの電子部品の需要は引き続き好
調を持続すると見込まれる。自動車の電装化や海
外の家電向け製品の高度化、家電や情報機器では
アジア、インドなどでの需要増も期待され、使用され
る電子部品の点数増、単価増が期待される。

（3） 輸送機械…生産は前年を上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年を上回って推移した。前年を上回るのは昨年10
～12月期以降4期連続だが、伸び率は4～6月期に

部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みから前年を上回って推移したとみられ
ることから、自動車部品の生産も増加したようだ。
先行きについても、乗用車の生産は前年を上回り、

トラックの生産は前年並みで推移するとみられるこ
とから、部品メーカーの生産も横ばい圏内から前年
を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかに上回る
昨年の夏頃までは、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足が続いていたことから、鉄
筋コンクリート（RC）造を避ける動きがみられたが、
足元の人手不足感は一服している。現場の作業量
を減らすため、一部ではプレキャスト工法と呼ばれる、
工場で成形済みのコンクリート部材を現場に持ち込
む動きもあり、RC造の着工はやや持ち直している。
7～9月期の棒鋼の生産についても、前年をわずか
ながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きについては、地価の
高騰を受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢が
出始めている。
好調だった病院や介護施設などの医療関連施設

は、伸びがやや鈍化している。マンションについても、
都内で１億円を超えるような高額物件には、引き続
き投資物件としてのニーズがあるものの、実需中心
の郊外型のマンションでは、建設費用の上昇を受け
て、販売価格が高止まりしており、購入を手控える
動きがみられる。マンション販売業者の多くは、発売
戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、一
部では値引きなどの動きも出ているようだ。
原材料のスクラップ価格が上昇している。中国の
輸入は一服しているものの、ベトナムや台湾・インド
ネシアなどの輸入が伸びており、スクラップ価格を

堅いこともあり、先行きも前年の水準を上回って推
移するとみられる。
雇用面では、高齢社員の引退が続く一方、新たな
社員の採用は難しい状況が続いており、人員が不
足している企業が少なくない。

（2） 電気機械…前年を上回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体では前年に
比べ比較的大きな増加となった模様である。四半
期毎の電気機械の生産は、2016年から増加を続
けている。
国内の電気機械は消費者向けのいわゆる家電は
少なく、産業向けが多くなっている。日本のブランド
名で売られているものも、その多くは海外で生産さ
れている。県内に拠点を持つ電機メーカーも消費者
向けの家電から、産業向けの電気機械（装置、シス
テム等）にシフトしている。電子部品・デバイスも国
内の家電向けから、海外向け、産業向けにシフトを
続けている。このため、電気機械の生産は、消費者
の動向より、企業の設備投資やシステム開発、建設
投資などの影響を大きく受けるようになっている。
産業向けの電気機械は、景気や設備投資の持ち
直しに加え、企業の情報システムの高度化や大型
化、好調な建設需要などもあり、各種機器、装置に
係る制御装置や変換装置、計器類などをはじめとし
て全体に好調に推移した。

比べ鈍化した。登録車（普通＋小型乗用車）、軽自
動車ともに前年を上回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、1～3月期が前年比▲9.5％と前年を下回った
が、4～6月期は同＋3.4％と増加に転じた。新型車
の販売が好調なため、県内の生産も増加している。
7月の鉱工業生産指数は同▲1.5％と前年を下

回ったが、7～9月全体では前年を上回った模様だ。
足元の県内完成車メーカーの登録車の販売台数は
新型車効果もあり増加しており、これを反映し県内
生産も増加しているとみられる。
先行きについては、マイナーチェンジを含め新型
車の投入が予定されており、販売増が続くとみられ、
県内生産は前年を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。国内向けの生産は増加したが、
海外向けが減少しているとみられる。国内向けは、
インターネット通販の拡大などで物流向けの販売増
が続いているほか、首都圏の再開発や東京オリン
ピック・パラリンピックに向けた建設需要もあり堅調
に推移している。9月の排ガス規制強化前の駆け込
み購入もあったようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きについても、国内向けは堅調が続くと予想さ
れ、生産は前年並みで推移するとみられる。

押し上げている。電気料金は落ち着いているものの、
スクラップのみならず、電極などの副資材価格も上
昇しており、製品価格とのスプレッド縮小に伴って、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の施設整備案件なども徐々
に本格化している。10～12月期の鉄鋼の生産につ
いては、緩やかながらも前年を上回る程度の水準で
推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管については、やや弱
めに推移しているものの、工作機械向けが、比較的
底堅い動きになっている。低調に推移していた鋳物
の生産は、足元で徐々に持ち直している。
10～12月期についても、引き続き鋳物の生産は
前年を上回って推移する見込みである。
足元の収益は非常に厳しい。年初に銑鉄の価格

引き上げがあった後、足元ではスクラップの値上が
りが続いており、副資材の価格上昇もあって、企業

の負担は増している。価格改訂の交渉を進める企
業もみられるが、スクラップや銑鉄の一段の値上が
りもありうることから、先行きも鋳物メーカーの収益
は厳しい状況が続く可能性が高い。

（5） 建設…前年を上回る
公共工事：7～9月期の公共工事は、前年を上回った
とみられる。手持ち工事量は多く人手の問題から、こ
れ以上増やせないとする業者もあり、繁忙な状況が
続いている。新規工事は選別受注が出来ることもあ
り、全体の工事量は落ち着いており、相応の収益も確
保できている。内容は、河川、橋梁の改修・補修など
の河川関連、公共施設の補修、耐震化の工事が多い。
河川関連は災害対策の点や、土地取得の必要が少
ないため、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きも、建設業者は相応の受注残を確保して

いることから、当面堅調に推移するとみられる。今後、
県内でも2020年の東京オリンピック・パラリンピック
関連のインフラ整備が本格化するとみられ、関連案
件の受注を期待している。また、自然災害が多くなっ
ていることもあり、災害対策や老朽化したインフラの
改修などが期待されている。現状の価格は、品質を
維持する上で適正な水準にあると考えられており、
当面は現状程度で推移する見込み。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年を上回った
とみられる。種別では引き続き建て替え、補修を含
めて病院、介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことなどから、工場やビ
ルのリフォームや耐震化工事に加え、物流関連や商
業、サービス関連も出てきている。大手ゼネコンが
優良工事を多く抱え、県内の工事を請け負わなく
なっている。県内建設業者が高値で請け負うように
なっており、建設業者の収益環境は良い。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。

住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年をやや
下回る推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、一部、駅に近い物件を除き販売がやや不調と
なっている。埼玉県におけるマンション契約率は、こ
のところ60％を切り、概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、在庫リスクが高まり、利幅も小さくなっている。浦
和や大宮など人気の駅に近い物件は高価格にかか
わらず売れているが、物件用の土地が少なくなって
きており、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、
全体的に供給、新規着工とも減少している。　
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。注文住宅、分譲住宅ともに需要は強い。雇用
や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料との
比較で購入する人も多い。マンションと違い、価格面
で顧客の要望と合った物件の供給が続いている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の強い
売り込み姿勢もあり、増加が続いていたが、本年度
に入り減少に転じている。
先行きは、価格が合わないものは売れなくなると

みられる。とくにマンションは建築費が高止まりして
おり価格が高くなっていることから、高価格で売れる
もの以外の供給は手控えられるとみられる。持ち家、
戸建分譲の先行きは現状程度の推移が見込まれる。
一方、貸家は先行き減少が見込まれる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を上回る
百貨店：7～9月期の売上は、前年をやや上回ったと
みられる。7月は前年割れとなったが、8月は前年が
台風などの天候不順の影響で減少した反動もあり
微増となった。食料品や化粧品などの雑貨が堅調
だったほか、催事などの企画への反応が良かった。
9月に入っても婦人服などの秋冬向けの商材が動
いており、売上は前年を上回ったようだ。四半期ごと
にみると、県内百貨店の売上は2015年7～9月期か
ら2017年4～6月期まで減少が続いていたが、7～9
月期は2年ぶりに前年を上回ったとみられる。潮目
が変わった、との指摘もあった。
富裕層やインバウンド（訪日外国人）による消費

が伸びている。富裕層向けには、時計や宝飾品、呉
服などが売れているほか、金工芸品や高級ブランド
品などを集めた上得意客向けの催事への反応も良
かった。富裕層が顧客である外商の売上も堅調だと
いう。県内でも外国人観光客が増えている観光地
では、インバウンド売上が伸びているところがあった。
化粧品などが人気だが、売上に占める割合はまだ
僅かという。
衣料品は復調の兆しがみえるものの、紳士服・婦
人服ともに長期にわたり低迷してきた。専門店や
ネット通販との競争が激しくなっているといった構造
的要因が影響しているとみられる。販売不振への
対策として、衣料品の売場面積を縮小するといった
対応がみられた。
ギフト品の解体セールに人気が集まるなど、ボ

リュームゾーンの中間層の価格志向は依然として
根強く、欲しいもの必要なものだけを買う実需志向
も強い。一方、値は張るが素材にこだわったサラダ
が売れるなど、節約一辺倒ではなく消費にメリハリ
を利かせている。
全体としてみると県内百貨店の売上はやや盛り
上がりに欠けているが、主力の衣料品に動きがある
など持ち直しの兆しもみられる。売上はこれまで減

少傾向が続いていたが、先行きは前年並みで推移
すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられる。品目別にみると、主力の食
料品や衣料品の売上が前年を上回った。7月は猛
暑日が多くセール時期と重なったこともあり、夏物衣
料や飲料・アイスクリームなどが伸びた。8月は気温
が低い日が多かったため、秋物衣料や毛布・布団な
どの住まいの品に動きがあった。
7～9月期は増加したものの販売が低迷する衣料
品では、売り場面積を縮小しテナントを誘致するな
どの動きがある。日用品や食料品の値下げの動きも
でてきており、競合店でも値下げが行われ、価格面
での競争が強まっているようだ。消費者の低価格志
向は根強く、不要不急の買い物を避ける実需志向
もある。顧客1人当たりの買い上げ点数が減ってき
ているという指摘もあった。
一方で、ＳＮＳなどで話題の新商品、健康志向の
商品などにはお金をかけている。価格が高めでも消
費者が価値を認めればよく売れており、低価格志向
一辺倒でもないようだ。
賃金は上昇しているものの、将来不安による生活
防衛意識が根強くあり、買い物姿勢にも慎重さが
残っている。先行きも、こうした状況に大きな変化は
見込まれず、売上は現状と同様に前年をやや上回
る程度で推移すると予想される。

●鉄鋼の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

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

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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わが国経済は、緩やかな回復基調が続いている。
設備投資や生産が持ち直し、個人消費も緩やかに
持ち直している。先行きについても、雇用・所得環境
の改善が続くなか、各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。先行きについても、緩やかな改善が
続くと見込まれる。
聞き取り調査の結果、7～9月期の天気図は、薄日

が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、
鉄鋼、百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きも、引き続き前年の水準を上回って推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向けの電気機械、電子部品・デバイスが好
調。情報通信機器は減少が続いている。先行き
は引き続き堅調な推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きは新型車の投入もあり、前年を上回って推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移すると見込まれる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年を上回った
とみられる。先行きも、引き続き堅調な推移が見
込まれる。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年を上回ったとみ
られる。先行きは、百貨店は前年並み、スーパーは
前年をやや上回る程度で推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。昨年の秋口から上向いてきたコンプ
レッサーは、引き続き好調に推移している。マシニン
グセンタについても、足元でやや減速しているもの
の、比較的底堅い動きをみせている。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
昨年の秋口に大きく落ち込んだ後は、総じてみれば
回復基調にある。
昨年の秋口から盛り返してきた食料品加工機械

は、春先よりは減速しているものの、前年の水準を
上回っている。
昨年、やや低調に推移していた医療用機械器具

も、年明け以降は持ち直している。金型は自動車向
けなどでは動きがみられるものの、総じてみれば弱
含みで推移している。省力化機器向けなどが好調
な歯車は、底堅い動きを続けている。
一般機械の生産は、機械受注の動きが比較的底

電子部品・デバイスについては、中国をはじめと
する海外におけるスマ－トフォン向けなどが好調だっ
た。ただ、スマ－トフォン向け電子部品は数量、価格
ともに変動が大きいため、敬遠するところもあるよう
だ。自動車向けも好調に推移している。自動車向け
は電子部品の種類も多く、自動ブレーキなど安全装
置の普及もあり今後とも期待できる。こうした部品
では、高い安全性、信頼性が求められることから、国
内生産の優位性はしばらく続くと考えられている。
県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを高め
ているところがみられる。
家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなって

いる。このため、家電向け電子部品の生産は、中国、
東南アジア、インドなどの需要に左右されている。こ
うした国ではエアコンなどの普及率の高まりに加え、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内製造部品への需要は強い。エアコンだけでなく、
冷蔵庫や洗濯機などについても同じ傾向がみられる。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップがみられることもあり、県内の生産は低調な
動きが続いている。本年に入り、大手電機メーカー
の携帯電話、スマートフォンなどを生産していた県
内の工場は生産を停止し、これら完成品の県内生
産はなくなっている。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け、自動車向けの電子部品の需要は引き続き好
調を持続すると見込まれる。自動車の電装化や海
外の家電向け製品の高度化、家電や情報機器では
アジア、インドなどでの需要増も期待され、使用され
る電子部品の点数増、単価増が期待される。

（3） 輸送機械…生産は前年を上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年を上回って推移した。前年を上回るのは昨年10
～12月期以降4期連続だが、伸び率は4～6月期に

部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みから前年を上回って推移したとみられ
ることから、自動車部品の生産も増加したようだ。
先行きについても、乗用車の生産は前年を上回り、

トラックの生産は前年並みで推移するとみられるこ
とから、部品メーカーの生産も横ばい圏内から前年
を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかに上回る
昨年の夏頃までは、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足が続いていたことから、鉄
筋コンクリート（RC）造を避ける動きがみられたが、
足元の人手不足感は一服している。現場の作業量
を減らすため、一部ではプレキャスト工法と呼ばれる、
工場で成形済みのコンクリート部材を現場に持ち込
む動きもあり、RC造の着工はやや持ち直している。
7～9月期の棒鋼の生産についても、前年をわずか
ながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きについては、地価の
高騰を受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢が
出始めている。
好調だった病院や介護施設などの医療関連施設

は、伸びがやや鈍化している。マンションについても、
都内で１億円を超えるような高額物件には、引き続
き投資物件としてのニーズがあるものの、実需中心
の郊外型のマンションでは、建設費用の上昇を受け
て、販売価格が高止まりしており、購入を手控える
動きがみられる。マンション販売業者の多くは、発売
戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、一
部では値引きなどの動きも出ているようだ。
原材料のスクラップ価格が上昇している。中国の
輸入は一服しているものの、ベトナムや台湾・インド
ネシアなどの輸入が伸びており、スクラップ価格を

堅いこともあり、先行きも前年の水準を上回って推
移するとみられる。
雇用面では、高齢社員の引退が続く一方、新たな
社員の採用は難しい状況が続いており、人員が不
足している企業が少なくない。

（2） 電気機械…前年を上回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体では前年に
比べ比較的大きな増加となった模様である。四半
期毎の電気機械の生産は、2016年から増加を続
けている。
国内の電気機械は消費者向けのいわゆる家電は
少なく、産業向けが多くなっている。日本のブランド
名で売られているものも、その多くは海外で生産さ
れている。県内に拠点を持つ電機メーカーも消費者
向けの家電から、産業向けの電気機械（装置、シス
テム等）にシフトしている。電子部品・デバイスも国
内の家電向けから、海外向け、産業向けにシフトを
続けている。このため、電気機械の生産は、消費者
の動向より、企業の設備投資やシステム開発、建設
投資などの影響を大きく受けるようになっている。
産業向けの電気機械は、景気や設備投資の持ち
直しに加え、企業の情報システムの高度化や大型
化、好調な建設需要などもあり、各種機器、装置に
係る制御装置や変換装置、計器類などをはじめとし
て全体に好調に推移した。

比べ鈍化した。登録車（普通＋小型乗用車）、軽自
動車ともに前年を上回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、1～3月期が前年比▲9.5％と前年を下回った
が、4～6月期は同＋3.4％と増加に転じた。新型車
の販売が好調なため、県内の生産も増加している。
7月の鉱工業生産指数は同▲1.5％と前年を下

回ったが、7～9月全体では前年を上回った模様だ。
足元の県内完成車メーカーの登録車の販売台数は
新型車効果もあり増加しており、これを反映し県内
生産も増加しているとみられる。
先行きについては、マイナーチェンジを含め新型
車の投入が予定されており、販売増が続くとみられ、
県内生産は前年を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。国内向けの生産は増加したが、
海外向けが減少しているとみられる。国内向けは、
インターネット通販の拡大などで物流向けの販売増
が続いているほか、首都圏の再開発や東京オリン
ピック・パラリンピックに向けた建設需要もあり堅調
に推移している。9月の排ガス規制強化前の駆け込
み購入もあったようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きについても、国内向けは堅調が続くと予想さ
れ、生産は前年並みで推移するとみられる。

押し上げている。電気料金は落ち着いているものの、
スクラップのみならず、電極などの副資材価格も上
昇しており、製品価格とのスプレッド縮小に伴って、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の施設整備案件なども徐々
に本格化している。10～12月期の鉄鋼の生産につ
いては、緩やかながらも前年を上回る程度の水準で
推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管については、やや弱
めに推移しているものの、工作機械向けが、比較的
底堅い動きになっている。低調に推移していた鋳物
の生産は、足元で徐々に持ち直している。
10～12月期についても、引き続き鋳物の生産は
前年を上回って推移する見込みである。
足元の収益は非常に厳しい。年初に銑鉄の価格

引き上げがあった後、足元ではスクラップの値上が
りが続いており、副資材の価格上昇もあって、企業

の負担は増している。価格改訂の交渉を進める企
業もみられるが、スクラップや銑鉄の一段の値上が
りもありうることから、先行きも鋳物メーカーの収益
は厳しい状況が続く可能性が高い。

（5） 建設…前年を上回る
公共工事：7～9月期の公共工事は、前年を上回った
とみられる。手持ち工事量は多く人手の問題から、こ
れ以上増やせないとする業者もあり、繁忙な状況が
続いている。新規工事は選別受注が出来ることもあ
り、全体の工事量は落ち着いており、相応の収益も確
保できている。内容は、河川、橋梁の改修・補修など
の河川関連、公共施設の補修、耐震化の工事が多い。
河川関連は災害対策の点や、土地取得の必要が少
ないため、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きも、建設業者は相応の受注残を確保して

いることから、当面堅調に推移するとみられる。今後、
県内でも2020年の東京オリンピック・パラリンピック
関連のインフラ整備が本格化するとみられ、関連案
件の受注を期待している。また、自然災害が多くなっ
ていることもあり、災害対策や老朽化したインフラの
改修などが期待されている。現状の価格は、品質を
維持する上で適正な水準にあると考えられており、
当面は現状程度で推移する見込み。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年を上回った
とみられる。種別では引き続き建て替え、補修を含
めて病院、介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことなどから、工場やビ
ルのリフォームや耐震化工事に加え、物流関連や商
業、サービス関連も出てきている。大手ゼネコンが
優良工事を多く抱え、県内の工事を請け負わなく
なっている。県内建設業者が高値で請け負うように
なっており、建設業者の収益環境は良い。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。

住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年をやや
下回る推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、一部、駅に近い物件を除き販売がやや不調と
なっている。埼玉県におけるマンション契約率は、こ
のところ60％を切り、概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、在庫リスクが高まり、利幅も小さくなっている。浦
和や大宮など人気の駅に近い物件は高価格にかか
わらず売れているが、物件用の土地が少なくなって
きており、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、
全体的に供給、新規着工とも減少している。　
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。注文住宅、分譲住宅ともに需要は強い。雇用
や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料との
比較で購入する人も多い。マンションと違い、価格面
で顧客の要望と合った物件の供給が続いている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の強い
売り込み姿勢もあり、増加が続いていたが、本年度
に入り減少に転じている。
先行きは、価格が合わないものは売れなくなると

みられる。とくにマンションは建築費が高止まりして
おり価格が高くなっていることから、高価格で売れる
もの以外の供給は手控えられるとみられる。持ち家、
戸建分譲の先行きは現状程度の推移が見込まれる。
一方、貸家は先行き減少が見込まれる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を上回る
百貨店：7～9月期の売上は、前年をやや上回ったと
みられる。7月は前年割れとなったが、8月は前年が
台風などの天候不順の影響で減少した反動もあり
微増となった。食料品や化粧品などの雑貨が堅調
だったほか、催事などの企画への反応が良かった。
9月に入っても婦人服などの秋冬向けの商材が動
いており、売上は前年を上回ったようだ。四半期ごと
にみると、県内百貨店の売上は2015年7～9月期か
ら2017年4～6月期まで減少が続いていたが、7～9
月期は2年ぶりに前年を上回ったとみられる。潮目
が変わった、との指摘もあった。
富裕層やインバウンド（訪日外国人）による消費

が伸びている。富裕層向けには、時計や宝飾品、呉
服などが売れているほか、金工芸品や高級ブランド
品などを集めた上得意客向けの催事への反応も良
かった。富裕層が顧客である外商の売上も堅調だと
いう。県内でも外国人観光客が増えている観光地
では、インバウンド売上が伸びているところがあった。
化粧品などが人気だが、売上に占める割合はまだ
僅かという。
衣料品は復調の兆しがみえるものの、紳士服・婦
人服ともに長期にわたり低迷してきた。専門店や
ネット通販との競争が激しくなっているといった構造
的要因が影響しているとみられる。販売不振への
対策として、衣料品の売場面積を縮小するといった
対応がみられた。
ギフト品の解体セールに人気が集まるなど、ボ

リュームゾーンの中間層の価格志向は依然として
根強く、欲しいもの必要なものだけを買う実需志向
も強い。一方、値は張るが素材にこだわったサラダ
が売れるなど、節約一辺倒ではなく消費にメリハリ
を利かせている。
全体としてみると県内百貨店の売上はやや盛り
上がりに欠けているが、主力の衣料品に動きがある
など持ち直しの兆しもみられる。売上はこれまで減

少傾向が続いていたが、先行きは前年並みで推移
すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられる。品目別にみると、主力の食
料品や衣料品の売上が前年を上回った。7月は猛
暑日が多くセール時期と重なったこともあり、夏物衣
料や飲料・アイスクリームなどが伸びた。8月は気温
が低い日が多かったため、秋物衣料や毛布・布団な
どの住まいの品に動きがあった。
7～9月期は増加したものの販売が低迷する衣料
品では、売り場面積を縮小しテナントを誘致するな
どの動きがある。日用品や食料品の値下げの動きも
でてきており、競合店でも値下げが行われ、価格面
での競争が強まっているようだ。消費者の低価格志
向は根強く、不要不急の買い物を避ける実需志向
もある。顧客1人当たりの買い上げ点数が減ってき
ているという指摘もあった。
一方で、ＳＮＳなどで話題の新商品、健康志向の
商品などにはお金をかけている。価格が高めでも消
費者が価値を認めればよく売れており、低価格志向
一辺倒でもないようだ。
賃金は上昇しているものの、将来不安による生活
防衛意識が根強くあり、買い物姿勢にも慎重さが
残っている。先行きも、こうした状況に大きな変化は
見込まれず、売上は現状と同様に前年をやや上回
る程度で推移すると予想される。

●鉄鋼の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

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

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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わが国経済は、緩やかな回復基調が続いている。
設備投資や生産が持ち直し、個人消費も緩やかに
持ち直している。先行きについても、雇用・所得環境
の改善が続くなか、各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。先行きについても、緩やかな改善が
続くと見込まれる。
聞き取り調査の結果、7～9月期の天気図は、薄日

が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、
鉄鋼、百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きも、引き続き前年の水準を上回って推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向けの電気機械、電子部品・デバイスが好
調。情報通信機器は減少が続いている。先行き
は引き続き堅調な推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きは新型車の投入もあり、前年を上回って推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移すると見込まれる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年を上回った
とみられる。先行きも、引き続き堅調な推移が見
込まれる。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年を上回ったとみ
られる。先行きは、百貨店は前年並み、スーパーは
前年をやや上回る程度で推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。昨年の秋口から上向いてきたコンプ
レッサーは、引き続き好調に推移している。マシニン
グセンタについても、足元でやや減速しているもの
の、比較的底堅い動きをみせている。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
昨年の秋口に大きく落ち込んだ後は、総じてみれば
回復基調にある。
昨年の秋口から盛り返してきた食料品加工機械

は、春先よりは減速しているものの、前年の水準を
上回っている。
昨年、やや低調に推移していた医療用機械器具

も、年明け以降は持ち直している。金型は自動車向
けなどでは動きがみられるものの、総じてみれば弱
含みで推移している。省力化機器向けなどが好調
な歯車は、底堅い動きを続けている。
一般機械の生産は、機械受注の動きが比較的底

電子部品・デバイスについては、中国をはじめと
する海外におけるスマ－トフォン向けなどが好調だっ
た。ただ、スマ－トフォン向け電子部品は数量、価格
ともに変動が大きいため、敬遠するところもあるよう
だ。自動車向けも好調に推移している。自動車向け
は電子部品の種類も多く、自動ブレーキなど安全装
置の普及もあり今後とも期待できる。こうした部品
では、高い安全性、信頼性が求められることから、国
内生産の優位性はしばらく続くと考えられている。
県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを高め
ているところがみられる。
家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなって

いる。このため、家電向け電子部品の生産は、中国、
東南アジア、インドなどの需要に左右されている。こ
うした国ではエアコンなどの普及率の高まりに加え、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内製造部品への需要は強い。エアコンだけでなく、
冷蔵庫や洗濯機などについても同じ傾向がみられる。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップがみられることもあり、県内の生産は低調な
動きが続いている。本年に入り、大手電機メーカー
の携帯電話、スマートフォンなどを生産していた県
内の工場は生産を停止し、これら完成品の県内生
産はなくなっている。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け、自動車向けの電子部品の需要は引き続き好
調を持続すると見込まれる。自動車の電装化や海
外の家電向け製品の高度化、家電や情報機器では
アジア、インドなどでの需要増も期待され、使用され
る電子部品の点数増、単価増が期待される。

（3） 輸送機械…生産は前年を上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年を上回って推移した。前年を上回るのは昨年10
～12月期以降4期連続だが、伸び率は4～6月期に

部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みから前年を上回って推移したとみられ
ることから、自動車部品の生産も増加したようだ。
先行きについても、乗用車の生産は前年を上回り、

トラックの生産は前年並みで推移するとみられるこ
とから、部品メーカーの生産も横ばい圏内から前年
を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかに上回る
昨年の夏頃までは、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足が続いていたことから、鉄
筋コンクリート（RC）造を避ける動きがみられたが、
足元の人手不足感は一服している。現場の作業量
を減らすため、一部ではプレキャスト工法と呼ばれる、
工場で成形済みのコンクリート部材を現場に持ち込
む動きもあり、RC造の着工はやや持ち直している。
7～9月期の棒鋼の生産についても、前年をわずか
ながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きについては、地価の
高騰を受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢が
出始めている。
好調だった病院や介護施設などの医療関連施設

は、伸びがやや鈍化している。マンションについても、
都内で１億円を超えるような高額物件には、引き続
き投資物件としてのニーズがあるものの、実需中心
の郊外型のマンションでは、建設費用の上昇を受け
て、販売価格が高止まりしており、購入を手控える
動きがみられる。マンション販売業者の多くは、発売
戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、一
部では値引きなどの動きも出ているようだ。
原材料のスクラップ価格が上昇している。中国の
輸入は一服しているものの、ベトナムや台湾・インド
ネシアなどの輸入が伸びており、スクラップ価格を

堅いこともあり、先行きも前年の水準を上回って推
移するとみられる。
雇用面では、高齢社員の引退が続く一方、新たな
社員の採用は難しい状況が続いており、人員が不
足している企業が少なくない。

（2） 電気機械…前年を上回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体では前年に
比べ比較的大きな増加となった模様である。四半
期毎の電気機械の生産は、2016年から増加を続
けている。
国内の電気機械は消費者向けのいわゆる家電は
少なく、産業向けが多くなっている。日本のブランド
名で売られているものも、その多くは海外で生産さ
れている。県内に拠点を持つ電機メーカーも消費者
向けの家電から、産業向けの電気機械（装置、シス
テム等）にシフトしている。電子部品・デバイスも国
内の家電向けから、海外向け、産業向けにシフトを
続けている。このため、電気機械の生産は、消費者
の動向より、企業の設備投資やシステム開発、建設
投資などの影響を大きく受けるようになっている。
産業向けの電気機械は、景気や設備投資の持ち
直しに加え、企業の情報システムの高度化や大型
化、好調な建設需要などもあり、各種機器、装置に
係る制御装置や変換装置、計器類などをはじめとし
て全体に好調に推移した。

比べ鈍化した。登録車（普通＋小型乗用車）、軽自
動車ともに前年を上回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、1～3月期が前年比▲9.5％と前年を下回った
が、4～6月期は同＋3.4％と増加に転じた。新型車
の販売が好調なため、県内の生産も増加している。
7月の鉱工業生産指数は同▲1.5％と前年を下

回ったが、7～9月全体では前年を上回った模様だ。
足元の県内完成車メーカーの登録車の販売台数は
新型車効果もあり増加しており、これを反映し県内
生産も増加しているとみられる。
先行きについては、マイナーチェンジを含め新型
車の投入が予定されており、販売増が続くとみられ、
県内生産は前年を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。国内向けの生産は増加したが、
海外向けが減少しているとみられる。国内向けは、
インターネット通販の拡大などで物流向けの販売増
が続いているほか、首都圏の再開発や東京オリン
ピック・パラリンピックに向けた建設需要もあり堅調
に推移している。9月の排ガス規制強化前の駆け込
み購入もあったようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きについても、国内向けは堅調が続くと予想さ
れ、生産は前年並みで推移するとみられる。

押し上げている。電気料金は落ち着いているものの、
スクラップのみならず、電極などの副資材価格も上
昇しており、製品価格とのスプレッド縮小に伴って、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の施設整備案件なども徐々
に本格化している。10～12月期の鉄鋼の生産につ
いては、緩やかながらも前年を上回る程度の水準で
推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管については、やや弱
めに推移しているものの、工作機械向けが、比較的
底堅い動きになっている。低調に推移していた鋳物
の生産は、足元で徐々に持ち直している。
10～12月期についても、引き続き鋳物の生産は
前年を上回って推移する見込みである。
足元の収益は非常に厳しい。年初に銑鉄の価格

引き上げがあった後、足元ではスクラップの値上が
りが続いており、副資材の価格上昇もあって、企業

の負担は増している。価格改訂の交渉を進める企
業もみられるが、スクラップや銑鉄の一段の値上が
りもありうることから、先行きも鋳物メーカーの収益
は厳しい状況が続く可能性が高い。

（5） 建設…前年を上回る
公共工事：7～9月期の公共工事は、前年を上回った
とみられる。手持ち工事量は多く人手の問題から、こ
れ以上増やせないとする業者もあり、繁忙な状況が
続いている。新規工事は選別受注が出来ることもあ
り、全体の工事量は落ち着いており、相応の収益も確
保できている。内容は、河川、橋梁の改修・補修など
の河川関連、公共施設の補修、耐震化の工事が多い。
河川関連は災害対策の点や、土地取得の必要が少
ないため、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きも、建設業者は相応の受注残を確保して

いることから、当面堅調に推移するとみられる。今後、
県内でも2020年の東京オリンピック・パラリンピック
関連のインフラ整備が本格化するとみられ、関連案
件の受注を期待している。また、自然災害が多くなっ
ていることもあり、災害対策や老朽化したインフラの
改修などが期待されている。現状の価格は、品質を
維持する上で適正な水準にあると考えられており、
当面は現状程度で推移する見込み。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年を上回った
とみられる。種別では引き続き建て替え、補修を含
めて病院、介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことなどから、工場やビ
ルのリフォームや耐震化工事に加え、物流関連や商
業、サービス関連も出てきている。大手ゼネコンが
優良工事を多く抱え、県内の工事を請け負わなく
なっている。県内建設業者が高値で請け負うように
なっており、建設業者の収益環境は良い。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。

住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年をやや
下回る推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、一部、駅に近い物件を除き販売がやや不調と
なっている。埼玉県におけるマンション契約率は、こ
のところ60％を切り、概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、在庫リスクが高まり、利幅も小さくなっている。浦
和や大宮など人気の駅に近い物件は高価格にかか
わらず売れているが、物件用の土地が少なくなって
きており、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、
全体的に供給、新規着工とも減少している。　
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。注文住宅、分譲住宅ともに需要は強い。雇用
や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料との
比較で購入する人も多い。マンションと違い、価格面
で顧客の要望と合った物件の供給が続いている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の強い
売り込み姿勢もあり、増加が続いていたが、本年度
に入り減少に転じている。
先行きは、価格が合わないものは売れなくなると

みられる。とくにマンションは建築費が高止まりして
おり価格が高くなっていることから、高価格で売れる
もの以外の供給は手控えられるとみられる。持ち家、
戸建分譲の先行きは現状程度の推移が見込まれる。
一方、貸家は先行き減少が見込まれる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を上回る
百貨店：7～9月期の売上は、前年をやや上回ったと
みられる。7月は前年割れとなったが、8月は前年が
台風などの天候不順の影響で減少した反動もあり
微増となった。食料品や化粧品などの雑貨が堅調
だったほか、催事などの企画への反応が良かった。
9月に入っても婦人服などの秋冬向けの商材が動
いており、売上は前年を上回ったようだ。四半期ごと
にみると、県内百貨店の売上は2015年7～9月期か
ら2017年4～6月期まで減少が続いていたが、7～9
月期は2年ぶりに前年を上回ったとみられる。潮目
が変わった、との指摘もあった。
富裕層やインバウンド（訪日外国人）による消費

が伸びている。富裕層向けには、時計や宝飾品、呉
服などが売れているほか、金工芸品や高級ブランド
品などを集めた上得意客向けの催事への反応も良
かった。富裕層が顧客である外商の売上も堅調だと
いう。県内でも外国人観光客が増えている観光地
では、インバウンド売上が伸びているところがあった。
化粧品などが人気だが、売上に占める割合はまだ
僅かという。
衣料品は復調の兆しがみえるものの、紳士服・婦
人服ともに長期にわたり低迷してきた。専門店や
ネット通販との競争が激しくなっているといった構造
的要因が影響しているとみられる。販売不振への
対策として、衣料品の売場面積を縮小するといった
対応がみられた。
ギフト品の解体セールに人気が集まるなど、ボ

リュームゾーンの中間層の価格志向は依然として
根強く、欲しいもの必要なものだけを買う実需志向
も強い。一方、値は張るが素材にこだわったサラダ
が売れるなど、節約一辺倒ではなく消費にメリハリ
を利かせている。
全体としてみると県内百貨店の売上はやや盛り
上がりに欠けているが、主力の衣料品に動きがある
など持ち直しの兆しもみられる。売上はこれまで減

少傾向が続いていたが、先行きは前年並みで推移
すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられる。品目別にみると、主力の食
料品や衣料品の売上が前年を上回った。7月は猛
暑日が多くセール時期と重なったこともあり、夏物衣
料や飲料・アイスクリームなどが伸びた。8月は気温
が低い日が多かったため、秋物衣料や毛布・布団な
どの住まいの品に動きがあった。
7～9月期は増加したものの販売が低迷する衣料
品では、売り場面積を縮小しテナントを誘致するな
どの動きがある。日用品や食料品の値下げの動きも
でてきており、競合店でも値下げが行われ、価格面
での競争が強まっているようだ。消費者の低価格志
向は根強く、不要不急の買い物を避ける実需志向
もある。顧客1人当たりの買い上げ点数が減ってき
ているという指摘もあった。
一方で、ＳＮＳなどで話題の新商品、健康志向の
商品などにはお金をかけている。価格が高めでも消
費者が価値を認めればよく売れており、低価格志向
一辺倒でもないようだ。
賃金は上昇しているものの、将来不安による生活
防衛意識が根強くあり、買い物姿勢にも慎重さが
残っている。先行きも、こうした状況に大きな変化は
見込まれず、売上は現状と同様に前年をやや上回
る程度で推移すると予想される。

●百貨店・スーパー販売額（前年比）の推移（埼玉県、既存店）

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

資料：東日本建設業保証㈱
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わが国経済は、緩やかな回復基調が続いている。
設備投資や生産が持ち直し、個人消費も緩やかに
持ち直している。先行きについても、雇用・所得環境
の改善が続くなか、各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。先行きについても、緩やかな改善が
続くと見込まれる。
聞き取り調査の結果、7～9月期の天気図は、薄日

が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、
鉄鋼、百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きも、引き続き前年の水準を上回って推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向けの電気機械、電子部品・デバイスが好
調。情報通信機器は減少が続いている。先行き
は引き続き堅調な推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きは新型車の投入もあり、前年を上回って推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移すると見込まれる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年を上回った
とみられる。先行きも、引き続き堅調な推移が見
込まれる。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年を上回ったとみ
られる。先行きは、百貨店は前年並み、スーパーは
前年をやや上回る程度で推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。昨年の秋口から上向いてきたコンプ
レッサーは、引き続き好調に推移している。マシニン
グセンタについても、足元でやや減速しているもの
の、比較的底堅い動きをみせている。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
昨年の秋口に大きく落ち込んだ後は、総じてみれば
回復基調にある。
昨年の秋口から盛り返してきた食料品加工機械

は、春先よりは減速しているものの、前年の水準を
上回っている。
昨年、やや低調に推移していた医療用機械器具

も、年明け以降は持ち直している。金型は自動車向
けなどでは動きがみられるものの、総じてみれば弱
含みで推移している。省力化機器向けなどが好調
な歯車は、底堅い動きを続けている。
一般機械の生産は、機械受注の動きが比較的底

電子部品・デバイスについては、中国をはじめと
する海外におけるスマ－トフォン向けなどが好調だっ
た。ただ、スマ－トフォン向け電子部品は数量、価格
ともに変動が大きいため、敬遠するところもあるよう
だ。自動車向けも好調に推移している。自動車向け
は電子部品の種類も多く、自動ブレーキなど安全装
置の普及もあり今後とも期待できる。こうした部品
では、高い安全性、信頼性が求められることから、国
内生産の優位性はしばらく続くと考えられている。
県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを高め
ているところがみられる。
家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなって

いる。このため、家電向け電子部品の生産は、中国、
東南アジア、インドなどの需要に左右されている。こ
うした国ではエアコンなどの普及率の高まりに加え、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内製造部品への需要は強い。エアコンだけでなく、
冷蔵庫や洗濯機などについても同じ傾向がみられる。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップがみられることもあり、県内の生産は低調な
動きが続いている。本年に入り、大手電機メーカー
の携帯電話、スマートフォンなどを生産していた県
内の工場は生産を停止し、これら完成品の県内生
産はなくなっている。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け、自動車向けの電子部品の需要は引き続き好
調を持続すると見込まれる。自動車の電装化や海
外の家電向け製品の高度化、家電や情報機器では
アジア、インドなどでの需要増も期待され、使用され
る電子部品の点数増、単価増が期待される。

（3） 輸送機械…生産は前年を上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年を上回って推移した。前年を上回るのは昨年10
～12月期以降4期連続だが、伸び率は4～6月期に

部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みから前年を上回って推移したとみられ
ることから、自動車部品の生産も増加したようだ。
先行きについても、乗用車の生産は前年を上回り、

トラックの生産は前年並みで推移するとみられるこ
とから、部品メーカーの生産も横ばい圏内から前年
を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかに上回る
昨年の夏頃までは、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足が続いていたことから、鉄
筋コンクリート（RC）造を避ける動きがみられたが、
足元の人手不足感は一服している。現場の作業量
を減らすため、一部ではプレキャスト工法と呼ばれる、
工場で成形済みのコンクリート部材を現場に持ち込
む動きもあり、RC造の着工はやや持ち直している。
7～9月期の棒鋼の生産についても、前年をわずか
ながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きについては、地価の
高騰を受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢が
出始めている。
好調だった病院や介護施設などの医療関連施設

は、伸びがやや鈍化している。マンションについても、
都内で１億円を超えるような高額物件には、引き続
き投資物件としてのニーズがあるものの、実需中心
の郊外型のマンションでは、建設費用の上昇を受け
て、販売価格が高止まりしており、購入を手控える
動きがみられる。マンション販売業者の多くは、発売
戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、一
部では値引きなどの動きも出ているようだ。
原材料のスクラップ価格が上昇している。中国の
輸入は一服しているものの、ベトナムや台湾・インド
ネシアなどの輸入が伸びており、スクラップ価格を

堅いこともあり、先行きも前年の水準を上回って推
移するとみられる。
雇用面では、高齢社員の引退が続く一方、新たな
社員の採用は難しい状況が続いており、人員が不
足している企業が少なくない。

（2） 電気機械…前年を上回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体では前年に
比べ比較的大きな増加となった模様である。四半
期毎の電気機械の生産は、2016年から増加を続
けている。
国内の電気機械は消費者向けのいわゆる家電は
少なく、産業向けが多くなっている。日本のブランド
名で売られているものも、その多くは海外で生産さ
れている。県内に拠点を持つ電機メーカーも消費者
向けの家電から、産業向けの電気機械（装置、シス
テム等）にシフトしている。電子部品・デバイスも国
内の家電向けから、海外向け、産業向けにシフトを
続けている。このため、電気機械の生産は、消費者
の動向より、企業の設備投資やシステム開発、建設
投資などの影響を大きく受けるようになっている。
産業向けの電気機械は、景気や設備投資の持ち
直しに加え、企業の情報システムの高度化や大型
化、好調な建設需要などもあり、各種機器、装置に
係る制御装置や変換装置、計器類などをはじめとし
て全体に好調に推移した。

比べ鈍化した。登録車（普通＋小型乗用車）、軽自
動車ともに前年を上回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、1～3月期が前年比▲9.5％と前年を下回った
が、4～6月期は同＋3.4％と増加に転じた。新型車
の販売が好調なため、県内の生産も増加している。
7月の鉱工業生産指数は同▲1.5％と前年を下

回ったが、7～9月全体では前年を上回った模様だ。
足元の県内完成車メーカーの登録車の販売台数は
新型車効果もあり増加しており、これを反映し県内
生産も増加しているとみられる。
先行きについては、マイナーチェンジを含め新型
車の投入が予定されており、販売増が続くとみられ、
県内生産は前年を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。国内向けの生産は増加したが、
海外向けが減少しているとみられる。国内向けは、
インターネット通販の拡大などで物流向けの販売増
が続いているほか、首都圏の再開発や東京オリン
ピック・パラリンピックに向けた建設需要もあり堅調
に推移している。9月の排ガス規制強化前の駆け込
み購入もあったようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きについても、国内向けは堅調が続くと予想さ
れ、生産は前年並みで推移するとみられる。

押し上げている。電気料金は落ち着いているものの、
スクラップのみならず、電極などの副資材価格も上
昇しており、製品価格とのスプレッド縮小に伴って、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の施設整備案件なども徐々
に本格化している。10～12月期の鉄鋼の生産につ
いては、緩やかながらも前年を上回る程度の水準で
推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管については、やや弱
めに推移しているものの、工作機械向けが、比較的
底堅い動きになっている。低調に推移していた鋳物
の生産は、足元で徐々に持ち直している。
10～12月期についても、引き続き鋳物の生産は
前年を上回って推移する見込みである。
足元の収益は非常に厳しい。年初に銑鉄の価格

引き上げがあった後、足元ではスクラップの値上が
りが続いており、副資材の価格上昇もあって、企業

の負担は増している。価格改訂の交渉を進める企
業もみられるが、スクラップや銑鉄の一段の値上が
りもありうることから、先行きも鋳物メーカーの収益
は厳しい状況が続く可能性が高い。

（5） 建設…前年を上回る
公共工事：7～9月期の公共工事は、前年を上回った
とみられる。手持ち工事量は多く人手の問題から、こ
れ以上増やせないとする業者もあり、繁忙な状況が
続いている。新規工事は選別受注が出来ることもあ
り、全体の工事量は落ち着いており、相応の収益も確
保できている。内容は、河川、橋梁の改修・補修など
の河川関連、公共施設の補修、耐震化の工事が多い。
河川関連は災害対策の点や、土地取得の必要が少
ないため、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きも、建設業者は相応の受注残を確保して

いることから、当面堅調に推移するとみられる。今後、
県内でも2020年の東京オリンピック・パラリンピック
関連のインフラ整備が本格化するとみられ、関連案
件の受注を期待している。また、自然災害が多くなっ
ていることもあり、災害対策や老朽化したインフラの
改修などが期待されている。現状の価格は、品質を
維持する上で適正な水準にあると考えられており、
当面は現状程度で推移する見込み。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年を上回った
とみられる。種別では引き続き建て替え、補修を含
めて病院、介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことなどから、工場やビ
ルのリフォームや耐震化工事に加え、物流関連や商
業、サービス関連も出てきている。大手ゼネコンが
優良工事を多く抱え、県内の工事を請け負わなく
なっている。県内建設業者が高値で請け負うように
なっており、建設業者の収益環境は良い。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。

住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年をやや
下回る推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、一部、駅に近い物件を除き販売がやや不調と
なっている。埼玉県におけるマンション契約率は、こ
のところ60％を切り、概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、在庫リスクが高まり、利幅も小さくなっている。浦
和や大宮など人気の駅に近い物件は高価格にかか
わらず売れているが、物件用の土地が少なくなって
きており、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、
全体的に供給、新規着工とも減少している。　
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。注文住宅、分譲住宅ともに需要は強い。雇用
や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料との
比較で購入する人も多い。マンションと違い、価格面
で顧客の要望と合った物件の供給が続いている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の強い
売り込み姿勢もあり、増加が続いていたが、本年度
に入り減少に転じている。
先行きは、価格が合わないものは売れなくなると

みられる。とくにマンションは建築費が高止まりして
おり価格が高くなっていることから、高価格で売れる
もの以外の供給は手控えられるとみられる。持ち家、
戸建分譲の先行きは現状程度の推移が見込まれる。
一方、貸家は先行き減少が見込まれる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を上回る
百貨店：7～9月期の売上は、前年をやや上回ったと
みられる。7月は前年割れとなったが、8月は前年が
台風などの天候不順の影響で減少した反動もあり
微増となった。食料品や化粧品などの雑貨が堅調
だったほか、催事などの企画への反応が良かった。
9月に入っても婦人服などの秋冬向けの商材が動
いており、売上は前年を上回ったようだ。四半期ごと
にみると、県内百貨店の売上は2015年7～9月期か
ら2017年4～6月期まで減少が続いていたが、7～9
月期は2年ぶりに前年を上回ったとみられる。潮目
が変わった、との指摘もあった。
富裕層やインバウンド（訪日外国人）による消費

が伸びている。富裕層向けには、時計や宝飾品、呉
服などが売れているほか、金工芸品や高級ブランド
品などを集めた上得意客向けの催事への反応も良
かった。富裕層が顧客である外商の売上も堅調だと
いう。県内でも外国人観光客が増えている観光地
では、インバウンド売上が伸びているところがあった。
化粧品などが人気だが、売上に占める割合はまだ
僅かという。
衣料品は復調の兆しがみえるものの、紳士服・婦
人服ともに長期にわたり低迷してきた。専門店や
ネット通販との競争が激しくなっているといった構造
的要因が影響しているとみられる。販売不振への
対策として、衣料品の売場面積を縮小するといった
対応がみられた。
ギフト品の解体セールに人気が集まるなど、ボ

リュームゾーンの中間層の価格志向は依然として
根強く、欲しいもの必要なものだけを買う実需志向
も強い。一方、値は張るが素材にこだわったサラダ
が売れるなど、節約一辺倒ではなく消費にメリハリ
を利かせている。
全体としてみると県内百貨店の売上はやや盛り
上がりに欠けているが、主力の衣料品に動きがある
など持ち直しの兆しもみられる。売上はこれまで減

少傾向が続いていたが、先行きは前年並みで推移
すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられる。品目別にみると、主力の食
料品や衣料品の売上が前年を上回った。7月は猛
暑日が多くセール時期と重なったこともあり、夏物衣
料や飲料・アイスクリームなどが伸びた。8月は気温
が低い日が多かったため、秋物衣料や毛布・布団な
どの住まいの品に動きがあった。
7～9月期は増加したものの販売が低迷する衣料
品では、売り場面積を縮小しテナントを誘致するな
どの動きがある。日用品や食料品の値下げの動きも
でてきており、競合店でも値下げが行われ、価格面
での競争が強まっているようだ。消費者の低価格志
向は根強く、不要不急の買い物を避ける実需志向
もある。顧客1人当たりの買い上げ点数が減ってき
ているという指摘もあった。
一方で、ＳＮＳなどで話題の新商品、健康志向の
商品などにはお金をかけている。価格が高めでも消
費者が価値を認めればよく売れており、低価格志向
一辺倒でもないようだ。
賃金は上昇しているものの、将来不安による生活
防衛意識が根強くあり、買い物姿勢にも慎重さが
残っている。先行きも、こうした状況に大きな変化は
見込まれず、売上は現状と同様に前年をやや上回
る程度で推移すると予想される。

●百貨店・スーパー販売額（前年比）の推移（埼玉県、既存店）

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

資料：東日本建設業保証㈱
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アンケート調査

埼玉県内企業の2017年夏の ボーナス支給状況

2017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
2017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
51.3％で、2016年夏の支給実績50.0％に比べ1.3ポ
イントの増加となった。また、「正社員のみ支給」とした
企業は41.3％で、前年実績の41.3％と同じであった。
一方、「支給しない」とする企業は7.4％となり、前年実
績の8.8％から1.4ポイント減少した。
「正社員・パートともに支給」とするところが増えて
おり、支給対象は広がっている。一方で、「支給しな
い」とするところは減少しており、人手不足への対応も
あり、ボーナスを支給する企業は増えている。
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66 .7％、非製造業では
43.9％であり、製造業で割合が高くなっている。前年
実績と比較すると、製造業では2.4ポイントの減少、
非製造業で3.6ポイントの増加となった。非製造業は
これまで製造業に比べ、「正社員のみ支給」とすると
ころが多かったが、支給対象を広げるところが多く
なっている。
また、「支給しない」は製造業で4.0％、非製造業で
9.0％であり、非製造業で割合が高いが、両業種とも
前年に比べて減少している。

一人当たりボーナス支給額
2017年夏のボーナス支給総額を支給対象人員で
割った、一人当たり支給額は442,968円となり、前年
実績の435,433円に比べ1.7％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169社を集計）。
当財団の実施している企業経営動向調査によると、
売上、利益改善の動きが続いていることに加え、人手不
足感も強まっていることから、2年連続で増加となった。
業種別にみると、製造業では550,799円と、前年の
529,412円から4.0％の増加となった。非製造業では
406,805円で前年の403,619円から0.8％の増加と
なった。前年調査では、前年比で製造業▲1.7％、非製
造業＋5.1％と製造業ではマイナス、非製造業での増
加が目立ったが、本年は製造業で大きな増加となった。

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
比▲17.1％と大幅な減少となった。その後、売上、利
益の改善や雇用調整が進んだことなどから、ボーナス
支給を回復する動きがみられ、2014年まで５年連続
で改善が続いた。
2015年は消費増税後の売上、利益改善の遅れな

どから、6年ぶりに減少に転じた。2016年は売上、利
益改善の動きがみられたことに加え、人手不足感も強
まったことから増加となり、本年も景気が持ち直してい
ることなどから、2年連続の増加となった。

2015年は一人当たり支給額同様、6年ぶりの減少と
なった。
2016年は一人当たり支給額同様2年ぶりに増加と

なり、本年も2年連続で増加となった。支給人員が増加
しているため、支給総額の増加幅は、一人当たり支給
額の増加幅より大きくなっている。

2017年冬のボーナス支給予定
2017年冬のボーナス支給予定については、2016
年冬のボーナスに比べて、「増加」23.0％、「変わらな
い」61.1％、「減少」10.6％、「支給しない」5.3％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。売上、利益の持ち直し、人手不足への対
応などから、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）

ボーナス支給総額と支給対象人員
アンケート回答企業の2017年夏のボーナス支給総
額は120億31百万円で、当該企業の前年実績115億
32百万円から4.3％の増加となった。前年夏の前年比
＋3.0％を上回り、2年連続の増加となった。
業種別の支給総額をみると、製造業が前年比6.0％

の増加、非製造業は同3.6％の増加となった。支給対象
人員は全体では前年比2.6％の増加、製造業で同
1.8％の増加、非製造業で同2.8％の増加となった。支
給総額では製造業で比較的大きな増加となった。支給
対象人員では、非製造業の増加が製造業を上回った。

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、2014年まで5年連続の増加となったが、

●2017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

51.3 
(50.0)
41.3 
(41.3)
7.4 
(8.8)

66.7 
(69.1)
29.3 
(24.7)
4.0 
(6.2)

43.9 
(40.3)
47.1 
(49.7)
9.0 

(10.1)

(%)

（　　）内は2016年実績

●2017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

169

60

109

442,968

550,799

406,805

一人当たり支給額
2017年 2016年

435,433

529,412

403,619

1.7

4.0

0.8

（社、円、％）

●2017年冬のボーナス支給予定     

全産業

製造業

非製造業

23.0

27.4

20.9

増加

61.1

60.3

61.4

変わらない

10.6

11.0

10.5

減少

5.3

1.4

7.2

支給しない

（％）

前年比

全産業

製造業

非製造業

27,160

6,821

20,339

支給対象人員支給総額
2017年 2016年

26,484

6,698

19,786

2.6

1.8

2.8

前年比

12,031

3,757

8,274

2017年 2016年

11,532

3,546

7,986

4.3

6.0

3.6

●2017年夏のボーナス支給総額と支給対象人員
（百万円、人、％）

●夏のボーナス支給総額（前年比）の推移

2017年7月中旬実施。対象企業数974社、
回答企業数240社、回答率24.6％。

●夏のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移

（％）
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わが国経済は、緩やかな回復基調が続いている。
設備投資や生産が持ち直し、個人消費も緩やかに
持ち直している。先行きについても、雇用・所得環境
の改善が続くなか、各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。先行きについても、緩やかな改善が
続くと見込まれる。
聞き取り調査の結果、7～9月期の天気図は、薄日

が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、
鉄鋼、百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きも、引き続き前年の水準を上回って推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向けの電気機械、電子部品・デバイスが好
調。情報通信機器は減少が続いている。先行き
は引き続き堅調な推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きは新型車の投入もあり、前年を上回って推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移すると見込まれる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年を上回った
とみられる。先行きも、引き続き堅調な推移が見
込まれる。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年を上回ったとみ
られる。先行きは、百貨店は前年並み、スーパーは
前年をやや上回る程度で推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。昨年の秋口から上向いてきたコンプ
レッサーは、引き続き好調に推移している。マシニン
グセンタについても、足元でやや減速しているもの
の、比較的底堅い動きをみせている。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
昨年の秋口に大きく落ち込んだ後は、総じてみれば
回復基調にある。
昨年の秋口から盛り返してきた食料品加工機械

は、春先よりは減速しているものの、前年の水準を
上回っている。
昨年、やや低調に推移していた医療用機械器具

も、年明け以降は持ち直している。金型は自動車向
けなどでは動きがみられるものの、総じてみれば弱
含みで推移している。省力化機器向けなどが好調
な歯車は、底堅い動きを続けている。
一般機械の生産は、機械受注の動きが比較的底

電子部品・デバイスについては、中国をはじめと
する海外におけるスマ－トフォン向けなどが好調だっ
た。ただ、スマ－トフォン向け電子部品は数量、価格
ともに変動が大きいため、敬遠するところもあるよう
だ。自動車向けも好調に推移している。自動車向け
は電子部品の種類も多く、自動ブレーキなど安全装
置の普及もあり今後とも期待できる。こうした部品
では、高い安全性、信頼性が求められることから、国
内生産の優位性はしばらく続くと考えられている。
県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを高め
ているところがみられる。
家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなって

いる。このため、家電向け電子部品の生産は、中国、
東南アジア、インドなどの需要に左右されている。こ
うした国ではエアコンなどの普及率の高まりに加え、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内製造部品への需要は強い。エアコンだけでなく、
冷蔵庫や洗濯機などについても同じ傾向がみられる。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップがみられることもあり、県内の生産は低調な
動きが続いている。本年に入り、大手電機メーカー
の携帯電話、スマートフォンなどを生産していた県
内の工場は生産を停止し、これら完成品の県内生
産はなくなっている。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け、自動車向けの電子部品の需要は引き続き好
調を持続すると見込まれる。自動車の電装化や海
外の家電向け製品の高度化、家電や情報機器では
アジア、インドなどでの需要増も期待され、使用され
る電子部品の点数増、単価増が期待される。

（3） 輸送機械…生産は前年を上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年を上回って推移した。前年を上回るのは昨年10
～12月期以降4期連続だが、伸び率は4～6月期に

部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みから前年を上回って推移したとみられ
ることから、自動車部品の生産も増加したようだ。
先行きについても、乗用車の生産は前年を上回り、

トラックの生産は前年並みで推移するとみられるこ
とから、部品メーカーの生産も横ばい圏内から前年
を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかに上回る
昨年の夏頃までは、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足が続いていたことから、鉄
筋コンクリート（RC）造を避ける動きがみられたが、
足元の人手不足感は一服している。現場の作業量
を減らすため、一部ではプレキャスト工法と呼ばれる、
工場で成形済みのコンクリート部材を現場に持ち込
む動きもあり、RC造の着工はやや持ち直している。
7～9月期の棒鋼の生産についても、前年をわずか
ながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きについては、地価の
高騰を受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢が
出始めている。
好調だった病院や介護施設などの医療関連施設

は、伸びがやや鈍化している。マンションについても、
都内で１億円を超えるような高額物件には、引き続
き投資物件としてのニーズがあるものの、実需中心
の郊外型のマンションでは、建設費用の上昇を受け
て、販売価格が高止まりしており、購入を手控える
動きがみられる。マンション販売業者の多くは、発売
戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、一
部では値引きなどの動きも出ているようだ。
原材料のスクラップ価格が上昇している。中国の
輸入は一服しているものの、ベトナムや台湾・インド
ネシアなどの輸入が伸びており、スクラップ価格を

堅いこともあり、先行きも前年の水準を上回って推
移するとみられる。
雇用面では、高齢社員の引退が続く一方、新たな
社員の採用は難しい状況が続いており、人員が不
足している企業が少なくない。

（2） 電気機械…前年を上回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体では前年に
比べ比較的大きな増加となった模様である。四半
期毎の電気機械の生産は、2016年から増加を続
けている。
国内の電気機械は消費者向けのいわゆる家電は
少なく、産業向けが多くなっている。日本のブランド
名で売られているものも、その多くは海外で生産さ
れている。県内に拠点を持つ電機メーカーも消費者
向けの家電から、産業向けの電気機械（装置、シス
テム等）にシフトしている。電子部品・デバイスも国
内の家電向けから、海外向け、産業向けにシフトを
続けている。このため、電気機械の生産は、消費者
の動向より、企業の設備投資やシステム開発、建設
投資などの影響を大きく受けるようになっている。
産業向けの電気機械は、景気や設備投資の持ち
直しに加え、企業の情報システムの高度化や大型
化、好調な建設需要などもあり、各種機器、装置に
係る制御装置や変換装置、計器類などをはじめとし
て全体に好調に推移した。

比べ鈍化した。登録車（普通＋小型乗用車）、軽自
動車ともに前年を上回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、1～3月期が前年比▲9.5％と前年を下回った
が、4～6月期は同＋3.4％と増加に転じた。新型車
の販売が好調なため、県内の生産も増加している。
7月の鉱工業生産指数は同▲1.5％と前年を下

回ったが、7～9月全体では前年を上回った模様だ。
足元の県内完成車メーカーの登録車の販売台数は
新型車効果もあり増加しており、これを反映し県内
生産も増加しているとみられる。
先行きについては、マイナーチェンジを含め新型
車の投入が予定されており、販売増が続くとみられ、
県内生産は前年を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。国内向けの生産は増加したが、
海外向けが減少しているとみられる。国内向けは、
インターネット通販の拡大などで物流向けの販売増
が続いているほか、首都圏の再開発や東京オリン
ピック・パラリンピックに向けた建設需要もあり堅調
に推移している。9月の排ガス規制強化前の駆け込
み購入もあったようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きについても、国内向けは堅調が続くと予想さ
れ、生産は前年並みで推移するとみられる。

押し上げている。電気料金は落ち着いているものの、
スクラップのみならず、電極などの副資材価格も上
昇しており、製品価格とのスプレッド縮小に伴って、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の施設整備案件なども徐々
に本格化している。10～12月期の鉄鋼の生産につ
いては、緩やかながらも前年を上回る程度の水準で
推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管については、やや弱
めに推移しているものの、工作機械向けが、比較的
底堅い動きになっている。低調に推移していた鋳物
の生産は、足元で徐々に持ち直している。
10～12月期についても、引き続き鋳物の生産は
前年を上回って推移する見込みである。
足元の収益は非常に厳しい。年初に銑鉄の価格

引き上げがあった後、足元ではスクラップの値上が
りが続いており、副資材の価格上昇もあって、企業

の負担は増している。価格改訂の交渉を進める企
業もみられるが、スクラップや銑鉄の一段の値上が
りもありうることから、先行きも鋳物メーカーの収益
は厳しい状況が続く可能性が高い。

（5） 建設…前年を上回る
公共工事：7～9月期の公共工事は、前年を上回った
とみられる。手持ち工事量は多く人手の問題から、こ
れ以上増やせないとする業者もあり、繁忙な状況が
続いている。新規工事は選別受注が出来ることもあ
り、全体の工事量は落ち着いており、相応の収益も確
保できている。内容は、河川、橋梁の改修・補修など
の河川関連、公共施設の補修、耐震化の工事が多い。
河川関連は災害対策の点や、土地取得の必要が少
ないため、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きも、建設業者は相応の受注残を確保して

いることから、当面堅調に推移するとみられる。今後、
県内でも2020年の東京オリンピック・パラリンピック
関連のインフラ整備が本格化するとみられ、関連案
件の受注を期待している。また、自然災害が多くなっ
ていることもあり、災害対策や老朽化したインフラの
改修などが期待されている。現状の価格は、品質を
維持する上で適正な水準にあると考えられており、
当面は現状程度で推移する見込み。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年を上回った
とみられる。種別では引き続き建て替え、補修を含
めて病院、介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことなどから、工場やビ
ルのリフォームや耐震化工事に加え、物流関連や商
業、サービス関連も出てきている。大手ゼネコンが
優良工事を多く抱え、県内の工事を請け負わなく
なっている。県内建設業者が高値で請け負うように
なっており、建設業者の収益環境は良い。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。

住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年をやや
下回る推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、一部、駅に近い物件を除き販売がやや不調と
なっている。埼玉県におけるマンション契約率は、こ
のところ60％を切り、概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、在庫リスクが高まり、利幅も小さくなっている。浦
和や大宮など人気の駅に近い物件は高価格にかか
わらず売れているが、物件用の土地が少なくなって
きており、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、
全体的に供給、新規着工とも減少している。　
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。注文住宅、分譲住宅ともに需要は強い。雇用
や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料との
比較で購入する人も多い。マンションと違い、価格面
で顧客の要望と合った物件の供給が続いている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の強い
売り込み姿勢もあり、増加が続いていたが、本年度
に入り減少に転じている。
先行きは、価格が合わないものは売れなくなると

みられる。とくにマンションは建築費が高止まりして
おり価格が高くなっていることから、高価格で売れる
もの以外の供給は手控えられるとみられる。持ち家、
戸建分譲の先行きは現状程度の推移が見込まれる。
一方、貸家は先行き減少が見込まれる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を上回る
百貨店：7～9月期の売上は、前年をやや上回ったと
みられる。7月は前年割れとなったが、8月は前年が
台風などの天候不順の影響で減少した反動もあり
微増となった。食料品や化粧品などの雑貨が堅調
だったほか、催事などの企画への反応が良かった。
9月に入っても婦人服などの秋冬向けの商材が動
いており、売上は前年を上回ったようだ。四半期ごと
にみると、県内百貨店の売上は2015年7～9月期か
ら2017年4～6月期まで減少が続いていたが、7～9
月期は2年ぶりに前年を上回ったとみられる。潮目
が変わった、との指摘もあった。
富裕層やインバウンド（訪日外国人）による消費

が伸びている。富裕層向けには、時計や宝飾品、呉
服などが売れているほか、金工芸品や高級ブランド
品などを集めた上得意客向けの催事への反応も良
かった。富裕層が顧客である外商の売上も堅調だと
いう。県内でも外国人観光客が増えている観光地
では、インバウンド売上が伸びているところがあった。
化粧品などが人気だが、売上に占める割合はまだ
僅かという。
衣料品は復調の兆しがみえるものの、紳士服・婦
人服ともに長期にわたり低迷してきた。専門店や
ネット通販との競争が激しくなっているといった構造
的要因が影響しているとみられる。販売不振への
対策として、衣料品の売場面積を縮小するといった
対応がみられた。
ギフト品の解体セールに人気が集まるなど、ボ

リュームゾーンの中間層の価格志向は依然として
根強く、欲しいもの必要なものだけを買う実需志向
も強い。一方、値は張るが素材にこだわったサラダ
が売れるなど、節約一辺倒ではなく消費にメリハリ
を利かせている。
全体としてみると県内百貨店の売上はやや盛り
上がりに欠けているが、主力の衣料品に動きがある
など持ち直しの兆しもみられる。売上はこれまで減

少傾向が続いていたが、先行きは前年並みで推移
すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられる。品目別にみると、主力の食
料品や衣料品の売上が前年を上回った。7月は猛
暑日が多くセール時期と重なったこともあり、夏物衣
料や飲料・アイスクリームなどが伸びた。8月は気温
が低い日が多かったため、秋物衣料や毛布・布団な
どの住まいの品に動きがあった。
7～9月期は増加したものの販売が低迷する衣料
品では、売り場面積を縮小しテナントを誘致するな
どの動きがある。日用品や食料品の値下げの動きも
でてきており、競合店でも値下げが行われ、価格面
での競争が強まっているようだ。消費者の低価格志
向は根強く、不要不急の買い物を避ける実需志向
もある。顧客1人当たりの買い上げ点数が減ってき
ているという指摘もあった。
一方で、ＳＮＳなどで話題の新商品、健康志向の
商品などにはお金をかけている。価格が高めでも消
費者が価値を認めればよく売れており、低価格志向
一辺倒でもないようだ。
賃金は上昇しているものの、将来不安による生活
防衛意識が根強くあり、買い物姿勢にも慎重さが
残っている。先行きも、こうした状況に大きな変化は
見込まれず、売上は現状と同様に前年をやや上回
る程度で推移すると予想される。
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アンケート調査

埼玉県内企業の2017年夏の ボーナス支給状況

2017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
2017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
51.3％で、2016年夏の支給実績50.0％に比べ1.3ポ
イントの増加となった。また、「正社員のみ支給」とした
企業は41.3％で、前年実績の41.3％と同じであった。
一方、「支給しない」とする企業は7.4％となり、前年実
績の8.8％から1.4ポイント減少した。
「正社員・パートともに支給」とするところが増えて
おり、支給対象は広がっている。一方で、「支給しな
い」とするところは減少しており、人手不足への対応も
あり、ボーナスを支給する企業は増えている。
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66 .7％、非製造業では
43.9％であり、製造業で割合が高くなっている。前年
実績と比較すると、製造業では2.4ポイントの減少、
非製造業で3.6ポイントの増加となった。非製造業は
これまで製造業に比べ、「正社員のみ支給」とすると
ころが多かったが、支給対象を広げるところが多く
なっている。
また、「支給しない」は製造業で4.0％、非製造業で
9.0％であり、非製造業で割合が高いが、両業種とも
前年に比べて減少している。

一人当たりボーナス支給額
2017年夏のボーナス支給総額を支給対象人員で
割った、一人当たり支給額は442,968円となり、前年
実績の435,433円に比べ1.7％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169社を集計）。
当財団の実施している企業経営動向調査によると、
売上、利益改善の動きが続いていることに加え、人手不
足感も強まっていることから、2年連続で増加となった。
業種別にみると、製造業では550,799円と、前年の
529,412円から4.0％の増加となった。非製造業では
406,805円で前年の403,619円から0.8％の増加と
なった。前年調査では、前年比で製造業▲1.7％、非製
造業＋5.1％と製造業ではマイナス、非製造業での増
加が目立ったが、本年は製造業で大きな増加となった。

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
比▲17.1％と大幅な減少となった。その後、売上、利
益の改善や雇用調整が進んだことなどから、ボーナス
支給を回復する動きがみられ、2014年まで５年連続
で改善が続いた。
2015年は消費増税後の売上、利益改善の遅れな

どから、6年ぶりに減少に転じた。2016年は売上、利
益改善の動きがみられたことに加え、人手不足感も強
まったことから増加となり、本年も景気が持ち直してい
ることなどから、2年連続の増加となった。

2015年は一人当たり支給額同様、6年ぶりの減少と
なった。
2016年は一人当たり支給額同様2年ぶりに増加と

なり、本年も2年連続で増加となった。支給人員が増加
しているため、支給総額の増加幅は、一人当たり支給
額の増加幅より大きくなっている。

2017年冬のボーナス支給予定
2017年冬のボーナス支給予定については、2016
年冬のボーナスに比べて、「増加」23.0％、「変わらな
い」61.1％、「減少」10.6％、「支給しない」5.3％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。売上、利益の持ち直し、人手不足への対
応などから、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）

ボーナス支給総額と支給対象人員
アンケート回答企業の2017年夏のボーナス支給総
額は120億31百万円で、当該企業の前年実績115億
32百万円から4.3％の増加となった。前年夏の前年比
＋3.0％を上回り、2年連続の増加となった。
業種別の支給総額をみると、製造業が前年比6.0％

の増加、非製造業は同3.6％の増加となった。支給対象
人員は全体では前年比2.6％の増加、製造業で同
1.8％の増加、非製造業で同2.8％の増加となった。支
給総額では製造業で比較的大きな増加となった。支給
対象人員では、非製造業の増加が製造業を上回った。

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、2014年まで5年連続の増加となったが、

●2017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

51.3 
(50.0)
41.3 
(41.3)
7.4 
(8.8)

66.7 
(69.1)
29.3 
(24.7)
4.0 
(6.2)

43.9 
(40.3)
47.1 
(49.7)
9.0 

(10.1)

(%)

（　　）内は2016年実績

●2017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
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60

109

442,968

550,799

406,805

一人当たり支給額
2017年 2016年

435,433

529,412

403,619

1.7

4.0

0.8

（社、円、％）

●2017年冬のボーナス支給予定     
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前年比
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2.6

1.8

2.8

前年比

12,031
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4.3

6.0

3.6

●2017年夏のボーナス支給総額と支給対象人員
（百万円、人、％）

●夏のボーナス支給総額（前年比）の推移

2017年7月中旬実施。対象企業数974社、
回答企業数240社、回答率24.6％。

●夏のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移

（％）

2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017年2013

▲17.6

▲3.0

5.6

2.4 2.1
0.9

8.4

4.3
3.0

▲20

▲15

▲10

▲5

0

5

10

（％）

2009 2010 2011 2012 2014 20162015 2017年2013

▲17.1

8.5

2.8 1.9 2.4
3.5

1.71.9

▲3.6

▲20

▲15

▲10

▲5

0

5

10

わが国経済は、緩やかな回復基調が続いている。
設備投資や生産が持ち直し、個人消費も緩やかに
持ち直している。先行きについても、雇用・所得環境
の改善が続くなか、各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。先行きについても、緩やかな改善が
続くと見込まれる。
聞き取り調査の結果、7～9月期の天気図は、薄日

が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が一般機械、電気機械、建設、曇が輸送機械、
鉄鋼、百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きも、引き続き前年の水準を上回って推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向けの電気機械、電子部品・デバイスが好
調。情報通信機器は減少が続いている。先行き
は引き続き堅調な推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きは新型車の投入もあり、前年を上回って推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移すると見込まれる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年を上回った
とみられる。先行きも、引き続き堅調な推移が見
込まれる。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年を上回ったとみ
られる。先行きは、百貨店は前年並み、スーパーは
前年をやや上回る程度で推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。昨年の秋口から上向いてきたコンプ
レッサーは、引き続き好調に推移している。マシニン
グセンタについても、足元でやや減速しているもの
の、比較的底堅い動きをみせている。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、海
外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の競争が
激化しており、個社別の業績にはバラツキがみられ
る。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大
きいが、このところ低調に推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
昨年の秋口に大きく落ち込んだ後は、総じてみれば
回復基調にある。
昨年の秋口から盛り返してきた食料品加工機械

は、春先よりは減速しているものの、前年の水準を
上回っている。
昨年、やや低調に推移していた医療用機械器具

も、年明け以降は持ち直している。金型は自動車向
けなどでは動きがみられるものの、総じてみれば弱
含みで推移している。省力化機器向けなどが好調
な歯車は、底堅い動きを続けている。
一般機械の生産は、機械受注の動きが比較的底

電子部品・デバイスについては、中国をはじめと
する海外におけるスマ－トフォン向けなどが好調だっ
た。ただ、スマ－トフォン向け電子部品は数量、価格
ともに変動が大きいため、敬遠するところもあるよう
だ。自動車向けも好調に推移している。自動車向け
は電子部品の種類も多く、自動ブレーキなど安全装
置の普及もあり今後とも期待できる。こうした部品
では、高い安全性、信頼性が求められることから、国
内生産の優位性はしばらく続くと考えられている。
県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを高め
ているところがみられる。
家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなって

いる。このため、家電向け電子部品の生産は、中国、
東南アジア、インドなどの需要に左右されている。こ
うした国ではエアコンなどの普及率の高まりに加え、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内製造部品への需要は強い。エアコンだけでなく、
冷蔵庫や洗濯機などについても同じ傾向がみられる。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップがみられることもあり、県内の生産は低調な
動きが続いている。本年に入り、大手電機メーカー
の携帯電話、スマートフォンなどを生産していた県
内の工場は生産を停止し、これら完成品の県内生
産はなくなっている。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け、自動車向けの電子部品の需要は引き続き好
調を持続すると見込まれる。自動車の電装化や海
外の家電向け製品の高度化、家電や情報機器では
アジア、インドなどでの需要増も期待され、使用され
る電子部品の点数増、単価増が期待される。

（3） 輸送機械…生産は前年を上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年を上回って推移した。前年を上回るのは昨年10
～12月期以降4期連続だが、伸び率は4～6月期に

部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年並みから前年を上回って推移したとみられ
ることから、自動車部品の生産も増加したようだ。
先行きについても、乗用車の生産は前年を上回り、

トラックの生産は前年並みで推移するとみられるこ
とから、部品メーカーの生産も横ばい圏内から前年
を上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をわずかに上回る
昨年の夏頃までは、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足が続いていたことから、鉄
筋コンクリート（RC）造を避ける動きがみられたが、
足元の人手不足感は一服している。現場の作業量
を減らすため、一部ではプレキャスト工法と呼ばれる、
工場で成形済みのコンクリート部材を現場に持ち込
む動きもあり、RC造の着工はやや持ち直している。
7～9月期の棒鋼の生産についても、前年をわずか
ながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きについては、地価の
高騰を受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢が
出始めている。
好調だった病院や介護施設などの医療関連施設

は、伸びがやや鈍化している。マンションについても、
都内で１億円を超えるような高額物件には、引き続
き投資物件としてのニーズがあるものの、実需中心
の郊外型のマンションでは、建設費用の上昇を受け
て、販売価格が高止まりしており、購入を手控える
動きがみられる。マンション販売業者の多くは、発売
戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、一
部では値引きなどの動きも出ているようだ。
原材料のスクラップ価格が上昇している。中国の
輸入は一服しているものの、ベトナムや台湾・インド
ネシアなどの輸入が伸びており、スクラップ価格を

堅いこともあり、先行きも前年の水準を上回って推
移するとみられる。
雇用面では、高齢社員の引退が続く一方、新たな
社員の採用は難しい状況が続いており、人員が不
足している企業が少なくない。

（2） 電気機械…前年を上回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体では前年に
比べ比較的大きな増加となった模様である。四半
期毎の電気機械の生産は、2016年から増加を続
けている。
国内の電気機械は消費者向けのいわゆる家電は
少なく、産業向けが多くなっている。日本のブランド
名で売られているものも、その多くは海外で生産さ
れている。県内に拠点を持つ電機メーカーも消費者
向けの家電から、産業向けの電気機械（装置、シス
テム等）にシフトしている。電子部品・デバイスも国
内の家電向けから、海外向け、産業向けにシフトを
続けている。このため、電気機械の生産は、消費者
の動向より、企業の設備投資やシステム開発、建設
投資などの影響を大きく受けるようになっている。
産業向けの電気機械は、景気や設備投資の持ち
直しに加え、企業の情報システムの高度化や大型
化、好調な建設需要などもあり、各種機器、装置に
係る制御装置や変換装置、計器類などをはじめとし
て全体に好調に推移した。

比べ鈍化した。登録車（普通＋小型乗用車）、軽自
動車ともに前年を上回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、1～3月期が前年比▲9.5％と前年を下回った
が、4～6月期は同＋3.4％と増加に転じた。新型車
の販売が好調なため、県内の生産も増加している。
7月の鉱工業生産指数は同▲1.5％と前年を下

回ったが、7～9月全体では前年を上回った模様だ。
足元の県内完成車メーカーの登録車の販売台数は
新型車効果もあり増加しており、これを反映し県内
生産も増加しているとみられる。
先行きについては、マイナーチェンジを含め新型
車の投入が予定されており、販売増が続くとみられ、
県内生産は前年を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。国内向けの生産は増加したが、
海外向けが減少しているとみられる。国内向けは、
インターネット通販の拡大などで物流向けの販売増
が続いているほか、首都圏の再開発や東京オリン
ピック・パラリンピックに向けた建設需要もあり堅調
に推移している。9月の排ガス規制強化前の駆け込
み購入もあったようだ。
排ガス規制に対応した新型車も投入されており、
先行きについても、国内向けは堅調が続くと予想さ
れ、生産は前年並みで推移するとみられる。

押し上げている。電気料金は落ち着いているものの、
スクラップのみならず、電極などの副資材価格も上
昇しており、製品価格とのスプレッド縮小に伴って、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の施設整備案件なども徐々
に本格化している。10～12月期の鉄鋼の生産につ
いては、緩やかながらも前年を上回る程度の水準で
推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干上回った。
海外の需要回復を受けて、建設機械向けは緩やか
ながらも戻りつつある。鋳鉄管については、やや弱
めに推移しているものの、工作機械向けが、比較的
底堅い動きになっている。低調に推移していた鋳物
の生産は、足元で徐々に持ち直している。
10～12月期についても、引き続き鋳物の生産は
前年を上回って推移する見込みである。
足元の収益は非常に厳しい。年初に銑鉄の価格

引き上げがあった後、足元ではスクラップの値上が
りが続いており、副資材の価格上昇もあって、企業

の負担は増している。価格改訂の交渉を進める企
業もみられるが、スクラップや銑鉄の一段の値上が
りもありうることから、先行きも鋳物メーカーの収益
は厳しい状況が続く可能性が高い。

（5） 建設…前年を上回る
公共工事：7～9月期の公共工事は、前年を上回った
とみられる。手持ち工事量は多く人手の問題から、こ
れ以上増やせないとする業者もあり、繁忙な状況が
続いている。新規工事は選別受注が出来ることもあ
り、全体の工事量は落ち着いており、相応の収益も確
保できている。内容は、河川、橋梁の改修・補修など
の河川関連、公共施設の補修、耐震化の工事が多い。
河川関連は災害対策の点や、土地取得の必要が少
ないため、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きも、建設業者は相応の受注残を確保して

いることから、当面堅調に推移するとみられる。今後、
県内でも2020年の東京オリンピック・パラリンピック
関連のインフラ整備が本格化するとみられ、関連案
件の受注を期待している。また、自然災害が多くなっ
ていることもあり、災害対策や老朽化したインフラの
改修などが期待されている。現状の価格は、品質を
維持する上で適正な水準にあると考えられており、
当面は現状程度で推移する見込み。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年を上回った
とみられる。種別では引き続き建て替え、補修を含
めて病院、介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことなどから、工場やビ
ルのリフォームや耐震化工事に加え、物流関連や商
業、サービス関連も出てきている。大手ゼネコンが
優良工事を多く抱え、県内の工事を請け負わなく
なっている。県内建設業者が高値で請け負うように
なっており、建設業者の収益環境は良い。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。

住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年をやや
下回る推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高くなって

おり、一部、駅に近い物件を除き販売がやや不調と
なっている。埼玉県におけるマンション契約率は、こ
のところ60％を切り、概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、在庫リスクが高まり、利幅も小さくなっている。浦
和や大宮など人気の駅に近い物件は高価格にかか
わらず売れているが、物件用の土地が少なくなって
きており、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、
全体的に供給、新規着工とも減少している。　
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。注文住宅、分譲住宅ともに需要は強い。雇用
や所得が安定しており、金利も低く、賃貸の賃料との
比較で購入する人も多い。マンションと違い、価格面
で顧客の要望と合った物件の供給が続いている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の強い
売り込み姿勢もあり、増加が続いていたが、本年度
に入り減少に転じている。
先行きは、価格が合わないものは売れなくなると

みられる。とくにマンションは建築費が高止まりして
おり価格が高くなっていることから、高価格で売れる
もの以外の供給は手控えられるとみられる。持ち家、
戸建分譲の先行きは現状程度の推移が見込まれる。
一方、貸家は先行き減少が見込まれる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を上回る
百貨店：7～9月期の売上は、前年をやや上回ったと
みられる。7月は前年割れとなったが、8月は前年が
台風などの天候不順の影響で減少した反動もあり
微増となった。食料品や化粧品などの雑貨が堅調
だったほか、催事などの企画への反応が良かった。
9月に入っても婦人服などの秋冬向けの商材が動
いており、売上は前年を上回ったようだ。四半期ごと
にみると、県内百貨店の売上は2015年7～9月期か
ら2017年4～6月期まで減少が続いていたが、7～9
月期は2年ぶりに前年を上回ったとみられる。潮目
が変わった、との指摘もあった。
富裕層やインバウンド（訪日外国人）による消費

が伸びている。富裕層向けには、時計や宝飾品、呉
服などが売れているほか、金工芸品や高級ブランド
品などを集めた上得意客向けの催事への反応も良
かった。富裕層が顧客である外商の売上も堅調だと
いう。県内でも外国人観光客が増えている観光地
では、インバウンド売上が伸びているところがあった。
化粧品などが人気だが、売上に占める割合はまだ
僅かという。
衣料品は復調の兆しがみえるものの、紳士服・婦
人服ともに長期にわたり低迷してきた。専門店や
ネット通販との競争が激しくなっているといった構造
的要因が影響しているとみられる。販売不振への
対策として、衣料品の売場面積を縮小するといった
対応がみられた。
ギフト品の解体セールに人気が集まるなど、ボ

リュームゾーンの中間層の価格志向は依然として
根強く、欲しいもの必要なものだけを買う実需志向
も強い。一方、値は張るが素材にこだわったサラダ
が売れるなど、節約一辺倒ではなく消費にメリハリ
を利かせている。
全体としてみると県内百貨店の売上はやや盛り
上がりに欠けているが、主力の衣料品に動きがある
など持ち直しの兆しもみられる。売上はこれまで減

少傾向が続いていたが、先行きは前年並みで推移
すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられる。品目別にみると、主力の食
料品や衣料品の売上が前年を上回った。7月は猛
暑日が多くセール時期と重なったこともあり、夏物衣
料や飲料・アイスクリームなどが伸びた。8月は気温
が低い日が多かったため、秋物衣料や毛布・布団な
どの住まいの品に動きがあった。
7～9月期は増加したものの販売が低迷する衣料
品では、売り場面積を縮小しテナントを誘致するな
どの動きがある。日用品や食料品の値下げの動きも
でてきており、競合店でも値下げが行われ、価格面
での競争が強まっているようだ。消費者の低価格志
向は根強く、不要不急の買い物を避ける実需志向
もある。顧客1人当たりの買い上げ点数が減ってき
ているという指摘もあった。
一方で、ＳＮＳなどで話題の新商品、健康志向の
商品などにはお金をかけている。価格が高めでも消
費者が価値を認めればよく売れており、低価格志向
一辺倒でもないようだ。
賃金は上昇しているものの、将来不安による生活
防衛意識が根強くあり、買い物姿勢にも慎重さが
残っている。先行きも、こうした状況に大きな変化は
見込まれず、売上は現状と同様に前年をやや上回
る程度で推移すると予想される。
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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：90.9（前月比▲2.2ポイント）、一致指数：130.9
（同＋3.5ポイント）、遅行指数：118.6（同＋1.4ポイン
ト）となった。
先行指数は2カ月ぶりに下降した。
一致指数は3カ月ぶりの上昇となった。基調判断と

なる3カ月後方移動平均は、前月比▲0.20ポイント
と、4カ月ぶりに下降した。埼玉県は、景気の基調判断
を、15カ月連続で「改善を示している」としている。
遅行指数は6カ月連続で上昇した。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が3カ月連続で増加

8月の百貨店・スーパー販売額は804億円、前年
比＋1.1％（既存店）と3カ月連続で増加した。業態別
では、百貨店（同＋0.1％）、スーパー（同＋1.3％）とも
に増加した。新設店を含む全店ベースの販売額は
同＋0.4％と2カ月連続で増加した。
9月の新車販売台数（乗用車）は15,221台、前年
比＋1.5％と2カ月連続で増加した。車種別では普通
乗用車が8,087台（同▲6.2％）、小型乗用車は
7,134台（同＋11.8％）だった。

住 宅 4カ月連続で前年を下回る

8月の新設住宅着工戸数は5,420戸、前年比
▲2.9％と4カ月連続で前年を下回った。
利用関係別では、貸家は2,473戸（前年比＋
8.8％）と、4カ月ぶりに増加したものの、持家は
1,217戸（同▲6.8％）と、4カ月連続で減少し、分譲
も1,680戸（同▲15.0％）と3カ月ぶりに減少した。　
分譲住宅は、マンションは450戸（同＋19.4％）と、
2カ月連続で増加したものの、戸建は1,221戸（同
▲20.1％）と3カ月ぶりに減少した。

公共工事 2カ月ぶりに前年を下回る

9月の公共工事請負金額は394億円、前年比
▲4.4％と2カ月ぶりに前年を下回った。2017年4月
～9月までの累計でも、同▲4.4％と前年を下回って
いる。
発注者別では、都道府県（前年比＋38.6％）と市
町村（同＋11 . 7％）は増加したものの、国（同
▲22.6％）と独立行政法人等（同▲79.0％）が減少
した。
なお、9月の請負件数は956件（同＋2.9％）と前年

を上回っている。

生 産 3カ月ぶりに上昇

7月の鉱工業指数をみると、生産指数は98.4、前
月比＋6.5％と3カ月ぶりに上昇した。
業種別では、業務用機械、生産用機械、化学など
11業種が増加したものの、輸送機械、家具、電気機
械など12業種が低下した。
在庫指数は120.3、前月比▲0.5％と5カ月ぶりに
低下した。
業種別では、電気機械、非鉄金属、電子部品・デ

バイスなど8業種が増加したものの、生産用機械、家
具、輸送機械など12業種が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.26倍

8月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.02ポイント上昇の1.26倍となった。　
有効求職者数が81,783人（前年比▲2.8％）と、
87カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
97,622人（同＋14.9％）と、50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ポイント上昇の1.97倍となっている。
なお、8月の就業地別有効求人倍率（季節調整値）
は、前月から0.01ポイント上昇の1.42倍であった。
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7月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：90.9（前月比▲2.2ポイント）、一致指数：130.9
（同＋3.5ポイント）、遅行指数：118.6（同＋1.4ポイン
ト）となった。
先行指数は2カ月ぶりに下降した。
一致指数は3カ月ぶりの上昇となった。基調判断と

なる3カ月後方移動平均は、前月比▲0.20ポイント
と、4カ月ぶりに下降した。埼玉県は、景気の基調判断
を、15カ月連続で「改善を示している」としている。
遅行指数は6カ月連続で上昇した。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が3カ月連続で増加

8月の百貨店・スーパー販売額は804億円、前年
比＋1.1％（既存店）と3カ月連続で増加した。業態別
では、百貨店（同＋0.1％）、スーパー（同＋1.3％）とも
に増加した。新設店を含む全店ベースの販売額は
同＋0.4％と2カ月連続で増加した。
9月の新車販売台数（乗用車）は15,221台、前年
比＋1.5％と2カ月連続で増加した。車種別では普通
乗用車が8,087台（同▲6.2％）、小型乗用車は
7,134台（同＋11.8％）だった。

住 宅 4カ月連続で前年を下回る

8月の新設住宅着工戸数は5,420戸、前年比
▲2.9％と4カ月連続で前年を下回った。
利用関係別では、貸家は2,473戸（前年比＋
8.8％）と、4カ月ぶりに増加したものの、持家は
1,217戸（同▲6.8％）と、4カ月連続で減少し、分譲
も1,680戸（同▲15.0％）と3カ月ぶりに減少した。　
分譲住宅は、マンションは450戸（同＋19.4％）と、
2カ月連続で増加したものの、戸建は1,221戸（同
▲20.1％）と3カ月ぶりに減少した。

公共工事 2カ月ぶりに前年を下回る

9月の公共工事請負金額は394億円、前年比
▲4.4％と2カ月ぶりに前年を下回った。2017年4月
～9月までの累計でも、同▲4.4％と前年を下回って
いる。
発注者別では、都道府県（前年比＋38.6％）と市
町村（同＋11 . 7％）は増加したものの、国（同
▲22.6％）と独立行政法人等（同▲79.0％）が減少
した。
なお、9月の請負件数は956件（同＋2.9％）と前年

を上回っている。

生 産 3カ月ぶりに上昇

7月の鉱工業指数をみると、生産指数は98.4、前
月比＋6.5％と3カ月ぶりに上昇した。
業種別では、業務用機械、生産用機械、化学など
11業種が増加したものの、輸送機械、家具、電気機
械など12業種が低下した。
在庫指数は120.3、前月比▲0.5％と5カ月ぶりに
低下した。
業種別では、電気機械、非鉄金属、電子部品・デ

バイスなど8業種が増加したものの、生産用機械、家
具、輸送機械など12業種が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.26倍

8月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.02ポイント上昇の1.26倍となった。　
有効求職者数が81,783人（前年比▲2.8％）と、
87カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
97,622人（同＋14.9％）と、50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ポイント上昇の1.97倍となっている。
なお、8月の就業地別有効求人倍率（季節調整値）
は、前月から0.01ポイント上昇の1.42倍であった。

%戸

年月

新設住宅着工戸数の推移

給与

貸家

持家

分譲

資料：国土交通省

公共工事請負金額の推移

資料：東日本建設業保証㈱  関東：埼玉、東京、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬
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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2017.11埼玉りそな経済情報2017.11

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

158,230

156,168

147,166

152,979

13,231

10,165

15,000

11,475

13,074

12,835

12,884

15,090

20,938

9,933

11,098

14,381

12,949

10,666

15,221

▲ 4.2

▲ 1.3

▲ 5.8

3.9

▲ 0.9

2.8

4.7

▲ 2.5

16.5

13.4

11.9

12.8

13.4

3.4

2.7

7.1

▲ 2.1

4.9

1.5

2,872,111

2,860,472

2,704,485

2,801,491

244,215

190,749

269,713

209,836

235,871

227,766

229,100

273,860

398,048

195,874

206,935

274,000

241,127

196,169

276,049

▲ 4.7

▲ 0.4

▲ 5.5

3.6

▲ 0.6

5.5

3.8

1.6

16.2

11.5

8.9

14.4

14.8

6.1

6.7

10.3

▲ 1.3

2.8

2.3

483

403

359

354

38

38

29

27

27

38

22

30

30

31

40

32

36

35

26

74,225

56,640

36,187

65,358

11,792

4,485

6,633

3,138

3,470

15,013

1,662

5,140

2,807

2,984

3,537

4,909

3,148

6,638

1,720

10,855

9,731

8,812

8,446

712

726

649

683

693

710

605

688

786

680

802

706

714

639

679

2,782,347

1,874,065

2,112,382

2,006,119

124,019

126,049

85,063

111,235

594,484

171,666

128,487

115,834

166,801

104,060

106,917

1,588,339

109,885

92,375

115,802

96.4

99.1

100.0

99.7

99.5

99.5

99.5

100.1

99.9

99.8

99.4

99.4

99.7

100.1

100.2

100.0

99.8

100.0

0.6

2.8

0.9

▲ 0.3

▲ 0.5

▲ 0.7

▲ 0.7

0.0

0.2

0.0

▲ 0.1

▲ 0.3

0.1

0.3

0.4

0.2

0.2

0.5

96.6

99.2

100.0

99.9

99.6

99.7

99.8

100.4

100.4

100.1

100.0

99.8

99.9

100.3

100.4

100.2

100.1

100.3

0.4

2.7

0.8

▲ 0.1

▲ 0.4

▲ 0.5

▲ 0.5

0.1

0.5

0.3

0.4

0.3

0.2

0.4

0.4

0.4

0.4

0.7

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

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

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

93.1

97.6

95.5

95.1

94.8

96.6

96.3

93.1

93.9

94.5

96.0

93.3

88.4

96.9

96.4

92.4

98.4

▲ 3.3

4.8

▲ 2.2

▲ 0.4

▲ 0.5

1.9

▲ 0.3

▲ 3.3

0.9

0.6

1.6

▲ 2.8

▲ 5.3

9.6

▲ 0.5

▲ 4.1

6.5

97.0

99.0

97.8

97.7

97.0

98.3

98.6

98.9

99.9

100.6

98.5

101.7

99.8

103.8

100.1

102.3

101.5

103.5

▲ 0.8

2.1

▲ 1.2

▲ 0.1

0.0

1.3

0.3

0.3

1.0

0.7

▲ 2.1

3.2

▲ 1.9

4.0

▲ 3.6

2.2

▲ 0.8

2.0

112.2

170.6

145.3

123.9

127.1

125.8

120.0

116.7

116.7

115.2

114.7

114.3

115.9

117.3

118.6

120.9

120.3

▲ 21.5

52.0

▲ 14.8

▲ 14.7

0.1

▲ 1.0

▲ 4.6

▲ 2.8

0.0

▲ 1.3

▲ 0.4

▲ 0.3

1.4

1.2

1.1

1.9

▲ 0.5

105.7

112.3

112.3

106.4

110.5

110.5

109.9

108.5

106.6

107.3

107.4

108.1

109.7

111.3

111.3

109.1

107.9

107.3

▲ 4.3

6.2

0.0

▲ 5.3

▲ 1.7

0.0

▲ 0.5

▲ 1.3

▲ 1.8

0.7

0.1

0.7

1.5

1.5

0.0

▲ 2.0

▲ 1.1

▲ 0.6

3,378

3,038

2,376

2,391

159

247

179

235

264

146

155

289

339

225

143

334

285

328

24.9

▲ 10.1

▲ 21.8

0.6

▲ 29.7

21.0

85.7

5.4

50.3

▲ 16.7

43.3

0.5

86.8

39.8

▲ 45.6

110.1

79.4

32.8

56,127

53,818

50,515

50,753

3,862

4,877

4,463

4,093

4,199

4,177

4,218

4,340

3,516

4,601

4,497

4,804

4,559

4,718

11.8

▲ 4.1

▲ 6.1

0.5

▲ 15.9

16.7

10.8

▲ 3.7

10.4

5.4

21.9

8.1

▲ 12.5

19.3

▲ 11.0

2.7

18.0

▲ 3.3

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

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

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

63,024

56,504

57,357

61,981

5,230

5,584

5,321

5,730

5,164

4,870

4,617

4,413

4,232

5,135

4,903

5,547

4,986

5,420

5.7

▲ 10.3

1.5

8.1

7.3

18.5

12.9

8.4

▲ 0.6

▲ 1.6

11.9

▲ 5.0

▲ 6.2

4.5

▲ 21.1

▲ 2.2

▲ 4.7

▲ 2.9

980,025

892,261

909,299

967,237

85,208

82,242

85,622

87,239

85,051

78,406

76,491

70,912

75,887

83,979

78,481

87,456

83,234

80,562

11.0

▲ 9.0

1.9

6.4

8.9

2.5

10.0

13.1

6.7

3.9

12.8

▲ 2.6

0.2

1.9

▲ 0.3

1.7

▲ 2.3

▲ 2.0

14.5

15.3

16.8

16.5

16.5

16.1

16.7

18.0

18.1

18.4

16.0

18.0

17.3

17.6

15.7

16.6

16.7

12.8

12.6

▲ 6.9

▲2.2

0.7

2.6

▲ 6.7

7.2

5.2

10.8

10.0

8.7

5.9

7.7

9.6

2.8

0.8

16.4

17.5

17.6

17.5

17.7

16.7

17.6

17.9

18.6

18.6

16.6

18.4

18.5

18.3

16.7

17.5

17.7

P17.3

4.3

6.8

▲ 0.5

▲ 0.6

1.1

▲1.1

▲0.5

0.0

1.6

2.2

2.9

4.8

3.1

3.3

4.9

1.4

▲ 0.1

P3.4

98.1

98.5

100.0

99.7

99.8

100.1

99.5

99.2

99.7

99.6

99.7

99.3

98.5

98.6

99.2

99.9

99.8

0.0

0.5

1.5

▲0.3

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 0.7

▲ 0.9

▲ 0.4

0.0

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 1.4

▲ 1.0

▲ 0.4

0.0

98.6

99.0

100.0

100.9

101.4

101.3

101.2

101.2

101.4

101.6

101.4

101.1

100.5

102.6

102.9

102.9

103.1

P102.6

▲ 0.2

0.4

1.0

0.9

0.8

0.9

1.0

0.9

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1.6

1.8

1.5

1.7

P1.3

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

戸 前年比（％） 戸 前年比（％） 時間 前年比（％） 時間 前年比（％）2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

埼玉県

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

0.62

0.74

0.85

1.04

1.04

1.06

1.08

1.10

1.11

1.13

1.13

1.15

1.16

1.18

1.21

1.24

1.24

1.26

0.93

1.09

1.20

1.36

1.37

1.37

1.38

1.40

1.41

1.43

1.43

1.43

1.45

1.48

1.49

1.51

1.52

1.52

23,721

24,898

27,136

30,731

29,659

30,626

32,851

34,186

32,318

29,156

37,814

36,549

32,530

32,528

33,427

33,258

32,492

35,724

0.5

5.0

9.0

13.2

8.8

19.1

16.9

5.0

14.9

11.9

18.3

11.7

11.8

11.3

18.9

15.3

9.6

16.6

794

834

863

911

891

888

944

956

893

842

1,007

1,014

981

923

912

964

922

944

7.8

5.0

3.5

5.5

▲ 1.1

8.8

9.1

▲ 1.1

7.7

7.8

3.6

4.9

6.5

3.2

6.9

6.3

3.5

6.3

10,575

10,799

10,573

10,186

873

800

775

833

858

1,045

835

732

852

812

836

822

876

804

▲ 2.6

1.4

▲ 1.0

▲ 0.6

0.2

▲ 4.3

▲ 3.0

▲ 0.2

0.1

▲ 0.6

▲ 1.7

▲ 4.0

▲ 0.8

1.4

▲ 1.4

0.6

1.0

1.1

197,774

201,973

200,491

195,979

17,214

15,545

14,710

15,970

16,479

20,676

16,743

14,493

16,312

15,583

15,881

15,694

17,179

15,655

▲ 0.4

0.9

0.4

▲ 0.9

0.7

▲ 3.6

▲ 3.2

▲ 1.0

▲ 0.3

▲ 1.3

▲ 1.1

▲ 2.7

▲ 0.8

1.1

▲ 0.6

0.2

▲ 0.2

0.6

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース
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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2017.11埼玉りそな経済情報2017.11

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

158,230

156,168

147,166

152,979

13,231

10,165

15,000

11,475

13,074

12,835

12,884

15,090

20,938

9,933

11,098

14,381

12,949

10,666

15,221

▲ 4.2

▲ 1.3

▲ 5.8

3.9

▲ 0.9

2.8

4.7

▲ 2.5

16.5

13.4

11.9

12.8

13.4

3.4

2.7

7.1

▲ 2.1

4.9

1.5

2,872,111

2,860,472

2,704,485

2,801,491

244,215

190,749

269,713

209,836

235,871

227,766

229,100

273,860

398,048

195,874

206,935

274,000

241,127

196,169

276,049

▲ 4.7

▲ 0.4

▲ 5.5

3.6

▲ 0.6

5.5

3.8

1.6

16.2

11.5

8.9

14.4

14.8

6.1

6.7

10.3

▲ 1.3

2.8

2.3

483

403

359

354

38

38

29

27

27

38

22

30

30

31

40

32

36

35

26

74,225

56,640

36,187

65,358

11,792

4,485

6,633

3,138

3,470

15,013

1,662

5,140

2,807

2,984

3,537

4,909

3,148

6,638

1,720

10,855

9,731

8,812

8,446

712

726

649

683

693

710

605

688

786

680

802

706

714

639

679

2,782,347

1,874,065

2,112,382

2,006,119

124,019

126,049

85,063

111,235

594,484

171,666

128,487

115,834

166,801

104,060

106,917

1,588,339

109,885

92,375

115,802

96.4

99.1

100.0

99.7

99.5

99.5

99.5

100.1

99.9

99.8

99.4

99.4

99.7

100.1

100.2

100.0

99.8

100.0

0.6

2.8

0.9

▲ 0.3

▲ 0.5

▲ 0.7

▲ 0.7

0.0

0.2

0.0

▲ 0.1

▲ 0.3

0.1

0.3

0.4

0.2

0.2

0.5

96.6

99.2

100.0

99.9

99.6

99.7

99.8

100.4

100.4

100.1

100.0

99.8

99.9

100.3

100.4

100.2

100.1

100.3

0.4

2.7

0.8

▲ 0.1

▲ 0.4

▲ 0.5

▲ 0.5

0.1

0.5

0.3

0.4

0.3

0.2

0.4

0.4

0.4

0.4

0.7

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

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

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

93.1

97.6

95.5

95.1

94.8

96.6

96.3

93.1

93.9

94.5

96.0

93.3

88.4

96.9

96.4

92.4

98.4

▲ 3.3

4.8

▲ 2.2

▲ 0.4

▲ 0.5

1.9

▲ 0.3

▲ 3.3

0.9

0.6

1.6

▲ 2.8

▲ 5.3

9.6

▲ 0.5

▲ 4.1

6.5

97.0

99.0

97.8

97.7

97.0

98.3

98.6

98.9

99.9

100.6

98.5

101.7

99.8

103.8

100.1

102.3

101.5

103.5

▲ 0.8

2.1

▲ 1.2

▲ 0.1

0.0

1.3

0.3

0.3

1.0

0.7

▲ 2.1

3.2

▲ 1.9

4.0

▲ 3.6

2.2

▲ 0.8

2.0

112.2

170.6

145.3

123.9

127.1

125.8

120.0

116.7

116.7

115.2

114.7

114.3

115.9

117.3

118.6

120.9

120.3

▲ 21.5

52.0

▲ 14.8

▲ 14.7

0.1

▲ 1.0

▲ 4.6

▲ 2.8

0.0

▲ 1.3

▲ 0.4

▲ 0.3

1.4

1.2

1.1

1.9

▲ 0.5

105.7

112.3

112.3

106.4

110.5

110.5

109.9

108.5

106.6

107.3

107.4

108.1

109.7

111.3

111.3

109.1

107.9

107.3

▲ 4.3

6.2

0.0

▲ 5.3

▲ 1.7

0.0

▲ 0.5

▲ 1.3

▲ 1.8

0.7

0.1

0.7

1.5

1.5

0.0

▲ 2.0

▲ 1.1

▲ 0.6

3,378

3,038

2,376

2,391

159

247

179

235

264

146

155

289

339

225

143

334

285

328

24.9

▲ 10.1

▲ 21.8

0.6

▲ 29.7

21.0

85.7

5.4

50.3

▲ 16.7

43.3

0.5

86.8

39.8

▲ 45.6

110.1

79.4

32.8

56,127

53,818

50,515

50,753

3,862

4,877

4,463

4,093

4,199

4,177

4,218

4,340

3,516

4,601

4,497

4,804

4,559

4,718

11.8

▲ 4.1

▲ 6.1

0.5

▲ 15.9

16.7

10.8

▲ 3.7

10.4

5.4

21.9

8.1

▲ 12.5

19.3

▲ 11.0

2.7

18.0

▲ 3.3

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

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

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

63,024

56,504

57,357

61,981

5,230

5,584

5,321

5,730

5,164

4,870

4,617

4,413

4,232

5,135

4,903

5,547

4,986

5,420

5.7

▲ 10.3

1.5

8.1

7.3

18.5

12.9

8.4

▲ 0.6

▲ 1.6

11.9

▲ 5.0

▲ 6.2

4.5

▲ 21.1

▲ 2.2

▲ 4.7

▲ 2.9

980,025

892,261

909,299

967,237

85,208

82,242

85,622

87,239

85,051

78,406

76,491

70,912

75,887

83,979

78,481

87,456

83,234

80,562

11.0

▲ 9.0

1.9

6.4

8.9

2.5

10.0

13.1

6.7

3.9

12.8

▲ 2.6

0.2

1.9

▲ 0.3

1.7

▲ 2.3

▲ 2.0

14.5

15.3

16.8

16.5

16.5

16.1

16.7

18.0

18.1

18.4

16.0

18.0

17.3

17.6

15.7

16.6

16.7

12.8

12.6

▲ 6.9

▲2.2

0.7

2.6

▲ 6.7

7.2

5.2

10.8

10.0

8.7

5.9

7.7

9.6

2.8

0.8

16.4

17.5

17.6

17.5

17.7

16.7

17.6

17.9

18.6

18.6

16.6

18.4

18.5

18.3

16.7

17.5

17.7

P17.3

4.3

6.8

▲ 0.5

▲ 0.6

1.1

▲1.1

▲0.5

0.0

1.6

2.2

2.9

4.8

3.1

3.3

4.9

1.4

▲ 0.1

P3.4

98.1

98.5

100.0

99.7

99.8

100.1

99.5

99.2

99.7

99.6

99.7

99.3

98.5

98.6

99.2

99.9

99.8

0.0

0.5

1.5

▲0.3

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 0.7

▲ 0.9

▲ 0.4

0.0

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 1.4

▲ 1.0

▲ 0.4

0.0

98.6

99.0

100.0

100.9

101.4

101.3

101.2

101.2

101.4

101.6

101.4

101.1

100.5

102.6

102.9

102.9

103.1

P102.6

▲ 0.2

0.4

1.0

0.9

0.8

0.9

1.0

0.9

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1.6

1.8

1.5

1.7

P1.3

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

戸 前年比（％） 戸 前年比（％） 時間 前年比（％） 時間 前年比（％）2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

埼玉県

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

0.62

0.74

0.85

1.04

1.04

1.06

1.08

1.10

1.11

1.13

1.13

1.15

1.16

1.18

1.21

1.24

1.24

1.26

0.93

1.09

1.20

1.36

1.37

1.37

1.38

1.40

1.41

1.43

1.43

1.43

1.45

1.48

1.49

1.51

1.52

1.52

23,721

24,898

27,136

30,731

29,659

30,626

32,851

34,186

32,318

29,156

37,814

36,549

32,530

32,528

33,427

33,258

32,492

35,724

0.5

5.0

9.0

13.2

8.8

19.1

16.9

5.0

14.9

11.9

18.3

11.7

11.8

11.3

18.9

15.3

9.6

16.6

794

834

863

911

891

888

944

956

893

842

1,007

1,014

981

923

912

964

922

944

7.8

5.0

3.5

5.5

▲ 1.1

8.8

9.1

▲ 1.1

7.7

7.8

3.6

4.9

6.5

3.2

6.9

6.3

3.5

6.3

10,575

10,799

10,573

10,186

873

800

775

833

858

1,045

835

732

852

812

836

822

876

804

▲ 2.6

1.4

▲ 1.0

▲ 0.6

0.2

▲ 4.3

▲ 3.0

▲ 0.2

0.1

▲ 0.6

▲ 1.7

▲ 4.0

▲ 0.8

1.4

▲ 1.4

0.6

1.0

1.1

197,774

201,973

200,491

195,979

17,214

15,545

14,710

15,970

16,479

20,676

16,743

14,493

16,312

15,583

15,881

15,694

17,179

15,655

▲ 0.4

0.9

0.4

▲ 0.9

0.7

▲ 3.6

▲ 3.2

▲ 1.0

▲ 0.3

▲ 1.3

▲ 1.1

▲ 2.7

▲ 0.8

1.1

▲ 0.6

0.2

▲ 0.2

0.6

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース
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深谷グリーンパークを彩る「ゆり」 リニューアルオープンした道の駅はなぞの

はじめに
深谷市は、埼玉県の北西部に位置しており、東は

熊谷市、南は嵐山町と寄居町、西は美里町と本庄市、
そして北を群馬県伊勢崎市と太田市にそれぞれ接
している。2006年に深谷市、岡部町、川本町、花園
町が合併して誕生した現在の深谷市は、面積
138.37㎢で、人口は14万人を超えている。
市内には、JR高崎線の深谷駅、岡部駅、秩父鉄道

の明戸駅、武川駅、永田駅、小前田駅がある。道路
でも、市内に関越自動車道の花園ICがあるほか、国
道17号、140号などたくさんの道路が縦横に走って
おり、交通の利便性はきわめて高い。
深谷市は、「心やすらぐ　花と緑のまち」を目指す

「ガーデンシティふかや構想」を推進しており、ふか
や緑の王国や深谷グリーンパークでは、四季折々の
花や景色を楽しむことができる。

レンガのまち深谷
深谷のまちを歩いていると、レンガ造りの建物が目

につく。赤茶色のザラっとした感触のもたらすぬくも
りの中に、どこかノスタルジックな哀愁のあるレンガ
の持ち味は、落ち着いた深谷の町並みにとてもマッ
チしている。
この風景には、日本の資本主義の父といわれる渋
沢栄一が深く関わっている。現在の深谷市で生を受
けた渋沢は、ユネスコの世界文化遺産に指定された
富岡製糸場の設立に取り組んだほか、第一国立銀行、
帝国ホテル、東京証券取引所など、500余りの企業
の設立に関わった。日本煉瓦製造株式会社は、渋沢
が設立に関与した会社の一つで、本社は東京ながら、
良質な煉瓦の製造工場が深谷に置かれていた。
日本煉瓦製造株式会社で作られた煉瓦は、工場
から専用鉄道線が引かれていた現在のＪＲ深谷駅を
経由して東京まで運ばれ、東京駅丸の内駅舎建築
などに利用された。ほかにも日本銀行旧館、法務省
旧本館など、日本煉瓦製造製の煉瓦が使用された
建物は少なくない。1996年に改築された深谷駅の
外壁は、煉瓦ではなく、煉瓦風のタイルが使われて
いるものの、東京駅の赤煉瓦駅舎をほうふつとさせ
るその優美な姿から、関東の駅百選に選ばれている。
2006年に日本煉瓦製造株式会社は廃業したが、

「ホフマン輪窯」「旧事務所」「旧変電室」などの工
場の施設は、国の重要文化財に指定され、深谷市に
よって大切に保存されている。

全国有数の農業王国
深谷市は、全国でも有数の農業王国で、中でも

深谷ねぎは、全国一の生産量で高い知名度を誇っ
ている。一年中収穫される深谷ねぎだが、最もおい
しいのは、なんといっても秋冬ねぎだろう。寒さで甘
みが増す冬の時期、薬味やなべ物、味噌汁などに
欠かすことのできない一品である。
市内では、ねぎみそせんべいや、深谷ねぎからし、

深谷ねぎ醤油漬けなど、深谷ねぎを使った加工品
が数多く生み出されている。また、深谷市イメージ
キャラクター「ふっかちゃん」は、頭に生えた2本の
深谷ねぎの角が特徴の人気者で、「ゆるキャラ®

グランプリ2014」では、準グランプリを獲得した。
深谷市では、深谷ねぎ以外にも、ブロッコリーや

きゅうり、スイートコーンなど、様々な野菜の栽培が
盛んに行われているほか、深谷牛のブランドで知ら
れる牛肉や、鶏卵などの畜産においても、広くその
名が知られている。まさに食材の宝庫といってよい
だろう。加えて、ゆりの切り花生産量が全国1位、市
の花であるチューリップの切り花生産量が全国2位
であるとおり、花の生産地としての地位もゆるぎな
いものがある。
市内には、「道の駅おかべ」、「道の駅かわもと」、

「道の駅はなぞの」の3つの道の駅がある。どの道
の駅にも農産物直売所が隣接しており、新鮮な地
元農産物の品揃えが充実している。深谷市を訪れ
た際には、是非のぞいてみていただきたい。

着工が開始された「ふかや花園」駅
秩父鉄道は、2017年6月、永田駅・小前田駅間

において、花園ICに近接する新駅の着工を開始し
た。この「ふかや花園駅」の設置により、地元住民
の利便性向上が図られるのはもちろんだが、深谷
市が整備を進める花園IC拠点への来訪者の交通
手段としても、期待が高まっている。
花園IC拠点整備プロジェクトは、アウトレットモー

ル（観光型集客施設）を誘致する「民間ゾーン」と、
農業と観光の振興を目的とし、野菜の収穫体験や
料理教室を楽しめる体験型施設を核に展開する
「公共ゾーン」を設置する事業である。総敷地面積
は約28.8haで、2020年度後半の開業を目指して
いる。アウトレットモールなどに先行する形で、
2018年10月20日（土）に予定される「ふかや花園
駅」の開業が今から待ち遠しい。 （井上博夫）

深谷市長　小島 進氏

深谷市
市長のメッセージ
深谷市は、利根川と荒川という２大清流の恩恵を受け、深谷ねぎをはじめとした野菜に
加え花卉栽培も盛んな全国有数の農業都市です。近代経済の基礎を築いた渋沢栄一の
生誕地としても知られ、花と緑、歴史と伝統に育まれた魅力溢れるまちです。
本市では現在、今後のまちづくりの指針となる次期総合計画の策定に取り組むほか、
農業と観光の振興及び地域経済の発展を目的とした「花園ＩＣ拠点整備プロジェクト」を
推進するなど、深谷をさらに「元気」にするための施策に積極的に取り組んでいます。今後
も引き続き、将来を見据えた魅力あるまちづくりを進めてまいります。

夢を育み　明日に飛翔する　
笑顔都市　ふかや

はぐく ひ　しょう

●ＪＲ高崎線　深谷駅、岡部駅
　秩父鉄道　明戸駅、武川駅、永田駅、小前田駅
●関越自動車道　花園ＩＣから市役所まで約11㎞

主な交通機関

資料:「埼玉県市町村勢概要」（平成29年3月）ほか
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製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（商業統計）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

144,372人

58,626世帯

46.3歳

138.37k㎡

265所

4,541.7億円

1,051店

2,374.1億円

56.9％

71.7％
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深谷グリーンパークを彩る「ゆり」 リニューアルオープンした道の駅はなぞの

はじめに
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市町村名 前年比
（％）

人口に
占める割合
（％）

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
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14.6

4.7

8.5

4.7

1.2

7.5

11.7

14.4

6.5

12.6

9.0

2.4

7.3

7.6

4.4

10.6

9.6

12.5

15.8

12.9

9.7

外国人
住民数
（人)

21,147

6,920

2,903

29,989

1,311

519

4,700

785

1,617

2,153

1,828

3,355

2,094

1,183

1,406

2,564

2,881

5,803

5,431

5,262

6,247

1,717

1.7

2.0

1.5

5.0

1.6

0.8

1.4

1.0

1.4

2.7

2.0

1.4

1.4

2.1

1.2

1.8

1.3

2.3

1.6

7.1

4.5

1.2

前年比
（％）

人口に
占める割合
（％）

10.6

11.4

8.0

8.1

8.6

7.4

1.2

7.8

9.6

6.6

12.6

12.8

8.1

11.8

0.9

6.7

6.7

11.9

9.3

8.0

15.9

4.6

外国人
住民数
（人)

3,233

1,627

2,145

2,833

604

2,240

419

2,873

2,002

3,459
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2,445

905
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1.8
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1.5

1.3

1.9

2.0

0.7

2.1

0.8

1.6

1.2

前年比
（％）

人口に
占める割合
（％）

5.0

15.8

26.2

10.9

14.8

2.3

8.5

▲ 3.1

▲ 1.7

12.2

69.2

▲ 5.1

0.0

▲ 2.8

10.0

10.2

10.6

9.6

9.8

2.4

10.1

9.3

外国人
住民数
（人)

106

374

371

234

256

132

102

124

57

55

44

94

11

103

309

1,105

429

378

458

296

6,406

149,225

0.9

2.0

2.1

0.8

1.2

0.7

0.7

1.1

0.7

0.5

0.6

0.8

0.4

0.9

2.2

3.5

1.2

1.1

1.0

1.0

1.3

2.0

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」
（注）人口に占める割合は、各市町村の総人口（日本人＋外国人）に対する割合

(平成29年1月1日現在）


