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彩論  公益財団法人いきいき埼玉 理事長 永沢 映 氏
 一人一人が主役の健康長寿な埼玉県を目指して

ズームアップ  株式会社大泉工場
地域研究レポート  

地方創生における自治体SDGs
 　　　　　  ～わがまちの「ありたい姿」の実現のために～

調査  埼玉県における産業動向と見通し
 生産はやや弱い動きとなっており、先行きも弱含みで推移するとみられる

アンケート調査  埼玉県内企業の地域貢献への取り組みについて
県内経済の動き
月次経済指標
タウンスケープ  鳩山町
 花と木と笑顔でつなぐ、安心で魅力的なまち

市町村経済データ

（2017年、単位：千万円）

令和元年台風第19号に伴う災害により
被害にあわれた皆さまに心よりお見舞
い申し上げます
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ズ ー ムアップ

鋳物製造業で創業し、102年となった株式会社大
泉工場。現在は事業内容を大きく変え、物流倉庫の
賃貸管理やレンタルスペースを提供する「不動産関
連事業」、ポップコーンマシンやコールドプレスジュー
スマシンの輸入販売、緑茶と紅茶の発酵飲料“コン
ブチャ”を製造・販売する「飲料食品関連事業」、コン
ブチャやコールドプレスジュース等の飲食店を経営
する「直営サロン運営事業」と、多角化経営を推し進
める。
「現在、物流倉庫の賃貸管理で売り上げの7～8割
を占めます。私が入社した10年ほど前、当社はすでに
鋳物製造をやめており、不動産管理の仕事だけでした。
そこで、何か新しい柱をつくらなければと考えて、食品
関連の事業を立ち上げました」（大泉寛太郎社長）
同社は今年、昭和13年頃に建てられた和洋館並
列の建物「大泉家住宅」に本社事務所を移転した。
創業者・大泉寛三氏が邸宅として使い、国登録有形
文化財（建造物）となった建物だ。本社として使用さ
れる洋館は、外装に大谷石が使われ、室内は当時の
ステンドグラスやアールデコ調の意匠を生かしてリノ
ベーションされた古くて新しいモダンなつくり。「この

酵母や製品の安定したクオリティ維持にも欠かせな
いものだという。
「環境にも配慮しています。排水する水は自動的
にクリーンになるシステムを使って、きれいな状態に
戻して流していますし、使用済み茶葉も堆肥にして敷
地内の庭で使用しています」
同社のコンブチャは、無農薬、有機栽培の茶葉を
使用し、フレーバーは日本人の口に合うように開発さ
れている。洋ナシ風の香りが漂う「オリジナル」やゆ
ずを漬け込んだ「ユズ・ヘッズ」、レモングラスの酸味
と香りにハイビスカスの色合いが楽しい「ピンク・サ
ワー・パーティー」。そのほか、季節のフレーバーや限
定フレーバーがある。どれもフルーティーな味わいと
まろやかな酸味で喉ごしがいいのも特徴だ。
現在、全国の自然派志向・健康志向のスーパー

や飲食店等に15ℓサイズの樽で販売するほか、西
麻布の自社直営サロンや本社敷地内のカフェで味
わうことができる。顧客や一般消費者からは「さっぱ
りしていておいしい」と大好評。今後はより一層PR
と営業を強化し、コンブチャブームを起こしていく考
えだ。

同社は毎月会社の敷地を解放して、ファーマーズ
マーケットを開催している。地元川口の出店者を中
心に50店舗ほどが集まり、サッカーゲームやダンスな
ど各種イベントも開催。毎回大勢の人が集まり、地域
との交流を深めているという。大泉社長の前職の経
験がいかんなく発揮されているというわけだ。
「これからも、川口という街を盛り上げていくような
取り組みを、どんどん仕掛けていきたいです」
今後は、不動産事業を屋台骨にそれぞれの事業

の柱を太くしていく計画で走り続ける同社。
良いサービス、良い製品をつくり続ける同社のモノ

づくりのスピリットは、長年鋳物をつくり続けてきた大
泉工場という社名とともに脈 と々息づいている。

し、地域を活性化させる事業に力を注いでいた。
「勤めていた流通グループが中心となって街を楽
しく活気あるものにしていく活動をしていました。そこ
で街の在り方を肌で勉強した感じです」
そして平成20年10月、前職を辞めて同社に入社。
不動産事業を引き継ぎながら、自社の建物や敷地を
活用する業務を任される。そこで翌年、ドラマや映画
などのロケ地として貸し出す「レンタルスペース事
業」をスタートする。ロケーション地を誘致するフィル
ムコミッション等にPRすることで徐々に依頼が入り、
事業を軌道に乗せていった。現在は、大泉家住宅の
一部やガーデン等の貸し出しを行っている。
物流倉庫賃貸を主とした不動産事業だけで安定

した収益を得ていた同社。そのまま守りの経営を続
けることもできたはずだ。しかし、そこで寛太郎氏は
積極的に「守りながら攻める」という新しいカードを
切る。それが、入社直前に短期留学でニューヨーク
に行った際目にした、ポップコーンビジネスであった。

「ニューヨークの街中でポップコーンを食べながら
歩いている女性を見かけたんです。それがかっこよ
かった。それで、今後日本でもポップコーンを街中で
食べる文化がはやるのではないかと思いました」
しかし、ポップコーン事業を進めようとするも、ポッ
プコーンはおろか食品ビジネスに関しては全くのゼロ
ベース。そこで、ポップコーンマシンメーカーのあたり
をつけるため、アメリカの厨房機器の展示会に足を
運ぶ。この渡米が功を奏し、そこで知り合った人との
縁から、アメリカのポップコーン製造機の老舗メー
カー2社と正規取扱店契約を結ぶに至った。
そして平成22年、ビジネスがスタートする。事業は

ポップコーンマシンの輸入販売、機器のメンテナンス、
フレーバーノウハウのアドバイス。そこで核となるの
が、フレーバー素材やポップコーン材料等食材の販
売だ。機械を販売して取引が終了するのではなく、原

物流倉庫の賃貸管理を屋台骨に、食に関する事業を展開。
欧米で人気の発酵飲料「コンブチャ」でブームを仕掛ける
創業102年、祖業である鋳物製造業から大きく舵を切り、不動産関連事業やフード事業を展開する大泉工場。海外から
ポップコーンマシンやコールドプレスジュースマシンを輸入し、ブームを陰で支えてきた。現在、欧米ではスタンダード
な飲み物「コンブチャ」の製造・販売を行う同社。鋳物製造業から脈々と流れるモノづくりの精神をいかんなく発揮して、
日本にブームを巻き起こしていく。

株式会社大泉工場

材料を購入してもらうことで顧客と長く付き合う消耗
品ビジネスで定期収益をあげる。
平成25～26年頃に巻き起こったポップコーンブー

ムでは、マシンとポップコーン用食材を提供してその
人気を陰で支えた実績も持つ。現在、契約社数は日
本全国に300社ほど。コットンキャンディ（綿菓子）マ
シンとその食材販売も手掛け、不動産事業に次ぐ柱
となっている。
そして、このポップコーン事業の成功を足掛かりに

して、平成26年、コールドプレスジュースマシンの輸
入販売事業をスタートさせる。

平成23年、大泉社長は新たな食のトレンド探究に
向けて訪れた、ロサンゼルスのグローサリーストアで
「KOMBUCHA（コンブチャ）」に出合う。コンブ
チャとは、お茶に砂糖を加え、菌株等を入れて発酵さ
せたフルーティーな酸味の微炭酸ドリンクで、乳酸菌
やポリフェノール、ビタミンやミネラル、アミノ酸などが
凝縮されている。アメリカを中心にオーストラリア、北
欧などで愛飲され、スタンダードな発酵飲料としてコ
ンビニやスーパー等で販売されている。

「コンブチャは、アメリカでは800億円規模の巨大
市場。カフェでサーバーからグラスに注ぐスタイルが
あるというのも聞き、それも面白いなと思いました」
長きにわたって構想を練り、平成28年に事業化を

決定。その後コンブチャのブルワー（醸造職人）とな
る元クラフトビール職人のスタッフと、アメリカの製造
現場を見て回り醸造ノウハウを蓄積。同社の敷地内
に醸造所を構えて詳細な資料を集め、クラフトビール
づくりのノウハウを交えながら、トライアンドエラーで
コンブチャの製造を成功させた。そして平成30年、日
本では珍しい非加熱コンブチャ外販事業がスタート。

次なる攻めのカードが切られた。

コンブチャの製造では、菌の活動を保つための温
度管理と衛生管理には特に神経をとがらせる。そこ
で同社は、自社開発したIoT技術を用いて発酵温度
を管理。衛生管理では年2回の行政検査以外に自主
的にさまざまな菌の測定検査を行うほか、器具の洗
浄レベルを数値化してその値を維持する管理も行う。
徹底した衛生管理は食品の安全・安心だけでなく、
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建物はクリエイティブな発想が生まれる空間として
最適だと思った」と語る大泉社長。ここから、同社の
新たな事業の構想が練られ、育まれている。

同社は大正6（1917）年、東京都台東区龍泉寺町
で創業。電動装置部品の製作を事業の柱としてス
タートする。大正11年、川口市金山町に工場を移転、
昭和5（1930）年に、現在の川口市領家に機械工場、
鋳造工場を増設して事業を拡大させていった。
1970年代後半、現社長の祖父で2代目社長・大
泉平八郎氏が時代の流れと鋳物業界の趨勢を見て、
市内に物流倉庫を建設し不動産事業を開始。やが
て、軸足を貸倉庫事業へと移していった。
「鋳物事業のピークの時は300～400人の従業員
がいたと聞きます。平成20（2008）年2月に鋳物工
場を閉める話があり、そのタイミングで先代社長だっ
た母が『家業を継いでほしい』と相談に来ました」
当時、寛太郎氏は大手流通グループに勤務。宇都
宮や熊本の店舗で広報プロモーションや営業を担当

公益財団法人いきいき埼玉
理事長
永沢 映氏

財団では「県民の皆様の様々な活動や生きがい
づくりを応援します」を理念として掲げています。こ
の理念をもとに、伊奈町にある県民活動総合セン
ターの運営、彩の国いきがい大学の企画・運営、シ
ルバー人材センター連合本部の運営の３つを柱に
事業を展開しています。
2025年問題とも称される団塊世代が75歳以

上の後期高齢者となるまで５年余り。財団では埼
玉らしい豊かな高齢社会づくりのあり方と、その実
現を目指しています。
埼玉県では2010年から2025年までの期間に

増加する65歳以上の高齢者人口は、東京都、神
奈川県に次いで3位の約51万人となります。「高
齢化」というと、年金支給問題や介護、健康医療
の問題などマイナス面がクローズアップされがち
です。しかしながら、人生100年時代といわれる長
寿社会は問題ばかりではありません。
私は豊かで魅力的な健康長寿社会の実現には、

特に３つの取り組みが必要ではないかと考えます。
１．新しいセカンドステージの選択
人生の一般的サイクル（20歳までは学校で学び、

60歳までは働き、60歳以降はリタイア生活）から
脱し、何歳になっても目的を持った人生観を抱き、
学び、働き、社会と関わり、楽しい暮らしを心掛ける
ことが健康寿命の延伸につながります。そのため
には実践的なリカレント教育や就労、創業、社会参
加の機会を地域で提供し、高齢者に楽しいセカン
ドステージを実現する場を作ることが重要です。
２．バランスあるライフスタイルの習慣化
フレイル（加齢により心身が老い衰えた状態）を
予防する取り組みが全国でも広がっています。健
康を保つ秘訣は「栄養」「運動」「社会参加」とい

われており、その日々の実践こそが最も重要なポイ
ントです。中でも私は「社会参加」に着目していま
す。家族や親戚に加え、地域活動やＮＰＯ活動へ
の参画、就労や創業を通じた社会とのつながりが
健康な心身づくりに直結します。役割を担い、バラ
ンスある生活を送ることが健康な生活の基礎にな
ります。
３．地域経済循環の担い手となること
地域や社会、誰かの役に立っているという実感

が元気につながります。過去に政府の新経済成長
戦略策定に委員として関わった際、経済の発展に
は「稼ぐ経済成長」だけではなく「地域経済循環」
も重要であると議論を重ねました。高齢化が進むと
消費量や消費額は減少します。それでも、多くの市
民が地元の商店や企業の商品・サービスを意識し
て購入、利用すれば地域経済は循環して地域は豊
かになります。地域で生産と消費を高めれば、高齢
化が進んでも地域に活力が生まれます。地域で働
き、稼ぎ、消費するだけでも地産地消は進みます。
財団では以上の３点について、より意識して事

業展開の強化、推進を図ります。
今年は埼玉県の魅力を大いに発信する年となり

ました。映画「翔んで埼玉」の大ヒット、熊谷でのラ
グビーワールドカップ開催は特に注目されました。
この流れは、東京２０２０オリンピック・パラリンピック
の県内開催へと続いていきます。
急速に高齢化が進んでも、埼玉県民は「健康寿

命が長い」「医療・介護費が低い」「地域で元気に
活躍できる」が理想です。健康長寿日本一が埼玉
の特性となることは、希望を生みます。県民一人一
人が主役となる豊かな高齢社会を皆様も一緒に実
現していきましょう。

鋳物製造業から不動産事業へ

一人一人が主役の健康長寿な
埼玉県を目指して
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鋳物製造業で創業し、102年となった株式会社大
泉工場。現在は事業内容を大きく変え、物流倉庫の
賃貸管理やレンタルスペースを提供する「不動産関
連事業」、ポップコーンマシンやコールドプレスジュー
スマシンの輸入販売、緑茶と紅茶の発酵飲料“コン
ブチャ”を製造・販売する「飲料食品関連事業」、コン
ブチャやコールドプレスジュース等の飲食店を経営
する「直営サロン運営事業」と、多角化経営を推し進
める。
「現在、物流倉庫の賃貸管理で売り上げの7～8割
を占めます。私が入社した10年ほど前、当社はすでに
鋳物製造をやめており、不動産管理の仕事だけでした。
そこで、何か新しい柱をつくらなければと考えて、食品
関連の事業を立ち上げました」（大泉寛太郎社長）
同社は今年、昭和13年頃に建てられた和洋館並
列の建物「大泉家住宅」に本社事務所を移転した。
創業者・大泉寛三氏が邸宅として使い、国登録有形
文化財（建造物）となった建物だ。本社として使用さ
れる洋館は、外装に大谷石が使われ、室内は当時の
ステンドグラスやアールデコ調の意匠を生かしてリノ
ベーションされた古くて新しいモダンなつくり。「この

酵母や製品の安定したクオリティ維持にも欠かせな
いものだという。
「環境にも配慮しています。排水する水は自動的
にクリーンになるシステムを使って、きれいな状態に
戻して流していますし、使用済み茶葉も堆肥にして敷
地内の庭で使用しています」
同社のコンブチャは、無農薬、有機栽培の茶葉を
使用し、フレーバーは日本人の口に合うように開発さ
れている。洋ナシ風の香りが漂う「オリジナル」やゆ
ずを漬け込んだ「ユズ・ヘッズ」、レモングラスの酸味
と香りにハイビスカスの色合いが楽しい「ピンク・サ
ワー・パーティー」。そのほか、季節のフレーバーや限
定フレーバーがある。どれもフルーティーな味わいと
まろやかな酸味で喉ごしがいいのも特徴だ。
現在、全国の自然派志向・健康志向のスーパー

や飲食店等に15ℓサイズの樽で販売するほか、西
麻布の自社直営サロンや本社敷地内のカフェで味
わうことができる。顧客や一般消費者からは「さっぱ
りしていておいしい」と大好評。今後はより一層PR
と営業を強化し、コンブチャブームを起こしていく考
えだ。

同社は毎月会社の敷地を解放して、ファーマーズ
マーケットを開催している。地元川口の出店者を中
心に50店舗ほどが集まり、サッカーゲームやダンスな
ど各種イベントも開催。毎回大勢の人が集まり、地域
との交流を深めているという。大泉社長の前職の経
験がいかんなく発揮されているというわけだ。
「これからも、川口という街を盛り上げていくような
取り組みを、どんどん仕掛けていきたいです」
今後は、不動産事業を屋台骨にそれぞれの事業

の柱を太くしていく計画で走り続ける同社。
良いサービス、良い製品をつくり続ける同社のモノ

づくりのスピリットは、長年鋳物をつくり続けてきた大
泉工場という社名とともに脈 と々息づいている。

し、地域を活性化させる事業に力を注いでいた。
「勤めていた流通グループが中心となって街を楽
しく活気あるものにしていく活動をしていました。そこ
で街の在り方を肌で勉強した感じです」
そして平成20年10月、前職を辞めて同社に入社。
不動産事業を引き継ぎながら、自社の建物や敷地を
活用する業務を任される。そこで翌年、ドラマや映画
などのロケ地として貸し出す「レンタルスペース事
業」をスタートする。ロケーション地を誘致するフィル
ムコミッション等にPRすることで徐々に依頼が入り、
事業を軌道に乗せていった。現在は、大泉家住宅の
一部やガーデン等の貸し出しを行っている。
物流倉庫賃貸を主とした不動産事業だけで安定

した収益を得ていた同社。そのまま守りの経営を続
けることもできたはずだ。しかし、そこで寛太郎氏は
積極的に「守りながら攻める」という新しいカードを
切る。それが、入社直前に短期留学でニューヨーク
に行った際目にした、ポップコーンビジネスであった。

「ニューヨークの街中でポップコーンを食べながら
歩いている女性を見かけたんです。それがかっこよ
かった。それで、今後日本でもポップコーンを街中で
食べる文化がはやるのではないかと思いました」
しかし、ポップコーン事業を進めようとするも、ポッ
プコーンはおろか食品ビジネスに関しては全くのゼロ
ベース。そこで、ポップコーンマシンメーカーのあたり
をつけるため、アメリカの厨房機器の展示会に足を
運ぶ。この渡米が功を奏し、そこで知り合った人との
縁から、アメリカのポップコーン製造機の老舗メー
カー2社と正規取扱店契約を結ぶに至った。
そして平成22年、ビジネスがスタートする。事業は

ポップコーンマシンの輸入販売、機器のメンテナンス、
フレーバーノウハウのアドバイス。そこで核となるの
が、フレーバー素材やポップコーン材料等食材の販
売だ。機械を販売して取引が終了するのではなく、原

物流倉庫の賃貸管理を屋台骨に、食に関する事業を展開。
欧米で人気の発酵飲料「コンブチャ」でブームを仕掛ける
創業102年、祖業である鋳物製造業から大きく舵を切り、不動産関連事業やフード事業を展開する大泉工場。海外から
ポップコーンマシンやコールドプレスジュースマシンを輸入し、ブームを陰で支えてきた。現在、欧米ではスタンダード
な飲み物「コンブチャ」の製造・販売を行う同社。鋳物製造業から脈々と流れるモノづくりの精神をいかんなく発揮して、
日本にブームを巻き起こしていく。

株式会社大泉工場

材料を購入してもらうことで顧客と長く付き合う消耗
品ビジネスで定期収益をあげる。
平成25～26年頃に巻き起こったポップコーンブー

ムでは、マシンとポップコーン用食材を提供してその
人気を陰で支えた実績も持つ。現在、契約社数は日
本全国に300社ほど。コットンキャンディ（綿菓子）マ
シンとその食材販売も手掛け、不動産事業に次ぐ柱
となっている。
そして、このポップコーン事業の成功を足掛かりに

して、平成26年、コールドプレスジュースマシンの輸
入販売事業をスタートさせる。

平成23年、大泉社長は新たな食のトレンド探究に
向けて訪れた、ロサンゼルスのグローサリーストアで
「KOMBUCHA（コンブチャ）」に出合う。コンブ
チャとは、お茶に砂糖を加え、菌株等を入れて発酵さ
せたフルーティーな酸味の微炭酸ドリンクで、乳酸菌
やポリフェノール、ビタミンやミネラル、アミノ酸などが
凝縮されている。アメリカを中心にオーストラリア、北
欧などで愛飲され、スタンダードな発酵飲料としてコ
ンビニやスーパー等で販売されている。

「コンブチャは、アメリカでは800億円規模の巨大
市場。カフェでサーバーからグラスに注ぐスタイルが
あるというのも聞き、それも面白いなと思いました」
長きにわたって構想を練り、平成28年に事業化を

決定。その後コンブチャのブルワー（醸造職人）とな
る元クラフトビール職人のスタッフと、アメリカの製造
現場を見て回り醸造ノウハウを蓄積。同社の敷地内
に醸造所を構えて詳細な資料を集め、クラフトビール
づくりのノウハウを交えながら、トライアンドエラーで
コンブチャの製造を成功させた。そして平成30年、日
本では珍しい非加熱コンブチャ外販事業がスタート。

次なる攻めのカードが切られた。

コンブチャの製造では、菌の活動を保つための温
度管理と衛生管理には特に神経をとがらせる。そこ
で同社は、自社開発したIoT技術を用いて発酵温度
を管理。衛生管理では年2回の行政検査以外に自主
的にさまざまな菌の測定検査を行うほか、器具の洗
浄レベルを数値化してその値を維持する管理も行う。
徹底した衛生管理は食品の安全・安心だけでなく、
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建物はクリエイティブな発想が生まれる空間として
最適だと思った」と語る大泉社長。ここから、同社の
新たな事業の構想が練られ、育まれている。

同社は大正6（1917）年、東京都台東区龍泉寺町
で創業。電動装置部品の製作を事業の柱としてス
タートする。大正11年、川口市金山町に工場を移転、
昭和5（1930）年に、現在の川口市領家に機械工場、
鋳造工場を増設して事業を拡大させていった。
1970年代後半、現社長の祖父で2代目社長・大
泉平八郎氏が時代の流れと鋳物業界の趨勢を見て、
市内に物流倉庫を建設し不動産事業を開始。やが
て、軸足を貸倉庫事業へと移していった。
「鋳物事業のピークの時は300～400人の従業員
がいたと聞きます。平成20（2008）年2月に鋳物工
場を閉める話があり、そのタイミングで先代社長だっ
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当時、寛太郎氏は大手流通グループに勤務。宇都
宮や熊本の店舗で広報プロモーションや営業を担当

公益財団法人いきいき埼玉
理事長
永沢 映氏

財団では「県民の皆様の様々な活動や生きがい
づくりを応援します」を理念として掲げています。こ
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現を目指しています。
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奈川県に次いで3位の約51万人となります。「高
齢化」というと、年金支給問題や介護、健康医療
の問題などマイナス面がクローズアップされがち
です。しかしながら、人生100年時代といわれる長
寿社会は問題ばかりではありません。
私は豊かで魅力的な健康長寿社会の実現には、

特に３つの取り組みが必要ではないかと考えます。
１．新しいセカンドステージの選択
人生の一般的サイクル（20歳までは学校で学び、
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脱し、何歳になっても目的を持った人生観を抱き、
学び、働き、社会と関わり、楽しい暮らしを心掛ける
ことが健康寿命の延伸につながります。そのため
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加の機会を地域で提供し、高齢者に楽しいセカン
ドステージを実現する場を作ることが重要です。
２．バランスあるライフスタイルの習慣化
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地域や社会、誰かの役に立っているという実感
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戦略策定に委員として関わった際、経済の発展に
は「稼ぐ経済成長」だけではなく「地域経済循環」
も重要であると議論を重ねました。高齢化が進むと
消費量や消費額は減少します。それでも、多くの市
民が地元の商店や企業の商品・サービスを意識し
て購入、利用すれば地域経済は循環して地域は豊
かになります。地域で生産と消費を高めれば、高齢
化が進んでも地域に活力が生まれます。地域で働
き、稼ぎ、消費するだけでも地産地消は進みます。
財団では以上の３点について、より意識して事

業展開の強化、推進を図ります。
今年は埼玉県の魅力を大いに発信する年となり

ました。映画「翔んで埼玉」の大ヒット、熊谷でのラ
グビーワールドカップ開催は特に注目されました。
この流れは、東京２０２０オリンピック・パラリンピック
の県内開催へと続いていきます。
急速に高齢化が進んでも、埼玉県民は「健康寿

命が長い」「医療・介護費が低い」「地域で元気に
活躍できる」が理想です。健康長寿日本一が埼玉
の特性となることは、希望を生みます。県民一人一
人が主役となる豊かな高齢社会を皆様も一緒に実
現していきましょう。

鋳物製造業から不動産事業へ

一人一人が主役の健康長寿な
埼玉県を目指して
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鋳物製造業で創業し、102年となった株式会社大
泉工場。現在は事業内容を大きく変え、物流倉庫の
賃貸管理やレンタルスペースを提供する「不動産関
連事業」、ポップコーンマシンやコールドプレスジュー
スマシンの輸入販売、緑茶と紅茶の発酵飲料“コン
ブチャ”を製造・販売する「飲料食品関連事業」、コン
ブチャやコールドプレスジュース等の飲食店を経営
する「直営サロン運営事業」と、多角化経営を推し進
める。
「現在、物流倉庫の賃貸管理で売り上げの7～8割
を占めます。私が入社した10年ほど前、当社はすでに
鋳物製造をやめており、不動産管理の仕事だけでした。
そこで、何か新しい柱をつくらなければと考えて、食品
関連の事業を立ち上げました」（大泉寛太郎社長）
同社は今年、昭和13年頃に建てられた和洋館並
列の建物「大泉家住宅」に本社事務所を移転した。
創業者・大泉寛三氏が邸宅として使い、国登録有形
文化財（建造物）となった建物だ。本社として使用さ
れる洋館は、外装に大谷石が使われ、室内は当時の
ステンドグラスやアールデコ調の意匠を生かしてリノ
ベーションされた古くて新しいモダンなつくり。「この

酵母や製品の安定したクオリティ維持にも欠かせな
いものだという。
「環境にも配慮しています。排水する水は自動的
にクリーンになるシステムを使って、きれいな状態に
戻して流していますし、使用済み茶葉も堆肥にして敷
地内の庭で使用しています」
同社のコンブチャは、無農薬、有機栽培の茶葉を
使用し、フレーバーは日本人の口に合うように開発さ
れている。洋ナシ風の香りが漂う「オリジナル」やゆ
ずを漬け込んだ「ユズ・ヘッズ」、レモングラスの酸味
と香りにハイビスカスの色合いが楽しい「ピンク・サ
ワー・パーティー」。そのほか、季節のフレーバーや限
定フレーバーがある。どれもフルーティーな味わいと
まろやかな酸味で喉ごしがいいのも特徴だ。
現在、全国の自然派志向・健康志向のスーパー

や飲食店等に15ℓサイズの樽で販売するほか、西
麻布の自社直営サロンや本社敷地内のカフェで味
わうことができる。顧客や一般消費者からは「さっぱ
りしていておいしい」と大好評。今後はより一層PR
と営業を強化し、コンブチャブームを起こしていく考
えだ。

同社は毎月会社の敷地を解放して、ファーマーズ
マーケットを開催している。地元川口の出店者を中
心に50店舗ほどが集まり、サッカーゲームやダンスな
ど各種イベントも開催。毎回大勢の人が集まり、地域
との交流を深めているという。大泉社長の前職の経
験がいかんなく発揮されているというわけだ。
「これからも、川口という街を盛り上げていくような
取り組みを、どんどん仕掛けていきたいです」
今後は、不動産事業を屋台骨にそれぞれの事業

の柱を太くしていく計画で走り続ける同社。
良いサービス、良い製品をつくり続ける同社のモノ

づくりのスピリットは、長年鋳物をつくり続けてきた大
泉工場という社名とともに脈 と々息づいている。

し、地域を活性化させる事業に力を注いでいた。
「勤めていた流通グループが中心となって街を楽
しく活気あるものにしていく活動をしていました。そこ
で街の在り方を肌で勉強した感じです」
そして平成20年10月、前職を辞めて同社に入社。
不動産事業を引き継ぎながら、自社の建物や敷地を
活用する業務を任される。そこで翌年、ドラマや映画
などのロケ地として貸し出す「レンタルスペース事
業」をスタートする。ロケーション地を誘致するフィル
ムコミッション等にPRすることで徐々に依頼が入り、
事業を軌道に乗せていった。現在は、大泉家住宅の
一部やガーデン等の貸し出しを行っている。
物流倉庫賃貸を主とした不動産事業だけで安定

した収益を得ていた同社。そのまま守りの経営を続
けることもできたはずだ。しかし、そこで寛太郎氏は
積極的に「守りながら攻める」という新しいカードを
切る。それが、入社直前に短期留学でニューヨーク
に行った際目にした、ポップコーンビジネスであった。

「ニューヨークの街中でポップコーンを食べながら
歩いている女性を見かけたんです。それがかっこよ
かった。それで、今後日本でもポップコーンを街中で
食べる文化がはやるのではないかと思いました」
しかし、ポップコーン事業を進めようとするも、ポッ
プコーンはおろか食品ビジネスに関しては全くのゼロ
ベース。そこで、ポップコーンマシンメーカーのあたり
をつけるため、アメリカの厨房機器の展示会に足を
運ぶ。この渡米が功を奏し、そこで知り合った人との
縁から、アメリカのポップコーン製造機の老舗メー
カー2社と正規取扱店契約を結ぶに至った。
そして平成22年、ビジネスがスタートする。事業は

ポップコーンマシンの輸入販売、機器のメンテナンス、
フレーバーノウハウのアドバイス。そこで核となるの
が、フレーバー素材やポップコーン材料等食材の販
売だ。機械を販売して取引が終了するのではなく、原

株式会社大泉工場ZOOM UP

材料を購入してもらうことで顧客と長く付き合う消耗
品ビジネスで定期収益をあげる。
平成25～26年頃に巻き起こったポップコーンブー

ムでは、マシンとポップコーン用食材を提供してその
人気を陰で支えた実績も持つ。現在、契約社数は日
本全国に300社ほど。コットンキャンディ（綿菓子）マ
シンとその食材販売も手掛け、不動産事業に次ぐ柱
となっている。
そして、このポップコーン事業の成功を足掛かりに

して、平成26年、コールドプレスジュースマシンの輸
入販売事業をスタートさせる。

平成23年、大泉社長は新たな食のトレンド探究に
向けて訪れた、ロサンゼルスのグローサリーストアで
「KOMBUCHA（コンブチャ）」に出合う。コンブ
チャとは、お茶に砂糖を加え、菌株等を入れて発酵さ
せたフルーティーな酸味の微炭酸ドリンクで、乳酸菌
やポリフェノール、ビタミンやミネラル、アミノ酸などが
凝縮されている。アメリカを中心にオーストラリア、北
欧などで愛飲され、スタンダードな発酵飲料としてコ
ンビニやスーパー等で販売されている。

「コンブチャは、アメリカでは800億円規模の巨大
市場。カフェでサーバーからグラスに注ぐスタイルが
あるというのも聞き、それも面白いなと思いました」
長きにわたって構想を練り、平成28年に事業化を
決定。その後コンブチャのブルワー（醸造職人）とな
る元クラフトビール職人のスタッフと、アメリカの製造
現場を見て回り醸造ノウハウを蓄積。同社の敷地内
に醸造所を構えて詳細な資料を集め、クラフトビール
づくりのノウハウを交えながら、トライアンドエラーで
コンブチャの製造を成功させた。そして平成30年、日
本では珍しい非加熱コンブチャ外販事業がスタート。

次なる攻めのカードが切られた。

コンブチャの製造では、菌の活動を保つための温
度管理と衛生管理には特に神経をとがらせる。そこ
で同社は、自社開発したIoT技術を用いて発酵温度
を管理。衛生管理では年2回の行政検査以外に自主
的にさまざまな菌の測定検査を行うほか、器具の洗
浄レベルを数値化してその値を維持する管理も行う。
徹底した衛生管理は食品の安全・安心だけでなく、

建物はクリエイティブな発想が生まれる空間として
最適だと思った」と語る大泉社長。ここから、同社の
新たな事業の構想が練られ、育まれている。

同社は大正6（1917）年、東京都台東区龍泉寺町
で創業。電動装置部品の製作を事業の柱としてス
タートする。大正11年、川口市金山町に工場を移転、
昭和5（1930）年に、現在の川口市領家に機械工場、
鋳造工場を増設して事業を拡大させていった。
1970年代後半、現社長の祖父で2代目社長・大
泉平八郎氏が時代の流れと鋳物業界の趨勢を見て、
市内に物流倉庫を建設し不動産事業を開始。やが
て、軸足を貸倉庫事業へと移していった。
「鋳物事業のピークの時は300～400人の従業員
がいたと聞きます。平成20（2008）年2月に鋳物工
場を閉める話があり、そのタイミングで先代社長だっ
た母が『家業を継いでほしい』と相談に来ました」
当時、寛太郎氏は大手流通グループに勤務。宇都
宮や熊本の店舗で広報プロモーションや営業を担当

ポップコーンブームを陰で支える

コンブチャでモノづくり魂に火をつける

魅力を伝えてブームを起こす

地域を活性化して川口を盛り上げる

ポップコーンマシン（左）、ポップコーン（右） ファーマーズマーケットの様子

本社建物外観（左）内観（右） コンブチャ醸造所内部の様子（左）、コンブチャ（右）
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鋳物製造業で創業し、102年となった株式会社大
泉工場。現在は事業内容を大きく変え、物流倉庫の
賃貸管理やレンタルスペースを提供する「不動産関
連事業」、ポップコーンマシンやコールドプレスジュー
スマシンの輸入販売、緑茶と紅茶の発酵飲料“コン
ブチャ”を製造・販売する「飲料食品関連事業」、コン
ブチャやコールドプレスジュース等の飲食店を経営
する「直営サロン運営事業」と、多角化経営を推し進
める。
「現在、物流倉庫の賃貸管理で売り上げの7～8割
を占めます。私が入社した10年ほど前、当社はすでに
鋳物製造をやめており、不動産管理の仕事だけでした。
そこで、何か新しい柱をつくらなければと考えて、食品
関連の事業を立ち上げました」（大泉寛太郎社長）
同社は今年、昭和13年頃に建てられた和洋館並
列の建物「大泉家住宅」に本社事務所を移転した。
創業者・大泉寛三氏が邸宅として使い、国登録有形
文化財（建造物）となった建物だ。本社として使用さ
れる洋館は、外装に大谷石が使われ、室内は当時の
ステンドグラスやアールデコ調の意匠を生かしてリノ
ベーションされた古くて新しいモダンなつくり。「この

酵母や製品の安定したクオリティ維持にも欠かせな
いものだという。
「環境にも配慮しています。排水する水は自動的
にクリーンになるシステムを使って、きれいな状態に
戻して流していますし、使用済み茶葉も堆肥にして敷
地内の庭で使用しています」
同社のコンブチャは、無農薬、有機栽培の茶葉を
使用し、フレーバーは日本人の口に合うように開発さ
れている。洋ナシ風の香りが漂う「オリジナル」やゆ
ずを漬け込んだ「ユズ・ヘッズ」、レモングラスの酸味
と香りにハイビスカスの色合いが楽しい「ピンク・サ
ワー・パーティー」。そのほか、季節のフレーバーや限
定フレーバーがある。どれもフルーティーな味わいと
まろやかな酸味で喉ごしがいいのも特徴だ。
現在、全国の自然派志向・健康志向のスーパー

や飲食店等に15ℓサイズの樽で販売するほか、西
麻布の自社直営サロンや本社敷地内のカフェで味
わうことができる。顧客や一般消費者からは「さっぱ
りしていておいしい」と大好評。今後はより一層PR
と営業を強化し、コンブチャブームを起こしていく考
えだ。

同社は毎月会社の敷地を解放して、ファーマーズ
マーケットを開催している。地元川口の出店者を中
心に50店舗ほどが集まり、サッカーゲームやダンスな
ど各種イベントも開催。毎回大勢の人が集まり、地域
との交流を深めているという。大泉社長の前職の経
験がいかんなく発揮されているというわけだ。
「これからも、川口という街を盛り上げていくような
取り組みを、どんどん仕掛けていきたいです」
今後は、不動産事業を屋台骨にそれぞれの事業

の柱を太くしていく計画で走り続ける同社。
良いサービス、良い製品をつくり続ける同社のモノ

づくりのスピリットは、長年鋳物をつくり続けてきた大
泉工場という社名とともに脈 と々息づいている。

し、地域を活性化させる事業に力を注いでいた。
「勤めていた流通グループが中心となって街を楽
しく活気あるものにしていく活動をしていました。そこ
で街の在り方を肌で勉強した感じです」
そして平成20年10月、前職を辞めて同社に入社。
不動産事業を引き継ぎながら、自社の建物や敷地を
活用する業務を任される。そこで翌年、ドラマや映画
などのロケ地として貸し出す「レンタルスペース事
業」をスタートする。ロケーション地を誘致するフィル
ムコミッション等にPRすることで徐々に依頼が入り、
事業を軌道に乗せていった。現在は、大泉家住宅の
一部やガーデン等の貸し出しを行っている。
物流倉庫賃貸を主とした不動産事業だけで安定

した収益を得ていた同社。そのまま守りの経営を続
けることもできたはずだ。しかし、そこで寛太郎氏は
積極的に「守りながら攻める」という新しいカードを
切る。それが、入社直前に短期留学でニューヨーク
に行った際目にした、ポップコーンビジネスであった。

「ニューヨークの街中でポップコーンを食べながら
歩いている女性を見かけたんです。それがかっこよ
かった。それで、今後日本でもポップコーンを街中で
食べる文化がはやるのではないかと思いました」
しかし、ポップコーン事業を進めようとするも、ポッ
プコーンはおろか食品ビジネスに関しては全くのゼロ
ベース。そこで、ポップコーンマシンメーカーのあたり
をつけるため、アメリカの厨房機器の展示会に足を
運ぶ。この渡米が功を奏し、そこで知り合った人との
縁から、アメリカのポップコーン製造機の老舗メー
カー2社と正規取扱店契約を結ぶに至った。
そして平成22年、ビジネスがスタートする。事業は

ポップコーンマシンの輸入販売、機器のメンテナンス、
フレーバーノウハウのアドバイス。そこで核となるの
が、フレーバー素材やポップコーン材料等食材の販
売だ。機械を販売して取引が終了するのではなく、原
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材料を購入してもらうことで顧客と長く付き合う消耗
品ビジネスで定期収益をあげる。
平成25～26年頃に巻き起こったポップコーンブー

ムでは、マシンとポップコーン用食材を提供してその
人気を陰で支えた実績も持つ。現在、契約社数は日
本全国に300社ほど。コットンキャンディ（綿菓子）マ
シンとその食材販売も手掛け、不動産事業に次ぐ柱
となっている。
そして、このポップコーン事業の成功を足掛かりに

して、平成26年、コールドプレスジュースマシンの輸
入販売事業をスタートさせる。

平成23年、大泉社長は新たな食のトレンド探究に
向けて訪れた、ロサンゼルスのグローサリーストアで
「KOMBUCHA（コンブチャ）」に出合う。コンブ
チャとは、お茶に砂糖を加え、菌株等を入れて発酵さ
せたフルーティーな酸味の微炭酸ドリンクで、乳酸菌
やポリフェノール、ビタミンやミネラル、アミノ酸などが
凝縮されている。アメリカを中心にオーストラリア、北
欧などで愛飲され、スタンダードな発酵飲料としてコ
ンビニやスーパー等で販売されている。

「コンブチャは、アメリカでは800億円規模の巨大
市場。カフェでサーバーからグラスに注ぐスタイルが
あるというのも聞き、それも面白いなと思いました」
長きにわたって構想を練り、平成28年に事業化を
決定。その後コンブチャのブルワー（醸造職人）とな
る元クラフトビール職人のスタッフと、アメリカの製造
現場を見て回り醸造ノウハウを蓄積。同社の敷地内
に醸造所を構えて詳細な資料を集め、クラフトビール
づくりのノウハウを交えながら、トライアンドエラーで
コンブチャの製造を成功させた。そして平成30年、日
本では珍しい非加熱コンブチャ外販事業がスタート。

次なる攻めのカードが切られた。

コンブチャの製造では、菌の活動を保つための温
度管理と衛生管理には特に神経をとがらせる。そこ
で同社は、自社開発したIoT技術を用いて発酵温度
を管理。衛生管理では年2回の行政検査以外に自主
的にさまざまな菌の測定検査を行うほか、器具の洗
浄レベルを数値化してその値を維持する管理も行う。
徹底した衛生管理は食品の安全・安心だけでなく、

建物はクリエイティブな発想が生まれる空間として
最適だと思った」と語る大泉社長。ここから、同社の
新たな事業の構想が練られ、育まれている。

同社は大正6（1917）年、東京都台東区龍泉寺町
で創業。電動装置部品の製作を事業の柱としてス
タートする。大正11年、川口市金山町に工場を移転、
昭和5（1930）年に、現在の川口市領家に機械工場、
鋳造工場を増設して事業を拡大させていった。
1970年代後半、現社長の祖父で2代目社長・大
泉平八郎氏が時代の流れと鋳物業界の趨勢を見て、
市内に物流倉庫を建設し不動産事業を開始。やが
て、軸足を貸倉庫事業へと移していった。
「鋳物事業のピークの時は300～400人の従業員
がいたと聞きます。平成20（2008）年2月に鋳物工
場を閉める話があり、そのタイミングで先代社長だっ
た母が『家業を継いでほしい』と相談に来ました」
当時、寛太郎氏は大手流通グループに勤務。宇都
宮や熊本の店舗で広報プロモーションや営業を担当

ポップコーンブームを陰で支える

コンブチャでモノづくり魂に火をつける

魅力を伝えてブームを起こす

地域を活性化して川口を盛り上げる

ポップコーンマシン（左）、ポップコーン（右） ファーマーズマーケットの様子

本社建物外観（左）内観（右） コンブチャ醸造所内部の様子（左）、コンブチャ（右）
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東京圏への人口集中が依然として解消できてい
ないことや、総合戦略の施策の成果を見込んで、各
自治体が独自に行う人口推計はより楽観的なものと
なっているかもしれない。しかし、人口推計は各種推
計の中で最も確実性が高い部類にはいる。日本全
体の総人口は下図に見るとおり、2008年をピークに
2050年には▲20.4％、2100年には▲53.4％に減
少すると見込まれている。これから小さくなっていく
パイを各市町村が取り合うのである。過去のトレンド
や前提条件から逸脱する事態が起これば、楽観が
悲観に転じることも十分起こり得るだろう。

我が国における自治体SDGsの展開
国連総会での2030アジェンダ採択（2015年９

月）を受けて、日本政府もSDGsを重要課題と位置
づけ、2016年６月に推進本部を発足させた。同年
12月には実施指針と８つの優先課題を示し、続いて
「SDGsアクションプラン2018」（2017年12月）、
「同2019」（2018年12月）を策定している。
地方創生に向けては、2017年６月に「自治体
SDGs推進のための有識者検討会」を設置し、同年
11月に「地方創生に向けた自治体SDGs推進のあ
り方」（コンセプト取りまとめ）を発表した。地方創生
政策の中で自治体へのSDGs導入を促進する施策
としては、2017年度に「SDGs未来都市」のプロ

ジェクトを発足させた。これは、自治体によるSDGs
の達成に向けた取り組みを公募し、優れた取り組み
を提案する都市を「SDGs未来都市」として選定し
て、関係省庁が構成する「自治体SDGs推進関係省
庁タスクフォース」（2018年１月設置）によって強力
に推進するものである。2018年度から「SDGs未来
都市」の優良自治体を公募し、初年度は29の自治
体、今年度は31の自治体を選定・表彰している。ま
た、そのなかで特に先導的な取り組みを「自治体
SDGsモデル事業」として選定し、補助金等により支
援している。
なお、「SDGs未来都市」に先行するプロジェクト

として「環境モデル都市」（2008年開始）、「環境未
来都市」（2011年開始）がある。「環境モデル都市」
のキーワードは低炭素化である。また、「環境未来都
市」のキーワードは環境と高齢化で、その目的として、
環境価値創出、社会的価値創出、経済的価値創出
があげられている。これらはSDGsの理念を先取り
するもので、「SDGs環境未来都市」はこの２つのプ
ロジェクトの理念の多くの部分を継承している。
先行プロジェクトを含めるとSDGs導入には比較的
長い助走期間があったが、2018年に自治体SDGｓ
推進評価・調査検討会が行ったSDGsに関する全国
アンケートによると、SDGsを推進している自治体の
割合は8.5％にとどまっている。これに対して内閣府
は、都道府県及び市区町村におけるSDGsの達成
に向けた取組割合が2020年までに30％に達するよ
う取り組みを進めるとしている。

はじめに
2014年12月27日に閣議決定された「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」は、今年が第１期総合戦略の
最終年となっている。
この間、毎年改訂が行われているが、2017年12
月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦
略」（2017改訂版）の「Ⅰ．基本的な考え方」におい
て、地方創生の一層の推進にあたっては持続可能な
開発目標（SDGs）の主流化を図る旨が記載され、
「Ⅲ．今後の施策の方向性」には地方公共団体にお
ける持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた
取り組みの推進が位置づけられた。市町村版「まち・
ひと・しごと創生総合戦略」の改訂においても、
SDGsへの対応が求められるところである。
しかしながらSDGsに対しては、ゴールやターゲッ

トの数が多すぎる、理解が容易でない、導入方法が
わからないといった意見も多いようだ。本稿では、自
治体においてSDGsにどう取り組めばよいのか、事
例等を参考に考えてみたい。

直面する課題と自治体SDGsの背景
人口の減少や高齢化の進展をはじめとして、自治
体は経済・社会・環境面で取り組むべき多くの課題
を抱えている。地域社会や企業もそうした課題を共
有する立場にあり、複数の課題を克服する効果的な
方法として、SDGsの活用が提案されている。　
ここでは、主要課題のひとつである人口減少と高
齢化について、国立社会保障・人口問題研究所によ
る埼玉県内自治体の将来推計を見てみたい。図は
2045年の総人口と生産年齢人口を、2015年を
100とした指数で表している。

自治体の施策とSDGsへの適応
SDGsは基本的に国レベルのグローバルスケール

の課題解決のための枠組みだが、その枠組みを３層
構造としてとらえると、行政支援ツールとして利用し
やすいものであることが理解できる。
SDGsには多くのゴールやターゲットがあり、その

中には相互に関連性があり同時に解決できるグ
ループ（シナジー効果）や相反するグループ（トレー
ドオフ効果）がある。実現可能性や効率性に留意し、
それぞれの自治体にとって合理的な政策目標にまと

める必要があるが、17のゴール群はアイコンを升目
状に並べて紹介されることが多く、これが理解を難
しいものにしているように思われる。経済、社会、環
境の３つのボトムラインを理念構成の柱として並べ
替えたSDGsウェディングケーキは、17のゴール群
の位置づけを理解する一助となるだろう。
SDGsを自治体レベルの課題解決に活用しようと

する場合、枠組みを地域レベルの課題解決に適用す
る翻訳作業（ローカライズ）が必要になる。目標群とし
てのゴール、ターゲットを編集し、一体的、統合的に取
り組むシナリオをつくらなければならない。シナリオ作
成にあたっては、ほとんど全ての自治体でこれまでの
取り組みをSDGsに関連づける作業（後づけマッピン
グ）が行われるが、同時にSDGsに留意して取り組み
を計画する作業（先づけマッピング）を行い、ゴール、
ターゲット群を自治体の政策課題として翻訳する必
要がある。さらに、未来の姿から逆算して現在の施策
を考える発想をバックキャスティングという。こうした
段階を経てはじめてSDGsを導入したといえるレベル
に達すると言えよう。

自治体SDGsの事例
【北九州市】
北九州市は、1901年に日本初の製鉄
所が操業を開始し、鉄のまちとして急速に
発展したが、1950～60年代には大気汚
染や水質汚濁などの深刻な公害が発生
した。そこで、地元の婦人会が始めた「青
空が欲しい」運動をきっかけに、市民・産
業・行政・大学が一体となって取り組み
（マルチ・ステークホルダー）、1970年代
後半には青い空を取り戻している（バック
キャスティングのアプローチ）。その後、国
内初で最大級のリサイクル拠点である北
九州エコタウンを造成し、資源循環型経
済や再生可能エネルギーに取り組んだ結
果、「公害のまち」から「環境都市」へと変

貌を遂げた（社会・環境・経済の統合）。また、中国の
大連市をはじめ、アジア諸国の都市と協定を結び、環
境技術や行政のノウハウを開発途上国へ移転する国
際協力を積極的に推進している（パートナーシップ）。
【北海道下川町】
下川町は、1970年頃からの基幹産業の衰退により
人口が急減し、1980年代半ばには最盛期の半分に
落ち込んだ。町の存続に係わる危機の中、1998年に
商工会、森林組合、主婦、行政職員などが参加する
住民主体の「下川産業クラスター研究会」が発足し、
2001年に「森林共生のグランドデザイン」を策定した。
森林という自然資本を基盤に、持続可能な地域社会、
協働に基づく自律した地域づくりを目指すグランドデ
ザインの考え方は、下川町のまちづくりの基礎となっ
ている。町有林で毎年50haを植林し、60年育てて伐
採する循環型森林経営を基盤に、森林資源を最大限
活用する森林総合産業の構築、森林バイオマスによ
る地域エネルギー需給システムの整備、超高齢化社
会への対応等、経済・社会・環境面での価値創造と
統合的解決に取り組んでいる。
2018年の総合振興計画の改訂に当たってSDGs

の手法を取り入れ、2030年度の町の「ありたい姿」に
向けたアクションを考えるバックキャスティングを行っ
た。「ありたい姿」は下川町の課題やアイデンティティ
に根ざしている。また、その進捗を測る指標を考える
「ありたい姿のモノサシ（指標）を考える市民有志の
会」、これまで女性の視点が弱かったことから生まれ
た「下川くらしネット」、地域外の企業や研究機関との
連携協定の締結など、地域内外のステークホルダー
との新しいパートナーシップづくりにつながっている。
【事例のポイント】
◆継続的な取り組みにより成果を引き出す
２事例とも長い活動の歴史があるが、これまでの活
動の軌跡を振り返り、SDGs的な要素を軸に施策を
構成し、持続的なまちづくりにつなげている。一貫した
活動は地域アイデンティティの醸成につながり、さら
にはまちに人を呼び込むブランド力を強化することに

もつながると期待できる。
◆明確な目標とバックキャスティングの手法
未来における「ありたい姿」を想い描き、その実現

に向けてバックキャスティングの手法を取り入れるこ
とで、明確なビジョンとその実現に向けた効果的な施
策体系が構成される。
◆施策のシナリオ性と関連事業の統合性確保
SDGsを通して地域を捉えることで、新たな課題や
複数の課題の関係性を発見することができる。それ
らを整理し、地域の強みを核に経済・社会・環境の３
側面に波及する事業を検討することにより、複数の事
業が相互に連携する効率的な展開が期待できる。ま
た、住民の主体性と地域の合意形成を基盤とする活
動が、まちの魅力を見つけ高めることにつながり、事
業の円滑な推進に寄与すると考えられる。
◆ステークホルダーとのパートナーシップ
「ありたい姿」につながるストーリーがあることは、
地域住民にとってわかりやすく、理解と協力を得やす
いと考えられる。SDGsを共通言語とすることで、地
域のステークホルダーの参加拡大や、関係性の深化
が期待できる。また、地域外のステークホルダーとの
パートナーシップ構築の機会も拡大する。

おわりに
事例からは、地域らしさやアイデンティティの共有

が重要であると感じられる。実感のある目標の下に地
域がまとまることが活動の基盤となっている。
まち・ひと・しごと創生総合戦略は、上位計画である
総合振興計画との整合性が求められるため、総合振
興計画の施策をピックアップして再編集したイメージ
に陥りやすい。しかし、施策全域を網羅しなければな
らない総合振興計画は、その性質上総花的であり平
面的なビジョンにすぎない。それをどう実現するかの
シナリオやプロセスを、SDGsを活用しながら総合戦
略で示すことになるのではないか。総合戦略は、「あ
りたい姿」を実現するためのアクションプランとなるべ
きであろう。

総人口の指数100以上は戸田市(115.8)、吉川
市(113.6)をはじめとする10市。指数80以上100
未満は19市町となっている。他方、指数65未満と大
きく減少が予想される都市は16市町村となっている。
次に、15歳から64歳の生産年齢人口を見ると、
指数100以上は吉川市(103.3)、戸田市(100.6)の
２市にとどまる反面、指数65未満は35市町村にも及
び、さらにそのうち15町村が50未満となっている。
以上からも、多くの自治体で人口減少が進み、仮

に人口減少を最小限にくい止めたとしても、生産年
齢人口の減少が経済・社会面で大きな影響を及ぼ
すと予想される。

自治体SDGsの達成に向けてシリーズ
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（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、業務用機械
の落ち込みなどを受けて7～9月期に前年割れした
後は総じて弱い動きを続け、本年4～6月期まで4四
半期連続で前年を下回った。
本年7～9月期を通してみても、引き続き業務用機
械がやや低調に推移しているほか、空気圧機器な
どの汎用機械やフラットパネル・ディスプレイ製造装
置といった生産用機械も力強さに欠ける動きを続け
ており、一般機械全体でみると、生産は前年を下
回った模様である。
空気圧機器は、昨年の後半あたりまでは比較的
高い水準で推移していたが、工作機械向けの受注
が落ち込んできたことなどを受けて、今年に入って
生産が減少している。自動化・省力化機器向けが比
較的堅調に推移したことなどから、歯車は底堅い動
きを続けており、金型もやや持ち直した。
昨年後半に弱含んでいたフラットパネル・ディスプ

レイ製造装置は、今年に入って生産が盛り返してい
たが、足元では再び一進一退の展開となっている。
半導体製造装置は、全国的には米中貿易摩擦など
に伴う海外経済の減速を受けて、輸出が大きく落ち
込んでいる。県内の半導体製造装置の生産は月ご
との振れ幅が大きいが、ならしてみれば前年の水準
を上回っている。
医療用機械器具は、昨年後半に若干持ち直して

いたが、今年に入って再び減少に転じ、その後も低
水準で推移しているとみられる。
景気の先行き不透明感の強まりを受けて、企業

の設備投資姿勢が慎重さを増しており、工作機械
受注は当面低水準にとどまる可能性が高い。10～
12月期の一般機械の生産についても、引き続き前

情報通信機器は、カーナビやカーオーディオなど
自動車関連の製品を中心に、堅調な動きを続けて
いる。県内で生産されるこうした製品は、国内や米
国向けの高級車用のものが多く、引き続き堅調な動
きが続いている。
先行きについては、電子部品・デバイスは足元で

やや回復の兆しが見えてきている。産業向けの電
気機械は輸出や設備投資の先行きが不透明で、調
整が長引くとみるところも多い。情報通信機器は堅
調な動きが続くとみられる。電気機械全体では、海
外経済や、貿易摩擦の先行きにもよるが、徐々に回
復していくと見込まれる。

 
（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
年比＋7.2％と4～6月期の＋4.1％に続き2四半期
連続で増加した。軽自動車が同＋7.2％、登録車（普
通＋小型乗用車）も同＋7.2％と2四半期連続で前
年を上回った。県内の乗用車の販売は強含みで推
移している。10月の消費増税前の駆け込み購入は、
政府が増税前後の変動をならすために購入支援策
を導入していることもあり、前回増税時に比べると
小さかったようだ。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期は前年比▲8.0％と減少したが、4～6月期は同

ラックの生産は前年をやや下回るとみられることから、
部品メーカーの生産はほぼ前年並みと予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、堅調な鉄鋼需
要を背景に、昨年4～6月期まで4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の需要
が落ち着いてきたことなどから、7～9月期には前年
比横ばいとなった。その後は前年の水準が高かった
こともあり、10～12月期から本年4～6月期まで3四
半期連続で前年を下回っている。
本年7～9月期についても、鉄鋼の生産は前年を

やや下回ったとみられる。鉄筋組立工や現場監督と
いった建設労働者の不足感が徐々に解消するなか
でも、鉄筋コンクリート造の着工は力強さに欠ける
状況が続いている。鉄骨造については引き続き底
堅く推移しているが、鉄骨を組むファブリケーターの
処理能力に余裕がなくなっているようだ。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。一時減速していた病院や介護施設などの
医療関連施設も着工が持ち直している。
マンションは、売れ行きが低調に推移している。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、一部では値引きを余
儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な姿
勢をみせている。
黒鉛電極やバナジウムなどの副資材価格が大幅

に上昇しているものの、春先まで値上がりしていた
スクラップ価格が値下がりに転じ、コストを押し下げ
ている。中国の鉄鋼生産の減少が、日本からのスク
ラップ輸出価格に影響しているようだ。鋼材の製品
価格も徐々に下がってきているものの、鋼材メー
カーは一定の収益を確保できている。
東京オリンピック関連の需要は落ち着いたものの、

年を下回る水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年を下回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体として前年を
下回った模様である。中国経済の減速により、スマー
トフォンや自動車向けの電子部品の生産が減少した
ことに加え、産業機械向けの電子部品や電気機器
の生産が減少した。
電子部品・デバイスの生産は、昨年中は好調を持
続したが、本年1～3月期以降前年比マイナスを続
けている。県内電子部品メーカーは需要や価格が
不安定なスマートフォン向けから自動車向けや産業
機械向けなどに生産のシフトを行ってきたが、自動
車向け、産業機械向けの生産が大きく落ち込んだ。
なお、エアコンや白物家電は中国、東南アジアなど
での需要は強く、省エネ化など製品の高度化も続い
ており、家電向けの電子部品・デバイスの生産は堅
調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向

けの家電は少なく、産業向けがほとんどとなってい
る。県内で生産される電気機械の多くは、生産機械
や情報システムなどに組み込まれる電気関連の部
品や装置である。組み込まれた機械は海外へ輸出
されることも多い。このため、産業機械の中国への
輸出や国内での需要の減少の影響が大きく、生産
は大きく落ち込んでいる。

＋3.1％と増加した。7月も同＋3.7％と前年を上回り、
7～9月期全体でも前年を上回ったとみられる。輸出
向けの生産台数が米国向けを中心に減少したが、
県内完成車メーカーの登録車の販売台数が、前年
の水準が低かったこともあり前年を大きく上回った
ため、県内での生産も増加しているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

が少ないとみられることから、増税後に大きな反動
減は見込まれず、県内生産は前年並みで推移する
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。トラック販売は海外向けが減少
しているものの、国内向けが前年を上回って推移し
ているようだ。国内販売は、東京オリンピック関連の
需要は落ち着いてきているが、首都圏の再開発や
ネット通販の拡大による物流需要があり増加が続い
ている。消費増税前の駆け込み購入は限定的だっ
たようだ。海外向けは、米中貿易摩擦や中国をはじ
めとする海外景気の減速もあり減少しているとみら
れる。
先行きは、海外景気停滞の影響から生産は伸び
悩み、前年をやや下回って推移すると予想される。
部品メーカー：完成車メーカーの生産が前年をやや
上回って推移したとみられることから、部品メーカー
の生産も前年を上回った模様だ。
先行きについては、乗用車の生産は前年並み、ト

都内の再開発プロジェクトなど、先行きも一定水準
の鉄鋼需要は見込める状況にある。10～12月期の
鋼材の生産についても、前年を若干下回る程度の
水準で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干下回った

とみられる。鋳鉄管は今年の春先まで緩やかに減
少してきたが、このところ徐々に持ち直している。輸
出用を中心に堅調だった建設機械向けや工作機械
向けについては、中国の景気減速などの影響を受
けて、やや減速しているようだ。
コスト面は厳しい状況が続いている。原材料のう
ち、スクラップの価格は低下しているものの、10月
からの銑鉄の価格引き上げが決まっており、副資材
の価格上昇幅も大きい。また、下請業者にこれまで
電力需要を分散させるために適用されてきたピーク
シフト割引が廃止され、電気料金の負担が増してお
り、収益面を圧迫している。こうしたなかで、中小企
業庁が2016年に打ち出した「未来志向型の取引
慣行に向けて」の方針に基づき、従来の取引慣行を
見直す動きが出始めており、本来発注先が負担す
べき型の保管費用や処理費用などを請求すると
いった動きがみられる。
引き続き十分な受注残を抱える企業もあるが、総

じてみれば受注状況の悪化している先が多い。10
～12月期についても、鋳物の生産は前年をやや下
回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額はほぼ前
年並みとなった。予算の執行は比較的順調であり、
受注残は多く、足元の工事量も高水準で安定して
いる。都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の
受注状況は価格面を含めて良好であり、相応の収
益を確保できている。
老朽化したインフラの更新や補修の必要性が高

まっており、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化に伴う改修、設備更新
の工事が多く、新規の建築案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。価格面では比較
的高い水準にあるが、品質を維持するためにも、今
後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、着工ベースで前
年に比べ弱含みの推移となっている。
種類別では病院、介護関連などの医療・福祉施
設は建て替え、補修を含めて工事量も多く、堅調に
推移している。工場など製造業関連は、ここにきて
勢いが鈍化している。物流関連や商業関連は大型
工事が多く、振れはあるものの、全体として堅調な
推移。飲食、サービス関連は弱い動きとなっている。
都内の大手業者が優良工事を多く抱え、県内の
工事は比較的大きなものでも、県内建設業者が請
け負うようになっており、建設業者の収益環境は良
い。オリンピック・パラリンピック後の需要減の懸念
はあるものの、足元が好調なため、現在の工事に注
力しているところが多い。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、現状程度で推移するとする見方が多い。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べ比較的大きな落ち込みとなった。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県
におけるマンションの契約率は、供給戸数を減らして
いることもありやや改善しているが、依然、好不調の
目安といわれる70％を下回る推移となっている。浦
和駅や大宮駅などの駅に近い物件は高価格に関わ
らず売れるものもあるが、利便性にやや劣る物件は
販売が厳しい。マンション販売業者は、売れ行きが
鈍っていることに加え、建築コストや土地代の上昇
から利ザヤが小さくなっていることから、このところ
供給を絞っている。また、子育て中の夫婦などで、通
勤が楽な都内の物件のニーズが高く、埼玉県のマン
ションの売れ行きに影響している面もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
消費増税による駆け込み需要は持ち家について

は若干みられたが、分譲住宅では、住宅ローン減税
の拡充など増税後の対策もあり、前回増税時に比
べると小さかった。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

や利ザヤが小さくなっていることから、供給は手控
えられるとみられる。戸建分譲は先行きも安定した

状況が期待されている。貸家は空室率が低下傾向
にあるとはいえ、依然高く現状程度からやや弱含み
の見込み。住宅全体では弱い動きが続くとみられる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。主力の衣料品が紳士服・婦人服ともに低迷が続
いたほか、食料品の売上も前年を下回った。7月は
長梅雨・低温などの天候不順の影響で夏物商材の
不振により売上は大きく減少したが、8月に入り一転
して猛暑が続き盛夏アイテムが伸長した。
夏のセールは昨年に続き、6月下旬と7月下旬の
2回に分けて開催された。2回開催への顧客の認知
度は高まったが、天候不順の影響もあり売上は振る
わなかったようだ。衣料品や食料品の売上が停滞
するなか、好調だった化粧品の伸びが鈍っていると
の指摘があった。10月の消費増税に伴う駆け込み
購入は、前回増税時に比べると小さかったようだが、
時計、宝飾品、高級ブランド品等の高額品のほか、
コート、紳士スーツ、羽毛布団等では駆け込みが見
られた。高額品の売上は引き続き堅調に推移してお
り、富裕層が顧客である外商売上も伸びている。
一般の中間層の消費は引き続き慎重な動きと

なっている。消費増税を前にして、節約志向が強ま
りより消費に慎重になっているとの指摘もあった。イ
ンバウンド（訪日外国人）による消費はひところに比
べ落ち着いてきているが、県内百貨店では売上全
体に占める割合も僅かで全体の売上への影響は小
さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2019年4～6月期まで16四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで
回復の兆しは見られていない。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が比較的小さいことから、前回増税時ほどの
落ち込みはないとみられるが、中間層を中心に慎重

姿勢が強まっており、今後も売上は前年を下回って
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
をやや下回ったとみられる。7月は長雨・低温の影響
で主力の食料品、衣料品とも前年を大きく下回った。
8月は猛暑となり盛夏品が盛り返し、9月は消費増税
前の駆け込み購入が見られたものの7～9月期全体
では前年の水準に届かなかったようだ。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨年
10～12月期以降減少が続き、本年7～9月期も前年
割れになったとみられ、低迷が続いている。
消費者の買い物姿勢については、日常消費の衣
料品や食料品は慎重に品定めをする傾向が強い、
値段が安ければ買うというわけではなく商品の価値
をみて納得しないとなかなか購入しない、といった
消費者の慎重な消費姿勢を指摘する声があった。
また、スーパーや百貨店では、人の新規採用が厳

しいことに加え、社員・パートとも中途退社・転職が
増え、人手不足が深刻化しているとの話もあった。
先行きについては、消費増税による駆け込みの
反動減は避けられないとみられるが、食料品が軽減
税率により税率の変更がないことや、駆け込み購入
も前回増税時ほど大きくないこと、中小企業を対象
としたキャッシュレス決済時のポイント還元、大手企
業での独自の販促策もあり、反動減も小幅かつ短
期間で終息すると予想される。

●我が国の総人口の推移と将来推計
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■調査時期
　2018.10.1～11.16
■対象
　1,788自治体
■回答数
　都道府県 40
　市区町村 980
　　計 1,020
■回答率
　57.0%
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東京圏への人口集中が依然として解消できてい
ないことや、総合戦略の施策の成果を見込んで、各
自治体が独自に行う人口推計はより楽観的なものと
なっているかもしれない。しかし、人口推計は各種推
計の中で最も確実性が高い部類にはいる。日本全
体の総人口は下図に見るとおり、2008年をピークに
2050年には▲20.4％、2100年には▲53.4％に減
少すると見込まれている。これから小さくなっていく
パイを各市町村が取り合うのである。過去のトレンド
や前提条件から逸脱する事態が起これば、楽観が
悲観に転じることも十分起こり得るだろう。

我が国における自治体SDGsの展開
国連総会での2030アジェンダ採択（2015年９

月）を受けて、日本政府もSDGsを重要課題と位置
づけ、2016年６月に推進本部を発足させた。同年
12月には実施指針と８つの優先課題を示し、続いて
「SDGsアクションプラン2018」（2017年12月）、
「同2019」（2018年12月）を策定している。
地方創生に向けては、2017年６月に「自治体
SDGs推進のための有識者検討会」を設置し、同年
11月に「地方創生に向けた自治体SDGs推進のあ
り方」（コンセプト取りまとめ）を発表した。地方創生
政策の中で自治体へのSDGs導入を促進する施策
としては、2017年度に「SDGs未来都市」のプロ

ジェクトを発足させた。これは、自治体によるSDGs
の達成に向けた取り組みを公募し、優れた取り組み
を提案する都市を「SDGs未来都市」として選定し
て、関係省庁が構成する「自治体SDGs推進関係省
庁タスクフォース」（2018年１月設置）によって強力
に推進するものである。2018年度から「SDGs未来
都市」の優良自治体を公募し、初年度は29の自治
体、今年度は31の自治体を選定・表彰している。ま
た、そのなかで特に先導的な取り組みを「自治体
SDGsモデル事業」として選定し、補助金等により支
援している。
なお、「SDGs未来都市」に先行するプロジェクト

として「環境モデル都市」（2008年開始）、「環境未
来都市」（2011年開始）がある。「環境モデル都市」
のキーワードは低炭素化である。また、「環境未来都
市」のキーワードは環境と高齢化で、その目的として、
環境価値創出、社会的価値創出、経済的価値創出
があげられている。これらはSDGsの理念を先取り
するもので、「SDGs環境未来都市」はこの２つのプ
ロジェクトの理念の多くの部分を継承している。
先行プロジェクトを含めるとSDGs導入には比較的
長い助走期間があったが、2018年に自治体SDGｓ
推進評価・調査検討会が行ったSDGsに関する全国
アンケートによると、SDGsを推進している自治体の
割合は8.5％にとどまっている。これに対して内閣府
は、都道府県及び市区町村におけるSDGsの達成
に向けた取組割合が2020年までに30％に達するよ
う取り組みを進めるとしている。

はじめに
2014年12月27日に閣議決定された「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」は、今年が第１期総合戦略の
最終年となっている。
この間、毎年改訂が行われているが、2017年12
月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦
略」（2017改訂版）の「Ⅰ．基本的な考え方」におい
て、地方創生の一層の推進にあたっては持続可能な
開発目標（SDGs）の主流化を図る旨が記載され、
「Ⅲ．今後の施策の方向性」には地方公共団体にお
ける持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた
取り組みの推進が位置づけられた。市町村版「まち・
ひと・しごと創生総合戦略」の改訂においても、
SDGsへの対応が求められるところである。
しかしながらSDGsに対しては、ゴールやターゲッ

トの数が多すぎる、理解が容易でない、導入方法が
わからないといった意見も多いようだ。本稿では、自
治体においてSDGsにどう取り組めばよいのか、事
例等を参考に考えてみたい。

直面する課題と自治体SDGsの背景
人口の減少や高齢化の進展をはじめとして、自治
体は経済・社会・環境面で取り組むべき多くの課題
を抱えている。地域社会や企業もそうした課題を共
有する立場にあり、複数の課題を克服する効果的な
方法として、SDGsの活用が提案されている。　
ここでは、主要課題のひとつである人口減少と高
齢化について、国立社会保障・人口問題研究所によ
る埼玉県内自治体の将来推計を見てみたい。図は
2045年の総人口と生産年齢人口を、2015年を
100とした指数で表している。

自治体の施策とSDGsへの適応
SDGsは基本的に国レベルのグローバルスケール

の課題解決のための枠組みだが、その枠組みを３層
構造としてとらえると、行政支援ツールとして利用し
やすいものであることが理解できる。
SDGsには多くのゴールやターゲットがあり、その

中には相互に関連性があり同時に解決できるグ
ループ（シナジー効果）や相反するグループ（トレー
ドオフ効果）がある。実現可能性や効率性に留意し、
それぞれの自治体にとって合理的な政策目標にまと

める必要があるが、17のゴール群はアイコンを升目
状に並べて紹介されることが多く、これが理解を難
しいものにしているように思われる。経済、社会、環
境の３つのボトムラインを理念構成の柱として並べ
替えたSDGsウェディングケーキは、17のゴール群
の位置づけを理解する一助となるだろう。
SDGsを自治体レベルの課題解決に活用しようと

する場合、枠組みを地域レベルの課題解決に適用す
る翻訳作業（ローカライズ）が必要になる。目標群とし
てのゴール、ターゲットを編集し、一体的、統合的に取
り組むシナリオをつくらなければならない。シナリオ作
成にあたっては、ほとんど全ての自治体でこれまでの
取り組みをSDGsに関連づける作業（後づけマッピン
グ）が行われるが、同時にSDGsに留意して取り組み
を計画する作業（先づけマッピング）を行い、ゴール、
ターゲット群を自治体の政策課題として翻訳する必
要がある。さらに、未来の姿から逆算して現在の施策
を考える発想をバックキャスティングという。こうした
段階を経てはじめてSDGsを導入したといえるレベル
に達すると言えよう。

自治体SDGsの事例
【北九州市】
北九州市は、1901年に日本初の製鉄
所が操業を開始し、鉄のまちとして急速に
発展したが、1950～60年代には大気汚
染や水質汚濁などの深刻な公害が発生
した。そこで、地元の婦人会が始めた「青
空が欲しい」運動をきっかけに、市民・産
業・行政・大学が一体となって取り組み
（マルチ・ステークホルダー）、1970年代
後半には青い空を取り戻している（バック
キャスティングのアプローチ）。その後、国
内初で最大級のリサイクル拠点である北
九州エコタウンを造成し、資源循環型経
済や再生可能エネルギーに取り組んだ結
果、「公害のまち」から「環境都市」へと変

貌を遂げた（社会・環境・経済の統合）。また、中国の
大連市をはじめ、アジア諸国の都市と協定を結び、環
境技術や行政のノウハウを開発途上国へ移転する国
際協力を積極的に推進している（パートナーシップ）。
【北海道下川町】
下川町は、1970年頃からの基幹産業の衰退により
人口が急減し、1980年代半ばには最盛期の半分に
落ち込んだ。町の存続に係わる危機の中、1998年に
商工会、森林組合、主婦、行政職員などが参加する
住民主体の「下川産業クラスター研究会」が発足し、
2001年に「森林共生のグランドデザイン」を策定した。
森林という自然資本を基盤に、持続可能な地域社会、
協働に基づく自律した地域づくりを目指すグランドデ
ザインの考え方は、下川町のまちづくりの基礎となっ
ている。町有林で毎年50haを植林し、60年育てて伐
採する循環型森林経営を基盤に、森林資源を最大限
活用する森林総合産業の構築、森林バイオマスによ
る地域エネルギー需給システムの整備、超高齢化社
会への対応等、経済・社会・環境面での価値創造と
統合的解決に取り組んでいる。
2018年の総合振興計画の改訂に当たってSDGs

の手法を取り入れ、2030年度の町の「ありたい姿」に
向けたアクションを考えるバックキャスティングを行っ
た。「ありたい姿」は下川町の課題やアイデンティティ
に根ざしている。また、その進捗を測る指標を考える
「ありたい姿のモノサシ（指標）を考える市民有志の
会」、これまで女性の視点が弱かったことから生まれ
た「下川くらしネット」、地域外の企業や研究機関との
連携協定の締結など、地域内外のステークホルダー
との新しいパートナーシップづくりにつながっている。
【事例のポイント】
◆継続的な取り組みにより成果を引き出す
２事例とも長い活動の歴史があるが、これまでの活
動の軌跡を振り返り、SDGs的な要素を軸に施策を
構成し、持続的なまちづくりにつなげている。一貫した
活動は地域アイデンティティの醸成につながり、さら
にはまちに人を呼び込むブランド力を強化することに

もつながると期待できる。
◆明確な目標とバックキャスティングの手法
未来における「ありたい姿」を想い描き、その実現

に向けてバックキャスティングの手法を取り入れるこ
とで、明確なビジョンとその実現に向けた効果的な施
策体系が構成される。
◆施策のシナリオ性と関連事業の統合性確保
SDGsを通して地域を捉えることで、新たな課題や
複数の課題の関係性を発見することができる。それ
らを整理し、地域の強みを核に経済・社会・環境の３
側面に波及する事業を検討することにより、複数の事
業が相互に連携する効率的な展開が期待できる。ま
た、住民の主体性と地域の合意形成を基盤とする活
動が、まちの魅力を見つけ高めることにつながり、事
業の円滑な推進に寄与すると考えられる。
◆ステークホルダーとのパートナーシップ
「ありたい姿」につながるストーリーがあることは、
地域住民にとってわかりやすく、理解と協力を得やす
いと考えられる。SDGsを共通言語とすることで、地
域のステークホルダーの参加拡大や、関係性の深化
が期待できる。また、地域外のステークホルダーとの
パートナーシップ構築の機会も拡大する。

おわりに
事例からは、地域らしさやアイデンティティの共有

が重要であると感じられる。実感のある目標の下に地
域がまとまることが活動の基盤となっている。
まち・ひと・しごと創生総合戦略は、上位計画である
総合振興計画との整合性が求められるため、総合振
興計画の施策をピックアップして再編集したイメージ
に陥りやすい。しかし、施策全域を網羅しなければな
らない総合振興計画は、その性質上総花的であり平
面的なビジョンにすぎない。それをどう実現するかの
シナリオやプロセスを、SDGsを活用しながら総合戦
略で示すことになるのではないか。総合戦略は、「あ
りたい姿」を実現するためのアクションプランとなるべ
きであろう。

総人口の指数100以上は戸田市(115.8)、吉川
市(113.6)をはじめとする10市。指数80以上100
未満は19市町となっている。他方、指数65未満と大
きく減少が予想される都市は16市町村となっている。
次に、15歳から64歳の生産年齢人口を見ると、
指数100以上は吉川市(103.3)、戸田市(100.6)の
２市にとどまる反面、指数65未満は35市町村にも及
び、さらにそのうち15町村が50未満となっている。
以上からも、多くの自治体で人口減少が進み、仮

に人口減少を最小限にくい止めたとしても、生産年
齢人口の減少が経済・社会面で大きな影響を及ぼ
すと予想される。
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地方創生における自治体SDGs
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（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、業務用機械
の落ち込みなどを受けて7～9月期に前年割れした
後は総じて弱い動きを続け、本年4～6月期まで4四
半期連続で前年を下回った。
本年7～9月期を通してみても、引き続き業務用機
械がやや低調に推移しているほか、空気圧機器な
どの汎用機械やフラットパネル・ディスプレイ製造装
置といった生産用機械も力強さに欠ける動きを続け
ており、一般機械全体でみると、生産は前年を下
回った模様である。
空気圧機器は、昨年の後半あたりまでは比較的
高い水準で推移していたが、工作機械向けの受注
が落ち込んできたことなどを受けて、今年に入って
生産が減少している。自動化・省力化機器向けが比
較的堅調に推移したことなどから、歯車は底堅い動
きを続けており、金型もやや持ち直した。
昨年後半に弱含んでいたフラットパネル・ディスプ

レイ製造装置は、今年に入って生産が盛り返してい
たが、足元では再び一進一退の展開となっている。
半導体製造装置は、全国的には米中貿易摩擦など
に伴う海外経済の減速を受けて、輸出が大きく落ち
込んでいる。県内の半導体製造装置の生産は月ご
との振れ幅が大きいが、ならしてみれば前年の水準
を上回っている。
医療用機械器具は、昨年後半に若干持ち直して

いたが、今年に入って再び減少に転じ、その後も低
水準で推移しているとみられる。
景気の先行き不透明感の強まりを受けて、企業

の設備投資姿勢が慎重さを増しており、工作機械
受注は当面低水準にとどまる可能性が高い。10～
12月期の一般機械の生産についても、引き続き前

情報通信機器は、カーナビやカーオーディオなど
自動車関連の製品を中心に、堅調な動きを続けて
いる。県内で生産されるこうした製品は、国内や米
国向けの高級車用のものが多く、引き続き堅調な動
きが続いている。
先行きについては、電子部品・デバイスは足元で

やや回復の兆しが見えてきている。産業向けの電
気機械は輸出や設備投資の先行きが不透明で、調
整が長引くとみるところも多い。情報通信機器は堅
調な動きが続くとみられる。電気機械全体では、海
外経済や、貿易摩擦の先行きにもよるが、徐々に回
復していくと見込まれる。

 
（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
年比＋7.2％と4～6月期の＋4.1％に続き2四半期
連続で増加した。軽自動車が同＋7.2％、登録車（普
通＋小型乗用車）も同＋7.2％と2四半期連続で前
年を上回った。県内の乗用車の販売は強含みで推
移している。10月の消費増税前の駆け込み購入は、
政府が増税前後の変動をならすために購入支援策
を導入していることもあり、前回増税時に比べると
小さかったようだ。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期は前年比▲8.0％と減少したが、4～6月期は同

ラックの生産は前年をやや下回るとみられることから、
部品メーカーの生産はほぼ前年並みと予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、堅調な鉄鋼需
要を背景に、昨年4～6月期まで4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の需要
が落ち着いてきたことなどから、7～9月期には前年
比横ばいとなった。その後は前年の水準が高かった
こともあり、10～12月期から本年4～6月期まで3四
半期連続で前年を下回っている。
本年7～9月期についても、鉄鋼の生産は前年を

やや下回ったとみられる。鉄筋組立工や現場監督と
いった建設労働者の不足感が徐々に解消するなか
でも、鉄筋コンクリート造の着工は力強さに欠ける
状況が続いている。鉄骨造については引き続き底
堅く推移しているが、鉄骨を組むファブリケーターの
処理能力に余裕がなくなっているようだ。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。一時減速していた病院や介護施設などの
医療関連施設も着工が持ち直している。
マンションは、売れ行きが低調に推移している。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、一部では値引きを余
儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な姿
勢をみせている。
黒鉛電極やバナジウムなどの副資材価格が大幅

に上昇しているものの、春先まで値上がりしていた
スクラップ価格が値下がりに転じ、コストを押し下げ
ている。中国の鉄鋼生産の減少が、日本からのスク
ラップ輸出価格に影響しているようだ。鋼材の製品
価格も徐々に下がってきているものの、鋼材メー
カーは一定の収益を確保できている。
東京オリンピック関連の需要は落ち着いたものの、

年を下回る水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年を下回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体として前年を
下回った模様である。中国経済の減速により、スマー
トフォンや自動車向けの電子部品の生産が減少した
ことに加え、産業機械向けの電子部品や電気機器
の生産が減少した。
電子部品・デバイスの生産は、昨年中は好調を持
続したが、本年1～3月期以降前年比マイナスを続
けている。県内電子部品メーカーは需要や価格が
不安定なスマートフォン向けから自動車向けや産業
機械向けなどに生産のシフトを行ってきたが、自動
車向け、産業機械向けの生産が大きく落ち込んだ。
なお、エアコンや白物家電は中国、東南アジアなど
での需要は強く、省エネ化など製品の高度化も続い
ており、家電向けの電子部品・デバイスの生産は堅
調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向

けの家電は少なく、産業向けがほとんどとなってい
る。県内で生産される電気機械の多くは、生産機械
や情報システムなどに組み込まれる電気関連の部
品や装置である。組み込まれた機械は海外へ輸出
されることも多い。このため、産業機械の中国への
輸出や国内での需要の減少の影響が大きく、生産
は大きく落ち込んでいる。

＋3.1％と増加した。7月も同＋3.7％と前年を上回り、
7～9月期全体でも前年を上回ったとみられる。輸出
向けの生産台数が米国向けを中心に減少したが、
県内完成車メーカーの登録車の販売台数が、前年
の水準が低かったこともあり前年を大きく上回った
ため、県内での生産も増加しているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

が少ないとみられることから、増税後に大きな反動
減は見込まれず、県内生産は前年並みで推移する
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。トラック販売は海外向けが減少
しているものの、国内向けが前年を上回って推移し
ているようだ。国内販売は、東京オリンピック関連の
需要は落ち着いてきているが、首都圏の再開発や
ネット通販の拡大による物流需要があり増加が続い
ている。消費増税前の駆け込み購入は限定的だっ
たようだ。海外向けは、米中貿易摩擦や中国をはじ
めとする海外景気の減速もあり減少しているとみら
れる。
先行きは、海外景気停滞の影響から生産は伸び
悩み、前年をやや下回って推移すると予想される。
部品メーカー：完成車メーカーの生産が前年をやや
上回って推移したとみられることから、部品メーカー
の生産も前年を上回った模様だ。
先行きについては、乗用車の生産は前年並み、ト

都内の再開発プロジェクトなど、先行きも一定水準
の鉄鋼需要は見込める状況にある。10～12月期の
鋼材の生産についても、前年を若干下回る程度の
水準で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干下回った

とみられる。鋳鉄管は今年の春先まで緩やかに減
少してきたが、このところ徐々に持ち直している。輸
出用を中心に堅調だった建設機械向けや工作機械
向けについては、中国の景気減速などの影響を受
けて、やや減速しているようだ。
コスト面は厳しい状況が続いている。原材料のう
ち、スクラップの価格は低下しているものの、10月
からの銑鉄の価格引き上げが決まっており、副資材
の価格上昇幅も大きい。また、下請業者にこれまで
電力需要を分散させるために適用されてきたピーク
シフト割引が廃止され、電気料金の負担が増してお
り、収益面を圧迫している。こうしたなかで、中小企
業庁が2016年に打ち出した「未来志向型の取引
慣行に向けて」の方針に基づき、従来の取引慣行を
見直す動きが出始めており、本来発注先が負担す
べき型の保管費用や処理費用などを請求すると
いった動きがみられる。
引き続き十分な受注残を抱える企業もあるが、総

じてみれば受注状況の悪化している先が多い。10
～12月期についても、鋳物の生産は前年をやや下
回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額はほぼ前
年並みとなった。予算の執行は比較的順調であり、
受注残は多く、足元の工事量も高水準で安定して
いる。都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の
受注状況は価格面を含めて良好であり、相応の収
益を確保できている。
老朽化したインフラの更新や補修の必要性が高

まっており、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化に伴う改修、設備更新
の工事が多く、新規の建築案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。価格面では比較
的高い水準にあるが、品質を維持するためにも、今
後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、着工ベースで前
年に比べ弱含みの推移となっている。
種類別では病院、介護関連などの医療・福祉施
設は建て替え、補修を含めて工事量も多く、堅調に
推移している。工場など製造業関連は、ここにきて
勢いが鈍化している。物流関連や商業関連は大型
工事が多く、振れはあるものの、全体として堅調な
推移。飲食、サービス関連は弱い動きとなっている。
都内の大手業者が優良工事を多く抱え、県内の
工事は比較的大きなものでも、県内建設業者が請
け負うようになっており、建設業者の収益環境は良
い。オリンピック・パラリンピック後の需要減の懸念
はあるものの、足元が好調なため、現在の工事に注
力しているところが多い。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、現状程度で推移するとする見方が多い。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べ比較的大きな落ち込みとなった。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県
におけるマンションの契約率は、供給戸数を減らして
いることもありやや改善しているが、依然、好不調の
目安といわれる70％を下回る推移となっている。浦
和駅や大宮駅などの駅に近い物件は高価格に関わ
らず売れるものもあるが、利便性にやや劣る物件は
販売が厳しい。マンション販売業者は、売れ行きが
鈍っていることに加え、建築コストや土地代の上昇
から利ザヤが小さくなっていることから、このところ
供給を絞っている。また、子育て中の夫婦などで、通
勤が楽な都内の物件のニーズが高く、埼玉県のマン
ションの売れ行きに影響している面もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
消費増税による駆け込み需要は持ち家について

は若干みられたが、分譲住宅では、住宅ローン減税
の拡充など増税後の対策もあり、前回増税時に比
べると小さかった。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

や利ザヤが小さくなっていることから、供給は手控
えられるとみられる。戸建分譲は先行きも安定した

状況が期待されている。貸家は空室率が低下傾向
にあるとはいえ、依然高く現状程度からやや弱含み
の見込み。住宅全体では弱い動きが続くとみられる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。主力の衣料品が紳士服・婦人服ともに低迷が続
いたほか、食料品の売上も前年を下回った。7月は
長梅雨・低温などの天候不順の影響で夏物商材の
不振により売上は大きく減少したが、8月に入り一転
して猛暑が続き盛夏アイテムが伸長した。
夏のセールは昨年に続き、6月下旬と7月下旬の
2回に分けて開催された。2回開催への顧客の認知
度は高まったが、天候不順の影響もあり売上は振る
わなかったようだ。衣料品や食料品の売上が停滞
するなか、好調だった化粧品の伸びが鈍っていると
の指摘があった。10月の消費増税に伴う駆け込み
購入は、前回増税時に比べると小さかったようだが、
時計、宝飾品、高級ブランド品等の高額品のほか、
コート、紳士スーツ、羽毛布団等では駆け込みが見
られた。高額品の売上は引き続き堅調に推移してお
り、富裕層が顧客である外商売上も伸びている。
一般の中間層の消費は引き続き慎重な動きと

なっている。消費増税を前にして、節約志向が強ま
りより消費に慎重になっているとの指摘もあった。イ
ンバウンド（訪日外国人）による消費はひところに比
べ落ち着いてきているが、県内百貨店では売上全
体に占める割合も僅かで全体の売上への影響は小
さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2019年4～6月期まで16四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで
回復の兆しは見られていない。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が比較的小さいことから、前回増税時ほどの
落ち込みはないとみられるが、中間層を中心に慎重

姿勢が強まっており、今後も売上は前年を下回って
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
をやや下回ったとみられる。7月は長雨・低温の影響
で主力の食料品、衣料品とも前年を大きく下回った。
8月は猛暑となり盛夏品が盛り返し、9月は消費増税
前の駆け込み購入が見られたものの7～9月期全体
では前年の水準に届かなかったようだ。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨年
10～12月期以降減少が続き、本年7～9月期も前年
割れになったとみられ、低迷が続いている。
消費者の買い物姿勢については、日常消費の衣
料品や食料品は慎重に品定めをする傾向が強い、
値段が安ければ買うというわけではなく商品の価値
をみて納得しないとなかなか購入しない、といった
消費者の慎重な消費姿勢を指摘する声があった。
また、スーパーや百貨店では、人の新規採用が厳

しいことに加え、社員・パートとも中途退社・転職が
増え、人手不足が深刻化しているとの話もあった。
先行きについては、消費増税による駆け込みの
反動減は避けられないとみられるが、食料品が軽減
税率により税率の変更がないことや、駆け込み購入
も前回増税時ほど大きくないこと、中小企業を対象
としたキャッシュレス決済時のポイント還元、大手企
業での独自の販促策もあり、反動減も小幅かつ短
期間で終息すると予想される。

●我が国の総人口の推移と将来推計
(千人)
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2008年128,084千人
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▲53.4％

推進している
8.5%

今後推進
していく
予定がある
7.0%

今後推進を
検討していく
予定がある
35.8%

推進しておらず
今後推進していく
予定もない
48.7%

■調査時期
　2018.10.1～11.16
■対象
　1,788自治体
■回答数
　都道府県 40
　市区町村 980
　　計 1,020
■回答率
　57.0%
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東京圏への人口集中が依然として解消できてい
ないことや、総合戦略の施策の成果を見込んで、各
自治体が独自に行う人口推計はより楽観的なものと
なっているかもしれない。しかし、人口推計は各種推
計の中で最も確実性が高い部類にはいる。日本全
体の総人口は下図に見るとおり、2008年をピークに
2050年には▲20.4％、2100年には▲53.4％に減
少すると見込まれている。これから小さくなっていく
パイを各市町村が取り合うのである。過去のトレンド
や前提条件から逸脱する事態が起これば、楽観が
悲観に転じることも十分起こり得るだろう。

我が国における自治体SDGsの展開
国連総会での2030アジェンダ採択（2015年９

月）を受けて、日本政府もSDGsを重要課題と位置
づけ、2016年６月に推進本部を発足させた。同年
12月には実施指針と８つの優先課題を示し、続いて
「SDGsアクションプラン2018」（2017年12月）、
「同2019」（2018年12月）を策定している。
地方創生に向けては、2017年６月に「自治体
SDGs推進のための有識者検討会」を設置し、同年
11月に「地方創生に向けた自治体SDGs推進のあ
り方」（コンセプト取りまとめ）を発表した。地方創生
政策の中で自治体へのSDGs導入を促進する施策
としては、2017年度に「SDGs未来都市」のプロ

ジェクトを発足させた。これは、自治体によるSDGs
の達成に向けた取り組みを公募し、優れた取り組み
を提案する都市を「SDGs未来都市」として選定し
て、関係省庁が構成する「自治体SDGs推進関係省
庁タスクフォース」（2018年１月設置）によって強力
に推進するものである。2018年度から「SDGs未来
都市」の優良自治体を公募し、初年度は29の自治
体、今年度は31の自治体を選定・表彰している。ま
た、そのなかで特に先導的な取り組みを「自治体
SDGsモデル事業」として選定し、補助金等により支
援している。
なお、「SDGs未来都市」に先行するプロジェクト

として「環境モデル都市」（2008年開始）、「環境未
来都市」（2011年開始）がある。「環境モデル都市」
のキーワードは低炭素化である。また、「環境未来都
市」のキーワードは環境と高齢化で、その目的として、
環境価値創出、社会的価値創出、経済的価値創出
があげられている。これらはSDGsの理念を先取り
するもので、「SDGs環境未来都市」はこの２つのプ
ロジェクトの理念の多くの部分を継承している。
先行プロジェクトを含めるとSDGs導入には比較的
長い助走期間があったが、2018年に自治体SDGｓ
推進評価・調査検討会が行ったSDGsに関する全国
アンケートによると、SDGsを推進している自治体の
割合は8.5％にとどまっている。これに対して内閣府
は、都道府県及び市区町村におけるSDGsの達成
に向けた取組割合が2020年までに30％に達するよ
う取り組みを進めるとしている。

はじめに
2014年12月27日に閣議決定された「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」は、今年が第１期総合戦略の
最終年となっている。
この間、毎年改訂が行われているが、2017年12
月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦
略」（2017改訂版）の「Ⅰ．基本的な考え方」におい
て、地方創生の一層の推進にあたっては持続可能な
開発目標（SDGs）の主流化を図る旨が記載され、
「Ⅲ．今後の施策の方向性」には地方公共団体にお
ける持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた
取り組みの推進が位置づけられた。市町村版「まち・
ひと・しごと創生総合戦略」の改訂においても、
SDGsへの対応が求められるところである。
しかしながらSDGsに対しては、ゴールやターゲッ

トの数が多すぎる、理解が容易でない、導入方法が
わからないといった意見も多いようだ。本稿では、自
治体においてSDGsにどう取り組めばよいのか、事
例等を参考に考えてみたい。

直面する課題と自治体SDGsの背景
人口の減少や高齢化の進展をはじめとして、自治
体は経済・社会・環境面で取り組むべき多くの課題
を抱えている。地域社会や企業もそうした課題を共
有する立場にあり、複数の課題を克服する効果的な
方法として、SDGsの活用が提案されている。　
ここでは、主要課題のひとつである人口減少と高
齢化について、国立社会保障・人口問題研究所によ
る埼玉県内自治体の将来推計を見てみたい。図は
2045年の総人口と生産年齢人口を、2015年を
100とした指数で表している。

自治体の施策とSDGsへの適応
SDGsは基本的に国レベルのグローバルスケール

の課題解決のための枠組みだが、その枠組みを３層
構造としてとらえると、行政支援ツールとして利用し
やすいものであることが理解できる。
SDGsには多くのゴールやターゲットがあり、その

中には相互に関連性があり同時に解決できるグ
ループ（シナジー効果）や相反するグループ（トレー
ドオフ効果）がある。実現可能性や効率性に留意し、
それぞれの自治体にとって合理的な政策目標にまと

める必要があるが、17のゴール群はアイコンを升目
状に並べて紹介されることが多く、これが理解を難
しいものにしているように思われる。経済、社会、環
境の３つのボトムラインを理念構成の柱として並べ
替えたSDGsウェディングケーキは、17のゴール群
の位置づけを理解する一助となるだろう。
SDGsを自治体レベルの課題解決に活用しようと

する場合、枠組みを地域レベルの課題解決に適用す
る翻訳作業（ローカライズ）が必要になる。目標群とし
てのゴール、ターゲットを編集し、一体的、統合的に取
り組むシナリオをつくらなければならない。シナリオ作
成にあたっては、ほとんど全ての自治体でこれまでの
取り組みをSDGsに関連づける作業（後づけマッピン
グ）が行われるが、同時にSDGsに留意して取り組み
を計画する作業（先づけマッピング）を行い、ゴール、
ターゲット群を自治体の政策課題として翻訳する必
要がある。さらに、未来の姿から逆算して現在の施策
を考える発想をバックキャスティングという。こうした
段階を経てはじめてSDGsを導入したといえるレベル
に達すると言えよう。

自治体SDGsの事例
【北九州市】
北九州市は、1901年に日本初の製鉄
所が操業を開始し、鉄のまちとして急速に
発展したが、1950～60年代には大気汚
染や水質汚濁などの深刻な公害が発生
した。そこで、地元の婦人会が始めた「青
空が欲しい」運動をきっかけに、市民・産
業・行政・大学が一体となって取り組み
（マルチ・ステークホルダー）、1970年代
後半には青い空を取り戻している（バック
キャスティングのアプローチ）。その後、国
内初で最大級のリサイクル拠点である北
九州エコタウンを造成し、資源循環型経
済や再生可能エネルギーに取り組んだ結
果、「公害のまち」から「環境都市」へと変

貌を遂げた（社会・環境・経済の統合）。また、中国の
大連市をはじめ、アジア諸国の都市と協定を結び、環
境技術や行政のノウハウを開発途上国へ移転する国
際協力を積極的に推進している（パートナーシップ）。
【北海道下川町】
下川町は、1970年頃からの基幹産業の衰退により
人口が急減し、1980年代半ばには最盛期の半分に
落ち込んだ。町の存続に係わる危機の中、1998年に
商工会、森林組合、主婦、行政職員などが参加する
住民主体の「下川産業クラスター研究会」が発足し、
2001年に「森林共生のグランドデザイン」を策定した。
森林という自然資本を基盤に、持続可能な地域社会、
協働に基づく自律した地域づくりを目指すグランドデ
ザインの考え方は、下川町のまちづくりの基礎となっ
ている。町有林で毎年50haを植林し、60年育てて伐
採する循環型森林経営を基盤に、森林資源を最大限
活用する森林総合産業の構築、森林バイオマスによ
る地域エネルギー需給システムの整備、超高齢化社
会への対応等、経済・社会・環境面での価値創造と
統合的解決に取り組んでいる。
2018年の総合振興計画の改訂に当たってSDGs

の手法を取り入れ、2030年度の町の「ありたい姿」に
向けたアクションを考えるバックキャスティングを行っ
た。「ありたい姿」は下川町の課題やアイデンティティ
に根ざしている。また、その進捗を測る指標を考える
「ありたい姿のモノサシ（指標）を考える市民有志の
会」、これまで女性の視点が弱かったことから生まれ
た「下川くらしネット」、地域外の企業や研究機関との
連携協定の締結など、地域内外のステークホルダー
との新しいパートナーシップづくりにつながっている。
【事例のポイント】
◆継続的な取り組みにより成果を引き出す
２事例とも長い活動の歴史があるが、これまでの活
動の軌跡を振り返り、SDGs的な要素を軸に施策を
構成し、持続的なまちづくりにつなげている。一貫した
活動は地域アイデンティティの醸成につながり、さら
にはまちに人を呼び込むブランド力を強化することに

もつながると期待できる。
◆明確な目標とバックキャスティングの手法
未来における「ありたい姿」を想い描き、その実現

に向けてバックキャスティングの手法を取り入れるこ
とで、明確なビジョンとその実現に向けた効果的な施
策体系が構成される。
◆施策のシナリオ性と関連事業の統合性確保
SDGsを通して地域を捉えることで、新たな課題や
複数の課題の関係性を発見することができる。それ
らを整理し、地域の強みを核に経済・社会・環境の３
側面に波及する事業を検討することにより、複数の事
業が相互に連携する効率的な展開が期待できる。ま
た、住民の主体性と地域の合意形成を基盤とする活
動が、まちの魅力を見つけ高めることにつながり、事
業の円滑な推進に寄与すると考えられる。
◆ステークホルダーとのパートナーシップ
「ありたい姿」につながるストーリーがあることは、
地域住民にとってわかりやすく、理解と協力を得やす
いと考えられる。SDGsを共通言語とすることで、地
域のステークホルダーの参加拡大や、関係性の深化
が期待できる。また、地域外のステークホルダーとの
パートナーシップ構築の機会も拡大する。

おわりに
事例からは、地域らしさやアイデンティティの共有

が重要であると感じられる。実感のある目標の下に地
域がまとまることが活動の基盤となっている。
まち・ひと・しごと創生総合戦略は、上位計画である
総合振興計画との整合性が求められるため、総合振
興計画の施策をピックアップして再編集したイメージ
に陥りやすい。しかし、施策全域を網羅しなければな
らない総合振興計画は、その性質上総花的であり平
面的なビジョンにすぎない。それをどう実現するかの
シナリオやプロセスを、SDGsを活用しながら総合戦
略で示すことになるのではないか。総合戦略は、「あ
りたい姿」を実現するためのアクションプランとなるべ
きであろう。

総人口の指数100以上は戸田市(115.8)、吉川
市(113.6)をはじめとする10市。指数80以上100
未満は19市町となっている。他方、指数65未満と大
きく減少が予想される都市は16市町村となっている。
次に、15歳から64歳の生産年齢人口を見ると、
指数100以上は吉川市(103.3)、戸田市(100.6)の
２市にとどまる反面、指数65未満は35市町村にも及
び、さらにそのうち15町村が50未満となっている。
以上からも、多くの自治体で人口減少が進み、仮

に人口減少を最小限にくい止めたとしても、生産年
齢人口の減少が経済・社会面で大きな影響を及ぼ
すと予想される。

●バックキャスティングによる目標の設定

●SDGsの３層構造

●SDGsウェディングケーキ

資料：Stockholm Resilience Centre「How food connects all the SDGs」より作成
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（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、業務用機械
の落ち込みなどを受けて7～9月期に前年割れした
後は総じて弱い動きを続け、本年4～6月期まで4四
半期連続で前年を下回った。
本年7～9月期を通してみても、引き続き業務用機
械がやや低調に推移しているほか、空気圧機器な
どの汎用機械やフラットパネル・ディスプレイ製造装
置といった生産用機械も力強さに欠ける動きを続け
ており、一般機械全体でみると、生産は前年を下
回った模様である。
空気圧機器は、昨年の後半あたりまでは比較的
高い水準で推移していたが、工作機械向けの受注
が落ち込んできたことなどを受けて、今年に入って
生産が減少している。自動化・省力化機器向けが比
較的堅調に推移したことなどから、歯車は底堅い動
きを続けており、金型もやや持ち直した。
昨年後半に弱含んでいたフラットパネル・ディスプ

レイ製造装置は、今年に入って生産が盛り返してい
たが、足元では再び一進一退の展開となっている。
半導体製造装置は、全国的には米中貿易摩擦など
に伴う海外経済の減速を受けて、輸出が大きく落ち
込んでいる。県内の半導体製造装置の生産は月ご
との振れ幅が大きいが、ならしてみれば前年の水準
を上回っている。
医療用機械器具は、昨年後半に若干持ち直して

いたが、今年に入って再び減少に転じ、その後も低
水準で推移しているとみられる。
景気の先行き不透明感の強まりを受けて、企業

の設備投資姿勢が慎重さを増しており、工作機械
受注は当面低水準にとどまる可能性が高い。10～
12月期の一般機械の生産についても、引き続き前

情報通信機器は、カーナビやカーオーディオなど
自動車関連の製品を中心に、堅調な動きを続けて
いる。県内で生産されるこうした製品は、国内や米
国向けの高級車用のものが多く、引き続き堅調な動
きが続いている。
先行きについては、電子部品・デバイスは足元で

やや回復の兆しが見えてきている。産業向けの電
気機械は輸出や設備投資の先行きが不透明で、調
整が長引くとみるところも多い。情報通信機器は堅
調な動きが続くとみられる。電気機械全体では、海
外経済や、貿易摩擦の先行きにもよるが、徐々に回
復していくと見込まれる。

 
（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
年比＋7.2％と4～6月期の＋4.1％に続き2四半期
連続で増加した。軽自動車が同＋7.2％、登録車（普
通＋小型乗用車）も同＋7.2％と2四半期連続で前
年を上回った。県内の乗用車の販売は強含みで推
移している。10月の消費増税前の駆け込み購入は、
政府が増税前後の変動をならすために購入支援策
を導入していることもあり、前回増税時に比べると
小さかったようだ。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期は前年比▲8.0％と減少したが、4～6月期は同

ラックの生産は前年をやや下回るとみられることから、
部品メーカーの生産はほぼ前年並みと予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、堅調な鉄鋼需
要を背景に、昨年4～6月期まで4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の需要
が落ち着いてきたことなどから、7～9月期には前年
比横ばいとなった。その後は前年の水準が高かった
こともあり、10～12月期から本年4～6月期まで3四
半期連続で前年を下回っている。
本年7～9月期についても、鉄鋼の生産は前年を

やや下回ったとみられる。鉄筋組立工や現場監督と
いった建設労働者の不足感が徐々に解消するなか
でも、鉄筋コンクリート造の着工は力強さに欠ける
状況が続いている。鉄骨造については引き続き底
堅く推移しているが、鉄骨を組むファブリケーターの
処理能力に余裕がなくなっているようだ。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。一時減速していた病院や介護施設などの
医療関連施設も着工が持ち直している。
マンションは、売れ行きが低調に推移している。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、一部では値引きを余
儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な姿
勢をみせている。
黒鉛電極やバナジウムなどの副資材価格が大幅

に上昇しているものの、春先まで値上がりしていた
スクラップ価格が値下がりに転じ、コストを押し下げ
ている。中国の鉄鋼生産の減少が、日本からのスク
ラップ輸出価格に影響しているようだ。鋼材の製品
価格も徐々に下がってきているものの、鋼材メー
カーは一定の収益を確保できている。
東京オリンピック関連の需要は落ち着いたものの、

年を下回る水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年を下回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体として前年を
下回った模様である。中国経済の減速により、スマー
トフォンや自動車向けの電子部品の生産が減少した
ことに加え、産業機械向けの電子部品や電気機器
の生産が減少した。
電子部品・デバイスの生産は、昨年中は好調を持
続したが、本年1～3月期以降前年比マイナスを続
けている。県内電子部品メーカーは需要や価格が
不安定なスマートフォン向けから自動車向けや産業
機械向けなどに生産のシフトを行ってきたが、自動
車向け、産業機械向けの生産が大きく落ち込んだ。
なお、エアコンや白物家電は中国、東南アジアなど
での需要は強く、省エネ化など製品の高度化も続い
ており、家電向けの電子部品・デバイスの生産は堅
調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向

けの家電は少なく、産業向けがほとんどとなってい
る。県内で生産される電気機械の多くは、生産機械
や情報システムなどに組み込まれる電気関連の部
品や装置である。組み込まれた機械は海外へ輸出
されることも多い。このため、産業機械の中国への
輸出や国内での需要の減少の影響が大きく、生産
は大きく落ち込んでいる。

＋3.1％と増加した。7月も同＋3.7％と前年を上回り、
7～9月期全体でも前年を上回ったとみられる。輸出
向けの生産台数が米国向けを中心に減少したが、
県内完成車メーカーの登録車の販売台数が、前年
の水準が低かったこともあり前年を大きく上回った
ため、県内での生産も増加しているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

が少ないとみられることから、増税後に大きな反動
減は見込まれず、県内生産は前年並みで推移する
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。トラック販売は海外向けが減少
しているものの、国内向けが前年を上回って推移し
ているようだ。国内販売は、東京オリンピック関連の
需要は落ち着いてきているが、首都圏の再開発や
ネット通販の拡大による物流需要があり増加が続い
ている。消費増税前の駆け込み購入は限定的だっ
たようだ。海外向けは、米中貿易摩擦や中国をはじ
めとする海外景気の減速もあり減少しているとみら
れる。
先行きは、海外景気停滞の影響から生産は伸び
悩み、前年をやや下回って推移すると予想される。
部品メーカー：完成車メーカーの生産が前年をやや
上回って推移したとみられることから、部品メーカー
の生産も前年を上回った模様だ。
先行きについては、乗用車の生産は前年並み、ト

都内の再開発プロジェクトなど、先行きも一定水準
の鉄鋼需要は見込める状況にある。10～12月期の
鋼材の生産についても、前年を若干下回る程度の
水準で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干下回った

とみられる。鋳鉄管は今年の春先まで緩やかに減
少してきたが、このところ徐々に持ち直している。輸
出用を中心に堅調だった建設機械向けや工作機械
向けについては、中国の景気減速などの影響を受
けて、やや減速しているようだ。
コスト面は厳しい状況が続いている。原材料のう
ち、スクラップの価格は低下しているものの、10月
からの銑鉄の価格引き上げが決まっており、副資材
の価格上昇幅も大きい。また、下請業者にこれまで
電力需要を分散させるために適用されてきたピーク
シフト割引が廃止され、電気料金の負担が増してお
り、収益面を圧迫している。こうしたなかで、中小企
業庁が2016年に打ち出した「未来志向型の取引
慣行に向けて」の方針に基づき、従来の取引慣行を
見直す動きが出始めており、本来発注先が負担す
べき型の保管費用や処理費用などを請求すると
いった動きがみられる。
引き続き十分な受注残を抱える企業もあるが、総

じてみれば受注状況の悪化している先が多い。10
～12月期についても、鋳物の生産は前年をやや下
回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額はほぼ前
年並みとなった。予算の執行は比較的順調であり、
受注残は多く、足元の工事量も高水準で安定して
いる。都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の
受注状況は価格面を含めて良好であり、相応の収
益を確保できている。
老朽化したインフラの更新や補修の必要性が高

まっており、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化に伴う改修、設備更新
の工事が多く、新規の建築案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。価格面では比較
的高い水準にあるが、品質を維持するためにも、今
後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、着工ベースで前
年に比べ弱含みの推移となっている。
種類別では病院、介護関連などの医療・福祉施
設は建て替え、補修を含めて工事量も多く、堅調に
推移している。工場など製造業関連は、ここにきて
勢いが鈍化している。物流関連や商業関連は大型
工事が多く、振れはあるものの、全体として堅調な
推移。飲食、サービス関連は弱い動きとなっている。
都内の大手業者が優良工事を多く抱え、県内の
工事は比較的大きなものでも、県内建設業者が請
け負うようになっており、建設業者の収益環境は良
い。オリンピック・パラリンピック後の需要減の懸念
はあるものの、足元が好調なため、現在の工事に注
力しているところが多い。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、現状程度で推移するとする見方が多い。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べ比較的大きな落ち込みとなった。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県
におけるマンションの契約率は、供給戸数を減らして
いることもありやや改善しているが、依然、好不調の
目安といわれる70％を下回る推移となっている。浦
和駅や大宮駅などの駅に近い物件は高価格に関わ
らず売れるものもあるが、利便性にやや劣る物件は
販売が厳しい。マンション販売業者は、売れ行きが
鈍っていることに加え、建築コストや土地代の上昇
から利ザヤが小さくなっていることから、このところ
供給を絞っている。また、子育て中の夫婦などで、通
勤が楽な都内の物件のニーズが高く、埼玉県のマン
ションの売れ行きに影響している面もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
消費増税による駆け込み需要は持ち家について

は若干みられたが、分譲住宅では、住宅ローン減税
の拡充など増税後の対策もあり、前回増税時に比
べると小さかった。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

や利ザヤが小さくなっていることから、供給は手控
えられるとみられる。戸建分譲は先行きも安定した

状況が期待されている。貸家は空室率が低下傾向
にあるとはいえ、依然高く現状程度からやや弱含み
の見込み。住宅全体では弱い動きが続くとみられる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。主力の衣料品が紳士服・婦人服ともに低迷が続
いたほか、食料品の売上も前年を下回った。7月は
長梅雨・低温などの天候不順の影響で夏物商材の
不振により売上は大きく減少したが、8月に入り一転
して猛暑が続き盛夏アイテムが伸長した。
夏のセールは昨年に続き、6月下旬と7月下旬の
2回に分けて開催された。2回開催への顧客の認知
度は高まったが、天候不順の影響もあり売上は振る
わなかったようだ。衣料品や食料品の売上が停滞
するなか、好調だった化粧品の伸びが鈍っていると
の指摘があった。10月の消費増税に伴う駆け込み
購入は、前回増税時に比べると小さかったようだが、
時計、宝飾品、高級ブランド品等の高額品のほか、
コート、紳士スーツ、羽毛布団等では駆け込みが見
られた。高額品の売上は引き続き堅調に推移してお
り、富裕層が顧客である外商売上も伸びている。
一般の中間層の消費は引き続き慎重な動きと

なっている。消費増税を前にして、節約志向が強ま
りより消費に慎重になっているとの指摘もあった。イ
ンバウンド（訪日外国人）による消費はひところに比
べ落ち着いてきているが、県内百貨店では売上全
体に占める割合も僅かで全体の売上への影響は小
さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2019年4～6月期まで16四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで
回復の兆しは見られていない。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が比較的小さいことから、前回増税時ほどの
落ち込みはないとみられるが、中間層を中心に慎重

姿勢が強まっており、今後も売上は前年を下回って
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
をやや下回ったとみられる。7月は長雨・低温の影響
で主力の食料品、衣料品とも前年を大きく下回った。
8月は猛暑となり盛夏品が盛り返し、9月は消費増税
前の駆け込み購入が見られたものの7～9月期全体
では前年の水準に届かなかったようだ。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨年
10～12月期以降減少が続き、本年7～9月期も前年
割れになったとみられ、低迷が続いている。
消費者の買い物姿勢については、日常消費の衣
料品や食料品は慎重に品定めをする傾向が強い、
値段が安ければ買うというわけではなく商品の価値
をみて納得しないとなかなか購入しない、といった
消費者の慎重な消費姿勢を指摘する声があった。
また、スーパーや百貨店では、人の新規採用が厳

しいことに加え、社員・パートとも中途退社・転職が
増え、人手不足が深刻化しているとの話もあった。
先行きについては、消費増税による駆け込みの
反動減は避けられないとみられるが、食料品が軽減
税率により税率の変更がないことや、駆け込み購入
も前回増税時ほど大きくないこと、中小企業を対象
としたキャッシュレス決済時のポイント還元、大手企
業での独自の販促策もあり、反動減も小幅かつ短
期間で終息すると予想される。

ECONOMY（経済）

SOCIETY（社会）

BIOSPHERE（生物圏）
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東京圏への人口集中が依然として解消できてい
ないことや、総合戦略の施策の成果を見込んで、各
自治体が独自に行う人口推計はより楽観的なものと
なっているかもしれない。しかし、人口推計は各種推
計の中で最も確実性が高い部類にはいる。日本全
体の総人口は下図に見るとおり、2008年をピークに
2050年には▲20.4％、2100年には▲53.4％に減
少すると見込まれている。これから小さくなっていく
パイを各市町村が取り合うのである。過去のトレンド
や前提条件から逸脱する事態が起これば、楽観が
悲観に転じることも十分起こり得るだろう。

我が国における自治体SDGsの展開
国連総会での2030アジェンダ採択（2015年９

月）を受けて、日本政府もSDGsを重要課題と位置
づけ、2016年６月に推進本部を発足させた。同年
12月には実施指針と８つの優先課題を示し、続いて
「SDGsアクションプラン2018」（2017年12月）、
「同2019」（2018年12月）を策定している。
地方創生に向けては、2017年６月に「自治体
SDGs推進のための有識者検討会」を設置し、同年
11月に「地方創生に向けた自治体SDGs推進のあ
り方」（コンセプト取りまとめ）を発表した。地方創生
政策の中で自治体へのSDGs導入を促進する施策
としては、2017年度に「SDGs未来都市」のプロ

ジェクトを発足させた。これは、自治体によるSDGs
の達成に向けた取り組みを公募し、優れた取り組み
を提案する都市を「SDGs未来都市」として選定し
て、関係省庁が構成する「自治体SDGs推進関係省
庁タスクフォース」（2018年１月設置）によって強力
に推進するものである。2018年度から「SDGs未来
都市」の優良自治体を公募し、初年度は29の自治
体、今年度は31の自治体を選定・表彰している。ま
た、そのなかで特に先導的な取り組みを「自治体
SDGsモデル事業」として選定し、補助金等により支
援している。
なお、「SDGs未来都市」に先行するプロジェクト

として「環境モデル都市」（2008年開始）、「環境未
来都市」（2011年開始）がある。「環境モデル都市」
のキーワードは低炭素化である。また、「環境未来都
市」のキーワードは環境と高齢化で、その目的として、
環境価値創出、社会的価値創出、経済的価値創出
があげられている。これらはSDGsの理念を先取り
するもので、「SDGs環境未来都市」はこの２つのプ
ロジェクトの理念の多くの部分を継承している。
先行プロジェクトを含めるとSDGs導入には比較的
長い助走期間があったが、2018年に自治体SDGｓ
推進評価・調査検討会が行ったSDGsに関する全国
アンケートによると、SDGsを推進している自治体の
割合は8.5％にとどまっている。これに対して内閣府
は、都道府県及び市区町村におけるSDGsの達成
に向けた取組割合が2020年までに30％に達するよ
う取り組みを進めるとしている。

はじめに
2014年12月27日に閣議決定された「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」は、今年が第１期総合戦略の
最終年となっている。
この間、毎年改訂が行われているが、2017年12
月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦
略」（2017改訂版）の「Ⅰ．基本的な考え方」におい
て、地方創生の一層の推進にあたっては持続可能な
開発目標（SDGs）の主流化を図る旨が記載され、
「Ⅲ．今後の施策の方向性」には地方公共団体にお
ける持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた
取り組みの推進が位置づけられた。市町村版「まち・
ひと・しごと創生総合戦略」の改訂においても、
SDGsへの対応が求められるところである。
しかしながらSDGsに対しては、ゴールやターゲッ

トの数が多すぎる、理解が容易でない、導入方法が
わからないといった意見も多いようだ。本稿では、自
治体においてSDGsにどう取り組めばよいのか、事
例等を参考に考えてみたい。

直面する課題と自治体SDGsの背景
人口の減少や高齢化の進展をはじめとして、自治
体は経済・社会・環境面で取り組むべき多くの課題
を抱えている。地域社会や企業もそうした課題を共
有する立場にあり、複数の課題を克服する効果的な
方法として、SDGsの活用が提案されている。　
ここでは、主要課題のひとつである人口減少と高
齢化について、国立社会保障・人口問題研究所によ
る埼玉県内自治体の将来推計を見てみたい。図は
2045年の総人口と生産年齢人口を、2015年を
100とした指数で表している。

自治体の施策とSDGsへの適応
SDGsは基本的に国レベルのグローバルスケール

の課題解決のための枠組みだが、その枠組みを３層
構造としてとらえると、行政支援ツールとして利用し
やすいものであることが理解できる。
SDGsには多くのゴールやターゲットがあり、その

中には相互に関連性があり同時に解決できるグ
ループ（シナジー効果）や相反するグループ（トレー
ドオフ効果）がある。実現可能性や効率性に留意し、
それぞれの自治体にとって合理的な政策目標にまと

める必要があるが、17のゴール群はアイコンを升目
状に並べて紹介されることが多く、これが理解を難
しいものにしているように思われる。経済、社会、環
境の３つのボトムラインを理念構成の柱として並べ
替えたSDGsウェディングケーキは、17のゴール群
の位置づけを理解する一助となるだろう。
SDGsを自治体レベルの課題解決に活用しようと

する場合、枠組みを地域レベルの課題解決に適用す
る翻訳作業（ローカライズ）が必要になる。目標群とし
てのゴール、ターゲットを編集し、一体的、統合的に取
り組むシナリオをつくらなければならない。シナリオ作
成にあたっては、ほとんど全ての自治体でこれまでの
取り組みをSDGsに関連づける作業（後づけマッピン
グ）が行われるが、同時にSDGsに留意して取り組み
を計画する作業（先づけマッピング）を行い、ゴール、
ターゲット群を自治体の政策課題として翻訳する必
要がある。さらに、未来の姿から逆算して現在の施策
を考える発想をバックキャスティングという。こうした
段階を経てはじめてSDGsを導入したといえるレベル
に達すると言えよう。

自治体SDGsの事例
【北九州市】
北九州市は、1901年に日本初の製鉄
所が操業を開始し、鉄のまちとして急速に
発展したが、1950～60年代には大気汚
染や水質汚濁などの深刻な公害が発生
した。そこで、地元の婦人会が始めた「青
空が欲しい」運動をきっかけに、市民・産
業・行政・大学が一体となって取り組み
（マルチ・ステークホルダー）、1970年代
後半には青い空を取り戻している（バック
キャスティングのアプローチ）。その後、国
内初で最大級のリサイクル拠点である北
九州エコタウンを造成し、資源循環型経
済や再生可能エネルギーに取り組んだ結
果、「公害のまち」から「環境都市」へと変

貌を遂げた（社会・環境・経済の統合）。また、中国の
大連市をはじめ、アジア諸国の都市と協定を結び、環
境技術や行政のノウハウを開発途上国へ移転する国
際協力を積極的に推進している（パートナーシップ）。
【北海道下川町】
下川町は、1970年頃からの基幹産業の衰退により
人口が急減し、1980年代半ばには最盛期の半分に
落ち込んだ。町の存続に係わる危機の中、1998年に
商工会、森林組合、主婦、行政職員などが参加する
住民主体の「下川産業クラスター研究会」が発足し、
2001年に「森林共生のグランドデザイン」を策定した。
森林という自然資本を基盤に、持続可能な地域社会、
協働に基づく自律した地域づくりを目指すグランドデ
ザインの考え方は、下川町のまちづくりの基礎となっ
ている。町有林で毎年50haを植林し、60年育てて伐
採する循環型森林経営を基盤に、森林資源を最大限
活用する森林総合産業の構築、森林バイオマスによ
る地域エネルギー需給システムの整備、超高齢化社
会への対応等、経済・社会・環境面での価値創造と
統合的解決に取り組んでいる。
2018年の総合振興計画の改訂に当たってSDGs

の手法を取り入れ、2030年度の町の「ありたい姿」に
向けたアクションを考えるバックキャスティングを行っ
た。「ありたい姿」は下川町の課題やアイデンティティ
に根ざしている。また、その進捗を測る指標を考える
「ありたい姿のモノサシ（指標）を考える市民有志の
会」、これまで女性の視点が弱かったことから生まれ
た「下川くらしネット」、地域外の企業や研究機関との
連携協定の締結など、地域内外のステークホルダー
との新しいパートナーシップづくりにつながっている。
【事例のポイント】
◆継続的な取り組みにより成果を引き出す
２事例とも長い活動の歴史があるが、これまでの活
動の軌跡を振り返り、SDGs的な要素を軸に施策を
構成し、持続的なまちづくりにつなげている。一貫した
活動は地域アイデンティティの醸成につながり、さら
にはまちに人を呼び込むブランド力を強化することに

もつながると期待できる。
◆明確な目標とバックキャスティングの手法
未来における「ありたい姿」を想い描き、その実現

に向けてバックキャスティングの手法を取り入れるこ
とで、明確なビジョンとその実現に向けた効果的な施
策体系が構成される。
◆施策のシナリオ性と関連事業の統合性確保
SDGsを通して地域を捉えることで、新たな課題や
複数の課題の関係性を発見することができる。それ
らを整理し、地域の強みを核に経済・社会・環境の３
側面に波及する事業を検討することにより、複数の事
業が相互に連携する効率的な展開が期待できる。ま
た、住民の主体性と地域の合意形成を基盤とする活
動が、まちの魅力を見つけ高めることにつながり、事
業の円滑な推進に寄与すると考えられる。
◆ステークホルダーとのパートナーシップ
「ありたい姿」につながるストーリーがあることは、
地域住民にとってわかりやすく、理解と協力を得やす
いと考えられる。SDGsを共通言語とすることで、地
域のステークホルダーの参加拡大や、関係性の深化
が期待できる。また、地域外のステークホルダーとの
パートナーシップ構築の機会も拡大する。

おわりに
事例からは、地域らしさやアイデンティティの共有

が重要であると感じられる。実感のある目標の下に地
域がまとまることが活動の基盤となっている。
まち・ひと・しごと創生総合戦略は、上位計画である
総合振興計画との整合性が求められるため、総合振
興計画の施策をピックアップして再編集したイメージ
に陥りやすい。しかし、施策全域を網羅しなければな
らない総合振興計画は、その性質上総花的であり平
面的なビジョンにすぎない。それをどう実現するかの
シナリオやプロセスを、SDGsを活用しながら総合戦
略で示すことになるのではないか。総合戦略は、「あ
りたい姿」を実現するためのアクションプランとなるべ
きであろう。

総人口の指数100以上は戸田市(115.8)、吉川
市(113.6)をはじめとする10市。指数80以上100
未満は19市町となっている。他方、指数65未満と大
きく減少が予想される都市は16市町村となっている。
次に、15歳から64歳の生産年齢人口を見ると、
指数100以上は吉川市(103.3)、戸田市(100.6)の
２市にとどまる反面、指数65未満は35市町村にも及
び、さらにそのうち15町村が50未満となっている。
以上からも、多くの自治体で人口減少が進み、仮

に人口減少を最小限にくい止めたとしても、生産年
齢人口の減少が経済・社会面で大きな影響を及ぼ
すと予想される。

●バックキャスティングによる目標の設定

●SDGsの３層構造

●SDGsウェディングケーキ

資料：Stockholm Resilience Centre「How food connects all the SDGs」より作成
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（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、業務用機械
の落ち込みなどを受けて7～9月期に前年割れした
後は総じて弱い動きを続け、本年4～6月期まで4四
半期連続で前年を下回った。
本年7～9月期を通してみても、引き続き業務用機
械がやや低調に推移しているほか、空気圧機器な
どの汎用機械やフラットパネル・ディスプレイ製造装
置といった生産用機械も力強さに欠ける動きを続け
ており、一般機械全体でみると、生産は前年を下
回った模様である。
空気圧機器は、昨年の後半あたりまでは比較的
高い水準で推移していたが、工作機械向けの受注
が落ち込んできたことなどを受けて、今年に入って
生産が減少している。自動化・省力化機器向けが比
較的堅調に推移したことなどから、歯車は底堅い動
きを続けており、金型もやや持ち直した。
昨年後半に弱含んでいたフラットパネル・ディスプ

レイ製造装置は、今年に入って生産が盛り返してい
たが、足元では再び一進一退の展開となっている。
半導体製造装置は、全国的には米中貿易摩擦など
に伴う海外経済の減速を受けて、輸出が大きく落ち
込んでいる。県内の半導体製造装置の生産は月ご
との振れ幅が大きいが、ならしてみれば前年の水準
を上回っている。
医療用機械器具は、昨年後半に若干持ち直して

いたが、今年に入って再び減少に転じ、その後も低
水準で推移しているとみられる。
景気の先行き不透明感の強まりを受けて、企業

の設備投資姿勢が慎重さを増しており、工作機械
受注は当面低水準にとどまる可能性が高い。10～
12月期の一般機械の生産についても、引き続き前

情報通信機器は、カーナビやカーオーディオなど
自動車関連の製品を中心に、堅調な動きを続けて
いる。県内で生産されるこうした製品は、国内や米
国向けの高級車用のものが多く、引き続き堅調な動
きが続いている。
先行きについては、電子部品・デバイスは足元で

やや回復の兆しが見えてきている。産業向けの電
気機械は輸出や設備投資の先行きが不透明で、調
整が長引くとみるところも多い。情報通信機器は堅
調な動きが続くとみられる。電気機械全体では、海
外経済や、貿易摩擦の先行きにもよるが、徐々に回
復していくと見込まれる。

 
（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
年比＋7.2％と4～6月期の＋4.1％に続き2四半期
連続で増加した。軽自動車が同＋7.2％、登録車（普
通＋小型乗用車）も同＋7.2％と2四半期連続で前
年を上回った。県内の乗用車の販売は強含みで推
移している。10月の消費増税前の駆け込み購入は、
政府が増税前後の変動をならすために購入支援策
を導入していることもあり、前回増税時に比べると
小さかったようだ。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期は前年比▲8.0％と減少したが、4～6月期は同

ラックの生産は前年をやや下回るとみられることから、
部品メーカーの生産はほぼ前年並みと予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、堅調な鉄鋼需
要を背景に、昨年4～6月期まで4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の需要
が落ち着いてきたことなどから、7～9月期には前年
比横ばいとなった。その後は前年の水準が高かった
こともあり、10～12月期から本年4～6月期まで3四
半期連続で前年を下回っている。
本年7～9月期についても、鉄鋼の生産は前年を

やや下回ったとみられる。鉄筋組立工や現場監督と
いった建設労働者の不足感が徐々に解消するなか
でも、鉄筋コンクリート造の着工は力強さに欠ける
状況が続いている。鉄骨造については引き続き底
堅く推移しているが、鉄骨を組むファブリケーターの
処理能力に余裕がなくなっているようだ。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。一時減速していた病院や介護施設などの
医療関連施設も着工が持ち直している。
マンションは、売れ行きが低調に推移している。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、一部では値引きを余
儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な姿
勢をみせている。
黒鉛電極やバナジウムなどの副資材価格が大幅

に上昇しているものの、春先まで値上がりしていた
スクラップ価格が値下がりに転じ、コストを押し下げ
ている。中国の鉄鋼生産の減少が、日本からのスク
ラップ輸出価格に影響しているようだ。鋼材の製品
価格も徐々に下がってきているものの、鋼材メー
カーは一定の収益を確保できている。
東京オリンピック関連の需要は落ち着いたものの、

年を下回る水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年を下回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体として前年を
下回った模様である。中国経済の減速により、スマー
トフォンや自動車向けの電子部品の生産が減少した
ことに加え、産業機械向けの電子部品や電気機器
の生産が減少した。
電子部品・デバイスの生産は、昨年中は好調を持
続したが、本年1～3月期以降前年比マイナスを続
けている。県内電子部品メーカーは需要や価格が
不安定なスマートフォン向けから自動車向けや産業
機械向けなどに生産のシフトを行ってきたが、自動
車向け、産業機械向けの生産が大きく落ち込んだ。
なお、エアコンや白物家電は中国、東南アジアなど
での需要は強く、省エネ化など製品の高度化も続い
ており、家電向けの電子部品・デバイスの生産は堅
調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向

けの家電は少なく、産業向けがほとんどとなってい
る。県内で生産される電気機械の多くは、生産機械
や情報システムなどに組み込まれる電気関連の部
品や装置である。組み込まれた機械は海外へ輸出
されることも多い。このため、産業機械の中国への
輸出や国内での需要の減少の影響が大きく、生産
は大きく落ち込んでいる。

＋3.1％と増加した。7月も同＋3.7％と前年を上回り、
7～9月期全体でも前年を上回ったとみられる。輸出
向けの生産台数が米国向けを中心に減少したが、
県内完成車メーカーの登録車の販売台数が、前年
の水準が低かったこともあり前年を大きく上回った
ため、県内での生産も増加しているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

が少ないとみられることから、増税後に大きな反動
減は見込まれず、県内生産は前年並みで推移する
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。トラック販売は海外向けが減少
しているものの、国内向けが前年を上回って推移し
ているようだ。国内販売は、東京オリンピック関連の
需要は落ち着いてきているが、首都圏の再開発や
ネット通販の拡大による物流需要があり増加が続い
ている。消費増税前の駆け込み購入は限定的だっ
たようだ。海外向けは、米中貿易摩擦や中国をはじ
めとする海外景気の減速もあり減少しているとみら
れる。
先行きは、海外景気停滞の影響から生産は伸び
悩み、前年をやや下回って推移すると予想される。
部品メーカー：完成車メーカーの生産が前年をやや
上回って推移したとみられることから、部品メーカー
の生産も前年を上回った模様だ。
先行きについては、乗用車の生産は前年並み、ト

都内の再開発プロジェクトなど、先行きも一定水準
の鉄鋼需要は見込める状況にある。10～12月期の
鋼材の生産についても、前年を若干下回る程度の
水準で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干下回った

とみられる。鋳鉄管は今年の春先まで緩やかに減
少してきたが、このところ徐々に持ち直している。輸
出用を中心に堅調だった建設機械向けや工作機械
向けについては、中国の景気減速などの影響を受
けて、やや減速しているようだ。
コスト面は厳しい状況が続いている。原材料のう
ち、スクラップの価格は低下しているものの、10月
からの銑鉄の価格引き上げが決まっており、副資材
の価格上昇幅も大きい。また、下請業者にこれまで
電力需要を分散させるために適用されてきたピーク
シフト割引が廃止され、電気料金の負担が増してお
り、収益面を圧迫している。こうしたなかで、中小企
業庁が2016年に打ち出した「未来志向型の取引
慣行に向けて」の方針に基づき、従来の取引慣行を
見直す動きが出始めており、本来発注先が負担す
べき型の保管費用や処理費用などを請求すると
いった動きがみられる。
引き続き十分な受注残を抱える企業もあるが、総

じてみれば受注状況の悪化している先が多い。10
～12月期についても、鋳物の生産は前年をやや下
回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額はほぼ前
年並みとなった。予算の執行は比較的順調であり、
受注残は多く、足元の工事量も高水準で安定して
いる。都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の
受注状況は価格面を含めて良好であり、相応の収
益を確保できている。
老朽化したインフラの更新や補修の必要性が高

まっており、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化に伴う改修、設備更新
の工事が多く、新規の建築案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。価格面では比較
的高い水準にあるが、品質を維持するためにも、今
後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、着工ベースで前
年に比べ弱含みの推移となっている。
種類別では病院、介護関連などの医療・福祉施
設は建て替え、補修を含めて工事量も多く、堅調に
推移している。工場など製造業関連は、ここにきて
勢いが鈍化している。物流関連や商業関連は大型
工事が多く、振れはあるものの、全体として堅調な
推移。飲食、サービス関連は弱い動きとなっている。
都内の大手業者が優良工事を多く抱え、県内の
工事は比較的大きなものでも、県内建設業者が請
け負うようになっており、建設業者の収益環境は良
い。オリンピック・パラリンピック後の需要減の懸念
はあるものの、足元が好調なため、現在の工事に注
力しているところが多い。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、現状程度で推移するとする見方が多い。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べ比較的大きな落ち込みとなった。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県
におけるマンションの契約率は、供給戸数を減らして
いることもありやや改善しているが、依然、好不調の
目安といわれる70％を下回る推移となっている。浦
和駅や大宮駅などの駅に近い物件は高価格に関わ
らず売れるものもあるが、利便性にやや劣る物件は
販売が厳しい。マンション販売業者は、売れ行きが
鈍っていることに加え、建築コストや土地代の上昇
から利ザヤが小さくなっていることから、このところ
供給を絞っている。また、子育て中の夫婦などで、通
勤が楽な都内の物件のニーズが高く、埼玉県のマン
ションの売れ行きに影響している面もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
消費増税による駆け込み需要は持ち家について

は若干みられたが、分譲住宅では、住宅ローン減税
の拡充など増税後の対策もあり、前回増税時に比
べると小さかった。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

や利ザヤが小さくなっていることから、供給は手控
えられるとみられる。戸建分譲は先行きも安定した

状況が期待されている。貸家は空室率が低下傾向
にあるとはいえ、依然高く現状程度からやや弱含み
の見込み。住宅全体では弱い動きが続くとみられる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。主力の衣料品が紳士服・婦人服ともに低迷が続
いたほか、食料品の売上も前年を下回った。7月は
長梅雨・低温などの天候不順の影響で夏物商材の
不振により売上は大きく減少したが、8月に入り一転
して猛暑が続き盛夏アイテムが伸長した。
夏のセールは昨年に続き、6月下旬と7月下旬の
2回に分けて開催された。2回開催への顧客の認知
度は高まったが、天候不順の影響もあり売上は振る
わなかったようだ。衣料品や食料品の売上が停滞
するなか、好調だった化粧品の伸びが鈍っていると
の指摘があった。10月の消費増税に伴う駆け込み
購入は、前回増税時に比べると小さかったようだが、
時計、宝飾品、高級ブランド品等の高額品のほか、
コート、紳士スーツ、羽毛布団等では駆け込みが見
られた。高額品の売上は引き続き堅調に推移してお
り、富裕層が顧客である外商売上も伸びている。
一般の中間層の消費は引き続き慎重な動きと

なっている。消費増税を前にして、節約志向が強ま
りより消費に慎重になっているとの指摘もあった。イ
ンバウンド（訪日外国人）による消費はひところに比
べ落ち着いてきているが、県内百貨店では売上全
体に占める割合も僅かで全体の売上への影響は小
さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2019年4～6月期まで16四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで
回復の兆しは見られていない。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が比較的小さいことから、前回増税時ほどの
落ち込みはないとみられるが、中間層を中心に慎重

姿勢が強まっており、今後も売上は前年を下回って
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
をやや下回ったとみられる。7月は長雨・低温の影響
で主力の食料品、衣料品とも前年を大きく下回った。
8月は猛暑となり盛夏品が盛り返し、9月は消費増税
前の駆け込み購入が見られたものの7～9月期全体
では前年の水準に届かなかったようだ。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨年
10～12月期以降減少が続き、本年7～9月期も前年
割れになったとみられ、低迷が続いている。
消費者の買い物姿勢については、日常消費の衣
料品や食料品は慎重に品定めをする傾向が強い、
値段が安ければ買うというわけではなく商品の価値
をみて納得しないとなかなか購入しない、といった
消費者の慎重な消費姿勢を指摘する声があった。
また、スーパーや百貨店では、人の新規採用が厳

しいことに加え、社員・パートとも中途退社・転職が
増え、人手不足が深刻化しているとの話もあった。
先行きについては、消費増税による駆け込みの
反動減は避けられないとみられるが、食料品が軽減
税率により税率の変更がないことや、駆け込み購入
も前回増税時ほど大きくないこと、中小企業を対象
としたキャッシュレス決済時のポイント還元、大手企
業での独自の販促策もあり、反動減も小幅かつ短
期間で終息すると予想される。

ECONOMY（経済）

SOCIETY（社会）

BIOSPHERE（生物圏）
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Research
調査 埼玉県における産業動向と見通し

生産はやや弱い動きとなっており、先行きも弱含みで推移するとみられる

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、業務用機械
の落ち込みなどを受けて7～9月期に前年割れした
後は総じて弱い動きを続け、本年4～6月期まで4四
半期連続で前年を下回った。
本年7～9月期を通してみても、引き続き業務用機
械がやや低調に推移しているほか、空気圧機器な
どの汎用機械やフラットパネル・ディスプレイ製造装
置といった生産用機械も力強さに欠ける動きを続け
ており、一般機械全体でみると、生産は前年を下
回った模様である。
空気圧機器は、昨年の後半あたりまでは比較的
高い水準で推移していたが、工作機械向けの受注
が落ち込んできたことなどを受けて、今年に入って
生産が減少している。自動化・省力化機器向けが比
較的堅調に推移したことなどから、歯車は底堅い動
きを続けており、金型もやや持ち直した。
昨年後半に弱含んでいたフラットパネル・ディスプ

レイ製造装置は、今年に入って生産が盛り返してい
たが、足元では再び一進一退の展開となっている。
半導体製造装置は、全国的には米中貿易摩擦など
に伴う海外経済の減速を受けて、輸出が大きく落ち
込んでいる。県内の半導体製造装置の生産は月ご
との振れ幅が大きいが、ならしてみれば前年の水準
を上回っている。
医療用機械器具は、昨年後半に若干持ち直して

いたが、今年に入って再び減少に転じ、その後も低
水準で推移しているとみられる。
景気の先行き不透明感の強まりを受けて、企業

の設備投資姿勢が慎重さを増しており、工作機械
受注は当面低水準にとどまる可能性が高い。10～
12月期の一般機械の生産についても、引き続き前

概況 主要産業の動向

情報通信機器は、カーナビやカーオーディオなど
自動車関連の製品を中心に、堅調な動きを続けて
いる。県内で生産されるこうした製品は、国内や米
国向けの高級車用のものが多く、引き続き堅調な動
きが続いている。
先行きについては、電子部品・デバイスは足元で

やや回復の兆しが見えてきている。産業向けの電
気機械は輸出や設備投資の先行きが不透明で、調
整が長引くとみるところも多い。情報通信機器は堅
調な動きが続くとみられる。電気機械全体では、海
外経済や、貿易摩擦の先行きにもよるが、徐々に回
復していくと見込まれる。

 
（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
年比＋7.2％と4～6月期の＋4.1％に続き2四半期
連続で増加した。軽自動車が同＋7.2％、登録車（普
通＋小型乗用車）も同＋7.2％と2四半期連続で前
年を上回った。県内の乗用車の販売は強含みで推
移している。10月の消費増税前の駆け込み購入は、
政府が増税前後の変動をならすために購入支援策
を導入していることもあり、前回増税時に比べると
小さかったようだ。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期は前年比▲8.0％と減少したが、4～6月期は同

ラックの生産は前年をやや下回るとみられることから、
部品メーカーの生産はほぼ前年並みと予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、堅調な鉄鋼需
要を背景に、昨年4～6月期まで4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の需要
が落ち着いてきたことなどから、7～9月期には前年
比横ばいとなった。その後は前年の水準が高かった
こともあり、10～12月期から本年4～6月期まで3四
半期連続で前年を下回っている。
本年7～9月期についても、鉄鋼の生産は前年を

やや下回ったとみられる。鉄筋組立工や現場監督と
いった建設労働者の不足感が徐々に解消するなか
でも、鉄筋コンクリート造の着工は力強さに欠ける
状況が続いている。鉄骨造については引き続き底
堅く推移しているが、鉄骨を組むファブリケーターの
処理能力に余裕がなくなっているようだ。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。一時減速していた病院や介護施設などの
医療関連施設も着工が持ち直している。
マンションは、売れ行きが低調に推移している。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、一部では値引きを余
儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な姿
勢をみせている。
黒鉛電極やバナジウムなどの副資材価格が大幅

に上昇しているものの、春先まで値上がりしていた
スクラップ価格が値下がりに転じ、コストを押し下げ
ている。中国の鉄鋼生産の減少が、日本からのスク
ラップ輸出価格に影響しているようだ。鋼材の製品
価格も徐々に下がってきているものの、鋼材メー
カーは一定の収益を確保できている。
東京オリンピック関連の需要は落ち着いたものの、

年を下回る水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年を下回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体として前年を
下回った模様である。中国経済の減速により、スマー
トフォンや自動車向けの電子部品の生産が減少した
ことに加え、産業機械向けの電子部品や電気機器
の生産が減少した。
電子部品・デバイスの生産は、昨年中は好調を持
続したが、本年1～3月期以降前年比マイナスを続
けている。県内電子部品メーカーは需要や価格が
不安定なスマートフォン向けから自動車向けや産業
機械向けなどに生産のシフトを行ってきたが、自動
車向け、産業機械向けの生産が大きく落ち込んだ。
なお、エアコンや白物家電は中国、東南アジアなど
での需要は強く、省エネ化など製品の高度化も続い
ており、家電向けの電子部品・デバイスの生産は堅
調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向

けの家電は少なく、産業向けがほとんどとなってい
る。県内で生産される電気機械の多くは、生産機械
や情報システムなどに組み込まれる電気関連の部
品や装置である。組み込まれた機械は海外へ輸出
されることも多い。このため、産業機械の中国への
輸出や国内での需要の減少の影響が大きく、生産
は大きく落ち込んでいる。

＋3.1％と増加した。7月も同＋3.7％と前年を上回り、
7～9月期全体でも前年を上回ったとみられる。輸出
向けの生産台数が米国向けを中心に減少したが、
県内完成車メーカーの登録車の販売台数が、前年
の水準が低かったこともあり前年を大きく上回った
ため、県内での生産も増加しているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

が少ないとみられることから、増税後に大きな反動
減は見込まれず、県内生産は前年並みで推移する
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。トラック販売は海外向けが減少
しているものの、国内向けが前年を上回って推移し
ているようだ。国内販売は、東京オリンピック関連の
需要は落ち着いてきているが、首都圏の再開発や
ネット通販の拡大による物流需要があり増加が続い
ている。消費増税前の駆け込み購入は限定的だっ
たようだ。海外向けは、米中貿易摩擦や中国をはじ
めとする海外景気の減速もあり減少しているとみら
れる。
先行きは、海外景気停滞の影響から生産は伸び
悩み、前年をやや下回って推移すると予想される。
部品メーカー：完成車メーカーの生産が前年をやや
上回って推移したとみられることから、部品メーカー
の生産も前年を上回った模様だ。
先行きについては、乗用車の生産は前年並み、ト

都内の再開発プロジェクトなど、先行きも一定水準
の鉄鋼需要は見込める状況にある。10～12月期の
鋼材の生産についても、前年を若干下回る程度の
水準で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干下回った

とみられる。鋳鉄管は今年の春先まで緩やかに減
少してきたが、このところ徐々に持ち直している。輸
出用を中心に堅調だった建設機械向けや工作機械
向けについては、中国の景気減速などの影響を受
けて、やや減速しているようだ。
コスト面は厳しい状況が続いている。原材料のう
ち、スクラップの価格は低下しているものの、10月
からの銑鉄の価格引き上げが決まっており、副資材
の価格上昇幅も大きい。また、下請業者にこれまで
電力需要を分散させるために適用されてきたピーク
シフト割引が廃止され、電気料金の負担が増してお
り、収益面を圧迫している。こうしたなかで、中小企
業庁が2016年に打ち出した「未来志向型の取引
慣行に向けて」の方針に基づき、従来の取引慣行を
見直す動きが出始めており、本来発注先が負担す
べき型の保管費用や処理費用などを請求すると
いった動きがみられる。
引き続き十分な受注残を抱える企業もあるが、総

じてみれば受注状況の悪化している先が多い。10
～12月期についても、鋳物の生産は前年をやや下
回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額はほぼ前
年並みとなった。予算の執行は比較的順調であり、
受注残は多く、足元の工事量も高水準で安定して
いる。都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の
受注状況は価格面を含めて良好であり、相応の収
益を確保できている。
老朽化したインフラの更新や補修の必要性が高

まっており、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化に伴う改修、設備更新
の工事が多く、新規の建築案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。価格面では比較
的高い水準にあるが、品質を維持するためにも、今
後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、着工ベースで前
年に比べ弱含みの推移となっている。
種類別では病院、介護関連などの医療・福祉施
設は建て替え、補修を含めて工事量も多く、堅調に
推移している。工場など製造業関連は、ここにきて
勢いが鈍化している。物流関連や商業関連は大型
工事が多く、振れはあるものの、全体として堅調な
推移。飲食、サービス関連は弱い動きとなっている。
都内の大手業者が優良工事を多く抱え、県内の
工事は比較的大きなものでも、県内建設業者が請
け負うようになっており、建設業者の収益環境は良
い。オリンピック・パラリンピック後の需要減の懸念
はあるものの、足元が好調なため、現在の工事に注
力しているところが多い。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、現状程度で推移するとする見方が多い。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べ比較的大きな落ち込みとなった。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県
におけるマンションの契約率は、供給戸数を減らして
いることもありやや改善しているが、依然、好不調の
目安といわれる70％を下回る推移となっている。浦
和駅や大宮駅などの駅に近い物件は高価格に関わ
らず売れるものもあるが、利便性にやや劣る物件は
販売が厳しい。マンション販売業者は、売れ行きが
鈍っていることに加え、建築コストや土地代の上昇
から利ザヤが小さくなっていることから、このところ
供給を絞っている。また、子育て中の夫婦などで、通
勤が楽な都内の物件のニーズが高く、埼玉県のマン
ションの売れ行きに影響している面もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
消費増税による駆け込み需要は持ち家について

は若干みられたが、分譲住宅では、住宅ローン減税
の拡充など増税後の対策もあり、前回増税時に比
べると小さかった。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

や利ザヤが小さくなっていることから、供給は手控
えられるとみられる。戸建分譲は先行きも安定した

状況が期待されている。貸家は空室率が低下傾向
にあるとはいえ、依然高く現状程度からやや弱含み
の見込み。住宅全体では弱い動きが続くとみられる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。主力の衣料品が紳士服・婦人服ともに低迷が続
いたほか、食料品の売上も前年を下回った。7月は
長梅雨・低温などの天候不順の影響で夏物商材の
不振により売上は大きく減少したが、8月に入り一転
して猛暑が続き盛夏アイテムが伸長した。
夏のセールは昨年に続き、6月下旬と7月下旬の
2回に分けて開催された。2回開催への顧客の認知
度は高まったが、天候不順の影響もあり売上は振る
わなかったようだ。衣料品や食料品の売上が停滞
するなか、好調だった化粧品の伸びが鈍っていると
の指摘があった。10月の消費増税に伴う駆け込み
購入は、前回増税時に比べると小さかったようだが、
時計、宝飾品、高級ブランド品等の高額品のほか、
コート、紳士スーツ、羽毛布団等では駆け込みが見
られた。高額品の売上は引き続き堅調に推移してお
り、富裕層が顧客である外商売上も伸びている。
一般の中間層の消費は引き続き慎重な動きと

なっている。消費増税を前にして、節約志向が強ま
りより消費に慎重になっているとの指摘もあった。イ
ンバウンド（訪日外国人）による消費はひところに比
べ落ち着いてきているが、県内百貨店では売上全
体に占める割合も僅かで全体の売上への影響は小
さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2019年4～6月期まで16四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで
回復の兆しは見られていない。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が比較的小さいことから、前回増税時ほどの
落ち込みはないとみられるが、中間層を中心に慎重

姿勢が強まっており、今後も売上は前年を下回って
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
をやや下回ったとみられる。7月は長雨・低温の影響
で主力の食料品、衣料品とも前年を大きく下回った。
8月は猛暑となり盛夏品が盛り返し、9月は消費増税
前の駆け込み購入が見られたものの7～9月期全体
では前年の水準に届かなかったようだ。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨年
10～12月期以降減少が続き、本年7～9月期も前年
割れになったとみられ、低迷が続いている。
消費者の買い物姿勢については、日常消費の衣
料品や食料品は慎重に品定めをする傾向が強い、
値段が安ければ買うというわけではなく商品の価値
をみて納得しないとなかなか購入しない、といった
消費者の慎重な消費姿勢を指摘する声があった。
また、スーパーや百貨店では、人の新規採用が厳

しいことに加え、社員・パートとも中途退社・転職が
増え、人手不足が深刻化しているとの話もあった。
先行きについては、消費増税による駆け込みの
反動減は避けられないとみられるが、食料品が軽減
税率により税率の変更がないことや、駆け込み購入
も前回増税時ほど大きくないこと、中小企業を対象
としたキャッシュレス決済時のポイント還元、大手企
業での独自の販促策もあり、反動減も小幅かつ短
期間で終息すると予想される。

●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＝汎用機械＋生産用機械＋業務用機械
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産業天気図

天気図の見方

現状
（7～9月）

今後
（10～12月）

晴 薄日 曇 小雨 雨

輸送機械

鉄　　鋼

一般機械

建　　設

電気機械

百 貨 店・
スーパー

わが国の景気は、輸出や生産の一部に弱さがみ
られるが、個人消費は持ち直し、設備投資は緩やか
な増加傾向にあるなど、緩やかに回復している。先
行きについても、当面、弱さが残るものの、雇用・所
得環境の改善が続くなか、緩やかな回復が続くこと
が期待される。
埼玉県の景気は、緩やかに持ち直してきたものの、

このところ足踏みがみられる。生産はやや弱い動き
となっており、先行きも弱含みで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、7～9月期の天気図は、薄日

が建設、曇が電気機械、輸送機械、鉄鋼、百貨店・
スーパー、小雨が一般機械であった。
10～12月期の天気図は、薄日が建設、曇が電気機
械、輸送機械、鉄鋼、百貨店・スーパー、小雨が一般
機械の見込みである。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を下回った模様である。
先行きの生産についても、前年を下回る水準で
推移するとみられる。
○電気機械の生産は前年を下回った。先行きは電
子部品・デバイスは持ち直しが期待されるが、電
気機械は調整が長引くことも予想される。
○輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きは、ほぼ前年並みで推移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をやや下回ったとみられる。
先行きについても、前年を若干下回る程度の水
準で推移するとみられる。
○建設は、前年並みで推移した。先行きは、手持ち
の工事量が多く、現状程度の推移が見込まれる
が、住宅建設は減少が続くことも予想される。
○百貨店・スーパーの売上はともに前年割れとなっ
たとみられる。消費増税に伴う駆け込み購入が比
較的小さいことから、先行きは前回増税時ほどの
落ち込みはないと予想される。

7-9月 10-12月2018年1-3月 4-6月 4-6月19年1-3月 7月
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調査 埼玉県における産業動向と見通し

生産はやや弱い動きとなっており、先行きも弱含みで推移するとみられる

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、業務用機械
の落ち込みなどを受けて7～9月期に前年割れした
後は総じて弱い動きを続け、本年4～6月期まで4四
半期連続で前年を下回った。
本年7～9月期を通してみても、引き続き業務用機
械がやや低調に推移しているほか、空気圧機器な
どの汎用機械やフラットパネル・ディスプレイ製造装
置といった生産用機械も力強さに欠ける動きを続け
ており、一般機械全体でみると、生産は前年を下
回った模様である。
空気圧機器は、昨年の後半あたりまでは比較的
高い水準で推移していたが、工作機械向けの受注
が落ち込んできたことなどを受けて、今年に入って
生産が減少している。自動化・省力化機器向けが比
較的堅調に推移したことなどから、歯車は底堅い動
きを続けており、金型もやや持ち直した。
昨年後半に弱含んでいたフラットパネル・ディスプ

レイ製造装置は、今年に入って生産が盛り返してい
たが、足元では再び一進一退の展開となっている。
半導体製造装置は、全国的には米中貿易摩擦など
に伴う海外経済の減速を受けて、輸出が大きく落ち
込んでいる。県内の半導体製造装置の生産は月ご
との振れ幅が大きいが、ならしてみれば前年の水準
を上回っている。
医療用機械器具は、昨年後半に若干持ち直して

いたが、今年に入って再び減少に転じ、その後も低
水準で推移しているとみられる。
景気の先行き不透明感の強まりを受けて、企業

の設備投資姿勢が慎重さを増しており、工作機械
受注は当面低水準にとどまる可能性が高い。10～
12月期の一般機械の生産についても、引き続き前

概況 主要産業の動向

情報通信機器は、カーナビやカーオーディオなど
自動車関連の製品を中心に、堅調な動きを続けて
いる。県内で生産されるこうした製品は、国内や米
国向けの高級車用のものが多く、引き続き堅調な動
きが続いている。
先行きについては、電子部品・デバイスは足元で

やや回復の兆しが見えてきている。産業向けの電
気機械は輸出や設備投資の先行きが不透明で、調
整が長引くとみるところも多い。情報通信機器は堅
調な動きが続くとみられる。電気機械全体では、海
外経済や、貿易摩擦の先行きにもよるが、徐々に回
復していくと見込まれる。

 
（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
年比＋7.2％と4～6月期の＋4.1％に続き2四半期
連続で増加した。軽自動車が同＋7.2％、登録車（普
通＋小型乗用車）も同＋7.2％と2四半期連続で前
年を上回った。県内の乗用車の販売は強含みで推
移している。10月の消費増税前の駆け込み購入は、
政府が増税前後の変動をならすために購入支援策
を導入していることもあり、前回増税時に比べると
小さかったようだ。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期は前年比▲8.0％と減少したが、4～6月期は同

ラックの生産は前年をやや下回るとみられることから、
部品メーカーの生産はほぼ前年並みと予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、堅調な鉄鋼需
要を背景に、昨年4～6月期まで4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の需要
が落ち着いてきたことなどから、7～9月期には前年
比横ばいとなった。その後は前年の水準が高かった
こともあり、10～12月期から本年4～6月期まで3四
半期連続で前年を下回っている。
本年7～9月期についても、鉄鋼の生産は前年を

やや下回ったとみられる。鉄筋組立工や現場監督と
いった建設労働者の不足感が徐々に解消するなか
でも、鉄筋コンクリート造の着工は力強さに欠ける
状況が続いている。鉄骨造については引き続き底
堅く推移しているが、鉄骨を組むファブリケーターの
処理能力に余裕がなくなっているようだ。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。一時減速していた病院や介護施設などの
医療関連施設も着工が持ち直している。
マンションは、売れ行きが低調に推移している。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、一部では値引きを余
儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な姿
勢をみせている。
黒鉛電極やバナジウムなどの副資材価格が大幅

に上昇しているものの、春先まで値上がりしていた
スクラップ価格が値下がりに転じ、コストを押し下げ
ている。中国の鉄鋼生産の減少が、日本からのスク
ラップ輸出価格に影響しているようだ。鋼材の製品
価格も徐々に下がってきているものの、鋼材メー
カーは一定の収益を確保できている。
東京オリンピック関連の需要は落ち着いたものの、

年を下回る水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年を下回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体として前年を
下回った模様である。中国経済の減速により、スマー
トフォンや自動車向けの電子部品の生産が減少した
ことに加え、産業機械向けの電子部品や電気機器
の生産が減少した。
電子部品・デバイスの生産は、昨年中は好調を持
続したが、本年1～3月期以降前年比マイナスを続
けている。県内電子部品メーカーは需要や価格が
不安定なスマートフォン向けから自動車向けや産業
機械向けなどに生産のシフトを行ってきたが、自動
車向け、産業機械向けの生産が大きく落ち込んだ。
なお、エアコンや白物家電は中国、東南アジアなど
での需要は強く、省エネ化など製品の高度化も続い
ており、家電向けの電子部品・デバイスの生産は堅
調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向

けの家電は少なく、産業向けがほとんどとなってい
る。県内で生産される電気機械の多くは、生産機械
や情報システムなどに組み込まれる電気関連の部
品や装置である。組み込まれた機械は海外へ輸出
されることも多い。このため、産業機械の中国への
輸出や国内での需要の減少の影響が大きく、生産
は大きく落ち込んでいる。

＋3.1％と増加した。7月も同＋3.7％と前年を上回り、
7～9月期全体でも前年を上回ったとみられる。輸出
向けの生産台数が米国向けを中心に減少したが、
県内完成車メーカーの登録車の販売台数が、前年
の水準が低かったこともあり前年を大きく上回った
ため、県内での生産も増加しているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

が少ないとみられることから、増税後に大きな反動
減は見込まれず、県内生産は前年並みで推移する
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。トラック販売は海外向けが減少
しているものの、国内向けが前年を上回って推移し
ているようだ。国内販売は、東京オリンピック関連の
需要は落ち着いてきているが、首都圏の再開発や
ネット通販の拡大による物流需要があり増加が続い
ている。消費増税前の駆け込み購入は限定的だっ
たようだ。海外向けは、米中貿易摩擦や中国をはじ
めとする海外景気の減速もあり減少しているとみら
れる。
先行きは、海外景気停滞の影響から生産は伸び
悩み、前年をやや下回って推移すると予想される。
部品メーカー：完成車メーカーの生産が前年をやや
上回って推移したとみられることから、部品メーカー
の生産も前年を上回った模様だ。
先行きについては、乗用車の生産は前年並み、ト

都内の再開発プロジェクトなど、先行きも一定水準
の鉄鋼需要は見込める状況にある。10～12月期の
鋼材の生産についても、前年を若干下回る程度の
水準で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干下回った

とみられる。鋳鉄管は今年の春先まで緩やかに減
少してきたが、このところ徐々に持ち直している。輸
出用を中心に堅調だった建設機械向けや工作機械
向けについては、中国の景気減速などの影響を受
けて、やや減速しているようだ。
コスト面は厳しい状況が続いている。原材料のう
ち、スクラップの価格は低下しているものの、10月
からの銑鉄の価格引き上げが決まっており、副資材
の価格上昇幅も大きい。また、下請業者にこれまで
電力需要を分散させるために適用されてきたピーク
シフト割引が廃止され、電気料金の負担が増してお
り、収益面を圧迫している。こうしたなかで、中小企
業庁が2016年に打ち出した「未来志向型の取引
慣行に向けて」の方針に基づき、従来の取引慣行を
見直す動きが出始めており、本来発注先が負担す
べき型の保管費用や処理費用などを請求すると
いった動きがみられる。
引き続き十分な受注残を抱える企業もあるが、総

じてみれば受注状況の悪化している先が多い。10
～12月期についても、鋳物の生産は前年をやや下
回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額はほぼ前
年並みとなった。予算の執行は比較的順調であり、
受注残は多く、足元の工事量も高水準で安定して
いる。都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の
受注状況は価格面を含めて良好であり、相応の収
益を確保できている。
老朽化したインフラの更新や補修の必要性が高

まっており、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化に伴う改修、設備更新
の工事が多く、新規の建築案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。価格面では比較
的高い水準にあるが、品質を維持するためにも、今
後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、着工ベースで前
年に比べ弱含みの推移となっている。
種類別では病院、介護関連などの医療・福祉施
設は建て替え、補修を含めて工事量も多く、堅調に
推移している。工場など製造業関連は、ここにきて
勢いが鈍化している。物流関連や商業関連は大型
工事が多く、振れはあるものの、全体として堅調な
推移。飲食、サービス関連は弱い動きとなっている。
都内の大手業者が優良工事を多く抱え、県内の
工事は比較的大きなものでも、県内建設業者が請
け負うようになっており、建設業者の収益環境は良
い。オリンピック・パラリンピック後の需要減の懸念
はあるものの、足元が好調なため、現在の工事に注
力しているところが多い。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、現状程度で推移するとする見方が多い。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べ比較的大きな落ち込みとなった。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県
におけるマンションの契約率は、供給戸数を減らして
いることもありやや改善しているが、依然、好不調の
目安といわれる70％を下回る推移となっている。浦
和駅や大宮駅などの駅に近い物件は高価格に関わ
らず売れるものもあるが、利便性にやや劣る物件は
販売が厳しい。マンション販売業者は、売れ行きが
鈍っていることに加え、建築コストや土地代の上昇
から利ザヤが小さくなっていることから、このところ
供給を絞っている。また、子育て中の夫婦などで、通
勤が楽な都内の物件のニーズが高く、埼玉県のマン
ションの売れ行きに影響している面もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
消費増税による駆け込み需要は持ち家について

は若干みられたが、分譲住宅では、住宅ローン減税
の拡充など増税後の対策もあり、前回増税時に比
べると小さかった。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

や利ザヤが小さくなっていることから、供給は手控
えられるとみられる。戸建分譲は先行きも安定した

状況が期待されている。貸家は空室率が低下傾向
にあるとはいえ、依然高く現状程度からやや弱含み
の見込み。住宅全体では弱い動きが続くとみられる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。主力の衣料品が紳士服・婦人服ともに低迷が続
いたほか、食料品の売上も前年を下回った。7月は
長梅雨・低温などの天候不順の影響で夏物商材の
不振により売上は大きく減少したが、8月に入り一転
して猛暑が続き盛夏アイテムが伸長した。
夏のセールは昨年に続き、6月下旬と7月下旬の
2回に分けて開催された。2回開催への顧客の認知
度は高まったが、天候不順の影響もあり売上は振る
わなかったようだ。衣料品や食料品の売上が停滞
するなか、好調だった化粧品の伸びが鈍っていると
の指摘があった。10月の消費増税に伴う駆け込み
購入は、前回増税時に比べると小さかったようだが、
時計、宝飾品、高級ブランド品等の高額品のほか、
コート、紳士スーツ、羽毛布団等では駆け込みが見
られた。高額品の売上は引き続き堅調に推移してお
り、富裕層が顧客である外商売上も伸びている。
一般の中間層の消費は引き続き慎重な動きと

なっている。消費増税を前にして、節約志向が強ま
りより消費に慎重になっているとの指摘もあった。イ
ンバウンド（訪日外国人）による消費はひところに比
べ落ち着いてきているが、県内百貨店では売上全
体に占める割合も僅かで全体の売上への影響は小
さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2019年4～6月期まで16四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで
回復の兆しは見られていない。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が比較的小さいことから、前回増税時ほどの
落ち込みはないとみられるが、中間層を中心に慎重

姿勢が強まっており、今後も売上は前年を下回って
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
をやや下回ったとみられる。7月は長雨・低温の影響
で主力の食料品、衣料品とも前年を大きく下回った。
8月は猛暑となり盛夏品が盛り返し、9月は消費増税
前の駆け込み購入が見られたものの7～9月期全体
では前年の水準に届かなかったようだ。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨年
10～12月期以降減少が続き、本年7～9月期も前年
割れになったとみられ、低迷が続いている。
消費者の買い物姿勢については、日常消費の衣
料品や食料品は慎重に品定めをする傾向が強い、
値段が安ければ買うというわけではなく商品の価値
をみて納得しないとなかなか購入しない、といった
消費者の慎重な消費姿勢を指摘する声があった。
また、スーパーや百貨店では、人の新規採用が厳

しいことに加え、社員・パートとも中途退社・転職が
増え、人手不足が深刻化しているとの話もあった。
先行きについては、消費増税による駆け込みの
反動減は避けられないとみられるが、食料品が軽減
税率により税率の変更がないことや、駆け込み購入
も前回増税時ほど大きくないこと、中小企業を対象
としたキャッシュレス決済時のポイント還元、大手企
業での独自の販促策もあり、反動減も小幅かつ短
期間で終息すると予想される。

●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＝汎用機械＋生産用機械＋業務用機械
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天気図の見方

現状
（7～9月）

今後
（10～12月）

晴 薄日 曇 小雨 雨

輸送機械

鉄　　鋼

一般機械

建　　設

電気機械

百 貨 店・
スーパー

わが国の景気は、輸出や生産の一部に弱さがみ
られるが、個人消費は持ち直し、設備投資は緩やか
な増加傾向にあるなど、緩やかに回復している。先
行きについても、当面、弱さが残るものの、雇用・所
得環境の改善が続くなか、緩やかな回復が続くこと
が期待される。
埼玉県の景気は、緩やかに持ち直してきたものの、

このところ足踏みがみられる。生産はやや弱い動き
となっており、先行きも弱含みで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、7～9月期の天気図は、薄日

が建設、曇が電気機械、輸送機械、鉄鋼、百貨店・
スーパー、小雨が一般機械であった。
10～12月期の天気図は、薄日が建設、曇が電気機
械、輸送機械、鉄鋼、百貨店・スーパー、小雨が一般
機械の見込みである。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を下回った模様である。
先行きの生産についても、前年を下回る水準で
推移するとみられる。
○電気機械の生産は前年を下回った。先行きは電
子部品・デバイスは持ち直しが期待されるが、電
気機械は調整が長引くことも予想される。
○輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きは、ほぼ前年並みで推移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をやや下回ったとみられる。
先行きについても、前年を若干下回る程度の水
準で推移するとみられる。
○建設は、前年並みで推移した。先行きは、手持ち
の工事量が多く、現状程度の推移が見込まれる
が、住宅建設は減少が続くことも予想される。
○百貨店・スーパーの売上はともに前年割れとなっ
たとみられる。消費増税に伴う駆け込み購入が比
較的小さいことから、先行きは前回増税時ほどの
落ち込みはないと予想される。

7-9月 10-12月2018年1-3月 4-6月 4-6月19年1-3月 7月
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（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、業務用機械
の落ち込みなどを受けて7～9月期に前年割れした
後は総じて弱い動きを続け、本年4～6月期まで4四
半期連続で前年を下回った。
本年7～9月期を通してみても、引き続き業務用機
械がやや低調に推移しているほか、空気圧機器な
どの汎用機械やフラットパネル・ディスプレイ製造装
置といった生産用機械も力強さに欠ける動きを続け
ており、一般機械全体でみると、生産は前年を下
回った模様である。
空気圧機器は、昨年の後半あたりまでは比較的
高い水準で推移していたが、工作機械向けの受注
が落ち込んできたことなどを受けて、今年に入って
生産が減少している。自動化・省力化機器向けが比
較的堅調に推移したことなどから、歯車は底堅い動
きを続けており、金型もやや持ち直した。
昨年後半に弱含んでいたフラットパネル・ディスプ

レイ製造装置は、今年に入って生産が盛り返してい
たが、足元では再び一進一退の展開となっている。
半導体製造装置は、全国的には米中貿易摩擦など
に伴う海外経済の減速を受けて、輸出が大きく落ち
込んでいる。県内の半導体製造装置の生産は月ご
との振れ幅が大きいが、ならしてみれば前年の水準
を上回っている。
医療用機械器具は、昨年後半に若干持ち直して

いたが、今年に入って再び減少に転じ、その後も低
水準で推移しているとみられる。
景気の先行き不透明感の強まりを受けて、企業

の設備投資姿勢が慎重さを増しており、工作機械
受注は当面低水準にとどまる可能性が高い。10～
12月期の一般機械の生産についても、引き続き前

情報通信機器は、カーナビやカーオーディオなど
自動車関連の製品を中心に、堅調な動きを続けて
いる。県内で生産されるこうした製品は、国内や米
国向けの高級車用のものが多く、引き続き堅調な動
きが続いている。
先行きについては、電子部品・デバイスは足元で

やや回復の兆しが見えてきている。産業向けの電
気機械は輸出や設備投資の先行きが不透明で、調
整が長引くとみるところも多い。情報通信機器は堅
調な動きが続くとみられる。電気機械全体では、海
外経済や、貿易摩擦の先行きにもよるが、徐々に回
復していくと見込まれる。

 
（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
年比＋7.2％と4～6月期の＋4.1％に続き2四半期
連続で増加した。軽自動車が同＋7.2％、登録車（普
通＋小型乗用車）も同＋7.2％と2四半期連続で前
年を上回った。県内の乗用車の販売は強含みで推
移している。10月の消費増税前の駆け込み購入は、
政府が増税前後の変動をならすために購入支援策
を導入していることもあり、前回増税時に比べると
小さかったようだ。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期は前年比▲8.0％と減少したが、4～6月期は同

ラックの生産は前年をやや下回るとみられることから、
部品メーカーの生産はほぼ前年並みと予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、堅調な鉄鋼需
要を背景に、昨年4～6月期まで4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の需要
が落ち着いてきたことなどから、7～9月期には前年
比横ばいとなった。その後は前年の水準が高かった
こともあり、10～12月期から本年4～6月期まで3四
半期連続で前年を下回っている。
本年7～9月期についても、鉄鋼の生産は前年を

やや下回ったとみられる。鉄筋組立工や現場監督と
いった建設労働者の不足感が徐々に解消するなか
でも、鉄筋コンクリート造の着工は力強さに欠ける
状況が続いている。鉄骨造については引き続き底
堅く推移しているが、鉄骨を組むファブリケーターの
処理能力に余裕がなくなっているようだ。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。一時減速していた病院や介護施設などの
医療関連施設も着工が持ち直している。
マンションは、売れ行きが低調に推移している。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、一部では値引きを余
儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な姿
勢をみせている。
黒鉛電極やバナジウムなどの副資材価格が大幅

に上昇しているものの、春先まで値上がりしていた
スクラップ価格が値下がりに転じ、コストを押し下げ
ている。中国の鉄鋼生産の減少が、日本からのスク
ラップ輸出価格に影響しているようだ。鋼材の製品
価格も徐々に下がってきているものの、鋼材メー
カーは一定の収益を確保できている。
東京オリンピック関連の需要は落ち着いたものの、

年を下回る水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年を下回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体として前年を
下回った模様である。中国経済の減速により、スマー
トフォンや自動車向けの電子部品の生産が減少した
ことに加え、産業機械向けの電子部品や電気機器
の生産が減少した。
電子部品・デバイスの生産は、昨年中は好調を持
続したが、本年1～3月期以降前年比マイナスを続
けている。県内電子部品メーカーは需要や価格が
不安定なスマートフォン向けから自動車向けや産業
機械向けなどに生産のシフトを行ってきたが、自動
車向け、産業機械向けの生産が大きく落ち込んだ。
なお、エアコンや白物家電は中国、東南アジアなど
での需要は強く、省エネ化など製品の高度化も続い
ており、家電向けの電子部品・デバイスの生産は堅
調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向

けの家電は少なく、産業向けがほとんどとなってい
る。県内で生産される電気機械の多くは、生産機械
や情報システムなどに組み込まれる電気関連の部
品や装置である。組み込まれた機械は海外へ輸出
されることも多い。このため、産業機械の中国への
輸出や国内での需要の減少の影響が大きく、生産
は大きく落ち込んでいる。

＋3.1％と増加した。7月も同＋3.7％と前年を上回り、
7～9月期全体でも前年を上回ったとみられる。輸出
向けの生産台数が米国向けを中心に減少したが、
県内完成車メーカーの登録車の販売台数が、前年
の水準が低かったこともあり前年を大きく上回った
ため、県内での生産も増加しているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

が少ないとみられることから、増税後に大きな反動
減は見込まれず、県内生産は前年並みで推移する
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。トラック販売は海外向けが減少
しているものの、国内向けが前年を上回って推移し
ているようだ。国内販売は、東京オリンピック関連の
需要は落ち着いてきているが、首都圏の再開発や
ネット通販の拡大による物流需要があり増加が続い
ている。消費増税前の駆け込み購入は限定的だっ
たようだ。海外向けは、米中貿易摩擦や中国をはじ
めとする海外景気の減速もあり減少しているとみら
れる。
先行きは、海外景気停滞の影響から生産は伸び
悩み、前年をやや下回って推移すると予想される。
部品メーカー：完成車メーカーの生産が前年をやや
上回って推移したとみられることから、部品メーカー
の生産も前年を上回った模様だ。
先行きについては、乗用車の生産は前年並み、ト

都内の再開発プロジェクトなど、先行きも一定水準
の鉄鋼需要は見込める状況にある。10～12月期の
鋼材の生産についても、前年を若干下回る程度の
水準で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干下回った

とみられる。鋳鉄管は今年の春先まで緩やかに減
少してきたが、このところ徐々に持ち直している。輸
出用を中心に堅調だった建設機械向けや工作機械
向けについては、中国の景気減速などの影響を受
けて、やや減速しているようだ。
コスト面は厳しい状況が続いている。原材料のう
ち、スクラップの価格は低下しているものの、10月
からの銑鉄の価格引き上げが決まっており、副資材
の価格上昇幅も大きい。また、下請業者にこれまで
電力需要を分散させるために適用されてきたピーク
シフト割引が廃止され、電気料金の負担が増してお
り、収益面を圧迫している。こうしたなかで、中小企
業庁が2016年に打ち出した「未来志向型の取引
慣行に向けて」の方針に基づき、従来の取引慣行を
見直す動きが出始めており、本来発注先が負担す
べき型の保管費用や処理費用などを請求すると
いった動きがみられる。
引き続き十分な受注残を抱える企業もあるが、総

じてみれば受注状況の悪化している先が多い。10
～12月期についても、鋳物の生産は前年をやや下
回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額はほぼ前
年並みとなった。予算の執行は比較的順調であり、
受注残は多く、足元の工事量も高水準で安定して
いる。都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の
受注状況は価格面を含めて良好であり、相応の収
益を確保できている。
老朽化したインフラの更新や補修の必要性が高

まっており、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化に伴う改修、設備更新
の工事が多く、新規の建築案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。価格面では比較
的高い水準にあるが、品質を維持するためにも、今
後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、着工ベースで前
年に比べ弱含みの推移となっている。
種類別では病院、介護関連などの医療・福祉施
設は建て替え、補修を含めて工事量も多く、堅調に
推移している。工場など製造業関連は、ここにきて
勢いが鈍化している。物流関連や商業関連は大型
工事が多く、振れはあるものの、全体として堅調な
推移。飲食、サービス関連は弱い動きとなっている。
都内の大手業者が優良工事を多く抱え、県内の
工事は比較的大きなものでも、県内建設業者が請
け負うようになっており、建設業者の収益環境は良
い。オリンピック・パラリンピック後の需要減の懸念
はあるものの、足元が好調なため、現在の工事に注
力しているところが多い。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、現状程度で推移するとする見方が多い。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べ比較的大きな落ち込みとなった。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県
におけるマンションの契約率は、供給戸数を減らして
いることもありやや改善しているが、依然、好不調の
目安といわれる70％を下回る推移となっている。浦
和駅や大宮駅などの駅に近い物件は高価格に関わ
らず売れるものもあるが、利便性にやや劣る物件は
販売が厳しい。マンション販売業者は、売れ行きが
鈍っていることに加え、建築コストや土地代の上昇
から利ザヤが小さくなっていることから、このところ
供給を絞っている。また、子育て中の夫婦などで、通
勤が楽な都内の物件のニーズが高く、埼玉県のマン
ションの売れ行きに影響している面もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
消費増税による駆け込み需要は持ち家について

は若干みられたが、分譲住宅では、住宅ローン減税
の拡充など増税後の対策もあり、前回増税時に比
べると小さかった。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

や利ザヤが小さくなっていることから、供給は手控
えられるとみられる。戸建分譲は先行きも安定した

状況が期待されている。貸家は空室率が低下傾向
にあるとはいえ、依然高く現状程度からやや弱含み
の見込み。住宅全体では弱い動きが続くとみられる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。主力の衣料品が紳士服・婦人服ともに低迷が続
いたほか、食料品の売上も前年を下回った。7月は
長梅雨・低温などの天候不順の影響で夏物商材の
不振により売上は大きく減少したが、8月に入り一転
して猛暑が続き盛夏アイテムが伸長した。
夏のセールは昨年に続き、6月下旬と7月下旬の
2回に分けて開催された。2回開催への顧客の認知
度は高まったが、天候不順の影響もあり売上は振る
わなかったようだ。衣料品や食料品の売上が停滞
するなか、好調だった化粧品の伸びが鈍っていると
の指摘があった。10月の消費増税に伴う駆け込み
購入は、前回増税時に比べると小さかったようだが、
時計、宝飾品、高級ブランド品等の高額品のほか、
コート、紳士スーツ、羽毛布団等では駆け込みが見
られた。高額品の売上は引き続き堅調に推移してお
り、富裕層が顧客である外商売上も伸びている。
一般の中間層の消費は引き続き慎重な動きと

なっている。消費増税を前にして、節約志向が強ま
りより消費に慎重になっているとの指摘もあった。イ
ンバウンド（訪日外国人）による消費はひところに比
べ落ち着いてきているが、県内百貨店では売上全
体に占める割合も僅かで全体の売上への影響は小
さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2019年4～6月期まで16四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで
回復の兆しは見られていない。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が比較的小さいことから、前回増税時ほどの
落ち込みはないとみられるが、中間層を中心に慎重

姿勢が強まっており、今後も売上は前年を下回って
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
をやや下回ったとみられる。7月は長雨・低温の影響
で主力の食料品、衣料品とも前年を大きく下回った。
8月は猛暑となり盛夏品が盛り返し、9月は消費増税
前の駆け込み購入が見られたものの7～9月期全体
では前年の水準に届かなかったようだ。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨年
10～12月期以降減少が続き、本年7～9月期も前年
割れになったとみられ、低迷が続いている。
消費者の買い物姿勢については、日常消費の衣
料品や食料品は慎重に品定めをする傾向が強い、
値段が安ければ買うというわけではなく商品の価値
をみて納得しないとなかなか購入しない、といった
消費者の慎重な消費姿勢を指摘する声があった。
また、スーパーや百貨店では、人の新規採用が厳

しいことに加え、社員・パートとも中途退社・転職が
増え、人手不足が深刻化しているとの話もあった。
先行きについては、消費増税による駆け込みの
反動減は避けられないとみられるが、食料品が軽減
税率により税率の変更がないことや、駆け込み購入
も前回増税時ほど大きくないこと、中小企業を対象
としたキャッシュレス決済時のポイント還元、大手企
業での独自の販促策もあり、反動減も小幅かつ短
期間で終息すると予想される。

●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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●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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Research

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、業務用機械
の落ち込みなどを受けて7～9月期に前年割れした
後は総じて弱い動きを続け、本年4～6月期まで4四
半期連続で前年を下回った。
本年7～9月期を通してみても、引き続き業務用機
械がやや低調に推移しているほか、空気圧機器な
どの汎用機械やフラットパネル・ディスプレイ製造装
置といった生産用機械も力強さに欠ける動きを続け
ており、一般機械全体でみると、生産は前年を下
回った模様である。
空気圧機器は、昨年の後半あたりまでは比較的
高い水準で推移していたが、工作機械向けの受注
が落ち込んできたことなどを受けて、今年に入って
生産が減少している。自動化・省力化機器向けが比
較的堅調に推移したことなどから、歯車は底堅い動
きを続けており、金型もやや持ち直した。
昨年後半に弱含んでいたフラットパネル・ディスプ

レイ製造装置は、今年に入って生産が盛り返してい
たが、足元では再び一進一退の展開となっている。
半導体製造装置は、全国的には米中貿易摩擦など
に伴う海外経済の減速を受けて、輸出が大きく落ち
込んでいる。県内の半導体製造装置の生産は月ご
との振れ幅が大きいが、ならしてみれば前年の水準
を上回っている。
医療用機械器具は、昨年後半に若干持ち直して

いたが、今年に入って再び減少に転じ、その後も低
水準で推移しているとみられる。
景気の先行き不透明感の強まりを受けて、企業

の設備投資姿勢が慎重さを増しており、工作機械
受注は当面低水準にとどまる可能性が高い。10～
12月期の一般機械の生産についても、引き続き前

情報通信機器は、カーナビやカーオーディオなど
自動車関連の製品を中心に、堅調な動きを続けて
いる。県内で生産されるこうした製品は、国内や米
国向けの高級車用のものが多く、引き続き堅調な動
きが続いている。
先行きについては、電子部品・デバイスは足元で

やや回復の兆しが見えてきている。産業向けの電
気機械は輸出や設備投資の先行きが不透明で、調
整が長引くとみるところも多い。情報通信機器は堅
調な動きが続くとみられる。電気機械全体では、海
外経済や、貿易摩擦の先行きにもよるが、徐々に回
復していくと見込まれる。

 
（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
年比＋7.2％と4～6月期の＋4.1％に続き2四半期
連続で増加した。軽自動車が同＋7.2％、登録車（普
通＋小型乗用車）も同＋7.2％と2四半期連続で前
年を上回った。県内の乗用車の販売は強含みで推
移している。10月の消費増税前の駆け込み購入は、
政府が増税前後の変動をならすために購入支援策
を導入していることもあり、前回増税時に比べると
小さかったようだ。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期は前年比▲8.0％と減少したが、4～6月期は同

ラックの生産は前年をやや下回るとみられることから、
部品メーカーの生産はほぼ前年並みと予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、堅調な鉄鋼需
要を背景に、昨年4～6月期まで4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の需要
が落ち着いてきたことなどから、7～9月期には前年
比横ばいとなった。その後は前年の水準が高かった
こともあり、10～12月期から本年4～6月期まで3四
半期連続で前年を下回っている。
本年7～9月期についても、鉄鋼の生産は前年を

やや下回ったとみられる。鉄筋組立工や現場監督と
いった建設労働者の不足感が徐々に解消するなか
でも、鉄筋コンクリート造の着工は力強さに欠ける
状況が続いている。鉄骨造については引き続き底
堅く推移しているが、鉄骨を組むファブリケーターの
処理能力に余裕がなくなっているようだ。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。一時減速していた病院や介護施設などの
医療関連施設も着工が持ち直している。
マンションは、売れ行きが低調に推移している。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、一部では値引きを余
儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な姿
勢をみせている。
黒鉛電極やバナジウムなどの副資材価格が大幅

に上昇しているものの、春先まで値上がりしていた
スクラップ価格が値下がりに転じ、コストを押し下げ
ている。中国の鉄鋼生産の減少が、日本からのスク
ラップ輸出価格に影響しているようだ。鋼材の製品
価格も徐々に下がってきているものの、鋼材メー
カーは一定の収益を確保できている。
東京オリンピック関連の需要は落ち着いたものの、

年を下回る水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年を下回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体として前年を
下回った模様である。中国経済の減速により、スマー
トフォンや自動車向けの電子部品の生産が減少した
ことに加え、産業機械向けの電子部品や電気機器
の生産が減少した。
電子部品・デバイスの生産は、昨年中は好調を持
続したが、本年1～3月期以降前年比マイナスを続
けている。県内電子部品メーカーは需要や価格が
不安定なスマートフォン向けから自動車向けや産業
機械向けなどに生産のシフトを行ってきたが、自動
車向け、産業機械向けの生産が大きく落ち込んだ。
なお、エアコンや白物家電は中国、東南アジアなど
での需要は強く、省エネ化など製品の高度化も続い
ており、家電向けの電子部品・デバイスの生産は堅
調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向

けの家電は少なく、産業向けがほとんどとなってい
る。県内で生産される電気機械の多くは、生産機械
や情報システムなどに組み込まれる電気関連の部
品や装置である。組み込まれた機械は海外へ輸出
されることも多い。このため、産業機械の中国への
輸出や国内での需要の減少の影響が大きく、生産
は大きく落ち込んでいる。

＋3.1％と増加した。7月も同＋3.7％と前年を上回り、
7～9月期全体でも前年を上回ったとみられる。輸出
向けの生産台数が米国向けを中心に減少したが、
県内完成車メーカーの登録車の販売台数が、前年
の水準が低かったこともあり前年を大きく上回った
ため、県内での生産も増加しているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

が少ないとみられることから、増税後に大きな反動
減は見込まれず、県内生産は前年並みで推移する
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。トラック販売は海外向けが減少
しているものの、国内向けが前年を上回って推移し
ているようだ。国内販売は、東京オリンピック関連の
需要は落ち着いてきているが、首都圏の再開発や
ネット通販の拡大による物流需要があり増加が続い
ている。消費増税前の駆け込み購入は限定的だっ
たようだ。海外向けは、米中貿易摩擦や中国をはじ
めとする海外景気の減速もあり減少しているとみら
れる。
先行きは、海外景気停滞の影響から生産は伸び
悩み、前年をやや下回って推移すると予想される。
部品メーカー：完成車メーカーの生産が前年をやや
上回って推移したとみられることから、部品メーカー
の生産も前年を上回った模様だ。
先行きについては、乗用車の生産は前年並み、ト

都内の再開発プロジェクトなど、先行きも一定水準
の鉄鋼需要は見込める状況にある。10～12月期の
鋼材の生産についても、前年を若干下回る程度の
水準で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干下回った

とみられる。鋳鉄管は今年の春先まで緩やかに減
少してきたが、このところ徐々に持ち直している。輸
出用を中心に堅調だった建設機械向けや工作機械
向けについては、中国の景気減速などの影響を受
けて、やや減速しているようだ。
コスト面は厳しい状況が続いている。原材料のう
ち、スクラップの価格は低下しているものの、10月
からの銑鉄の価格引き上げが決まっており、副資材
の価格上昇幅も大きい。また、下請業者にこれまで
電力需要を分散させるために適用されてきたピーク
シフト割引が廃止され、電気料金の負担が増してお
り、収益面を圧迫している。こうしたなかで、中小企
業庁が2016年に打ち出した「未来志向型の取引
慣行に向けて」の方針に基づき、従来の取引慣行を
見直す動きが出始めており、本来発注先が負担す
べき型の保管費用や処理費用などを請求すると
いった動きがみられる。
引き続き十分な受注残を抱える企業もあるが、総

じてみれば受注状況の悪化している先が多い。10
～12月期についても、鋳物の生産は前年をやや下
回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額はほぼ前
年並みとなった。予算の執行は比較的順調であり、
受注残は多く、足元の工事量も高水準で安定して
いる。都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の
受注状況は価格面を含めて良好であり、相応の収
益を確保できている。
老朽化したインフラの更新や補修の必要性が高

まっており、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化に伴う改修、設備更新
の工事が多く、新規の建築案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。価格面では比較
的高い水準にあるが、品質を維持するためにも、今
後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、着工ベースで前
年に比べ弱含みの推移となっている。
種類別では病院、介護関連などの医療・福祉施
設は建て替え、補修を含めて工事量も多く、堅調に
推移している。工場など製造業関連は、ここにきて
勢いが鈍化している。物流関連や商業関連は大型
工事が多く、振れはあるものの、全体として堅調な
推移。飲食、サービス関連は弱い動きとなっている。
都内の大手業者が優良工事を多く抱え、県内の
工事は比較的大きなものでも、県内建設業者が請
け負うようになっており、建設業者の収益環境は良
い。オリンピック・パラリンピック後の需要減の懸念
はあるものの、足元が好調なため、現在の工事に注
力しているところが多い。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、現状程度で推移するとする見方が多い。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べ比較的大きな落ち込みとなった。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県
におけるマンションの契約率は、供給戸数を減らして
いることもありやや改善しているが、依然、好不調の
目安といわれる70％を下回る推移となっている。浦
和駅や大宮駅などの駅に近い物件は高価格に関わ
らず売れるものもあるが、利便性にやや劣る物件は
販売が厳しい。マンション販売業者は、売れ行きが
鈍っていることに加え、建築コストや土地代の上昇
から利ザヤが小さくなっていることから、このところ
供給を絞っている。また、子育て中の夫婦などで、通
勤が楽な都内の物件のニーズが高く、埼玉県のマン
ションの売れ行きに影響している面もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
消費増税による駆け込み需要は持ち家について

は若干みられたが、分譲住宅では、住宅ローン減税
の拡充など増税後の対策もあり、前回増税時に比
べると小さかった。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

や利ザヤが小さくなっていることから、供給は手控
えられるとみられる。戸建分譲は先行きも安定した

状況が期待されている。貸家は空室率が低下傾向
にあるとはいえ、依然高く現状程度からやや弱含み
の見込み。住宅全体では弱い動きが続くとみられる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。主力の衣料品が紳士服・婦人服ともに低迷が続
いたほか、食料品の売上も前年を下回った。7月は
長梅雨・低温などの天候不順の影響で夏物商材の
不振により売上は大きく減少したが、8月に入り一転
して猛暑が続き盛夏アイテムが伸長した。
夏のセールは昨年に続き、6月下旬と7月下旬の
2回に分けて開催された。2回開催への顧客の認知
度は高まったが、天候不順の影響もあり売上は振る
わなかったようだ。衣料品や食料品の売上が停滞
するなか、好調だった化粧品の伸びが鈍っていると
の指摘があった。10月の消費増税に伴う駆け込み
購入は、前回増税時に比べると小さかったようだが、
時計、宝飾品、高級ブランド品等の高額品のほか、
コート、紳士スーツ、羽毛布団等では駆け込みが見
られた。高額品の売上は引き続き堅調に推移してお
り、富裕層が顧客である外商売上も伸びている。
一般の中間層の消費は引き続き慎重な動きと

なっている。消費増税を前にして、節約志向が強ま
りより消費に慎重になっているとの指摘もあった。イ
ンバウンド（訪日外国人）による消費はひところに比
べ落ち着いてきているが、県内百貨店では売上全
体に占める割合も僅かで全体の売上への影響は小
さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2019年4～6月期まで16四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで
回復の兆しは見られていない。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が比較的小さいことから、前回増税時ほどの
落ち込みはないとみられるが、中間層を中心に慎重

姿勢が強まっており、今後も売上は前年を下回って
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
をやや下回ったとみられる。7月は長雨・低温の影響
で主力の食料品、衣料品とも前年を大きく下回った。
8月は猛暑となり盛夏品が盛り返し、9月は消費増税
前の駆け込み購入が見られたものの7～9月期全体
では前年の水準に届かなかったようだ。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨年
10～12月期以降減少が続き、本年7～9月期も前年
割れになったとみられ、低迷が続いている。
消費者の買い物姿勢については、日常消費の衣
料品や食料品は慎重に品定めをする傾向が強い、
値段が安ければ買うというわけではなく商品の価値
をみて納得しないとなかなか購入しない、といった
消費者の慎重な消費姿勢を指摘する声があった。
また、スーパーや百貨店では、人の新規採用が厳

しいことに加え、社員・パートとも中途退社・転職が
増え、人手不足が深刻化しているとの話もあった。
先行きについては、消費増税による駆け込みの
反動減は避けられないとみられるが、食料品が軽減
税率により税率の変更がないことや、駆け込み購入
も前回増税時ほど大きくないこと、中小企業を対象
としたキャッシュレス決済時のポイント還元、大手企
業での独自の販促策もあり、反動減も小幅かつ短
期間で終息すると予想される。

●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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●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

前年比（%）

-5

0

5

10

7-9月 10-12月2018年1-3月 4-6月 4-6月19年1-3月 7月

7-9月 10-12月2018年1-3月 4-6月 4-6月19年1-3月 7月 7-9月 10-12月2018年1-3月 4-6月 4-6月19年1-3月 7月



13 14埼玉りそな経済情報2019.11埼玉りそな経済情報2019.11

Research

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、業務用機械
の落ち込みなどを受けて7～9月期に前年割れした
後は総じて弱い動きを続け、本年4～6月期まで4四
半期連続で前年を下回った。
本年7～9月期を通してみても、引き続き業務用機
械がやや低調に推移しているほか、空気圧機器な
どの汎用機械やフラットパネル・ディスプレイ製造装
置といった生産用機械も力強さに欠ける動きを続け
ており、一般機械全体でみると、生産は前年を下
回った模様である。
空気圧機器は、昨年の後半あたりまでは比較的
高い水準で推移していたが、工作機械向けの受注
が落ち込んできたことなどを受けて、今年に入って
生産が減少している。自動化・省力化機器向けが比
較的堅調に推移したことなどから、歯車は底堅い動
きを続けており、金型もやや持ち直した。
昨年後半に弱含んでいたフラットパネル・ディスプ

レイ製造装置は、今年に入って生産が盛り返してい
たが、足元では再び一進一退の展開となっている。
半導体製造装置は、全国的には米中貿易摩擦など
に伴う海外経済の減速を受けて、輸出が大きく落ち
込んでいる。県内の半導体製造装置の生産は月ご
との振れ幅が大きいが、ならしてみれば前年の水準
を上回っている。
医療用機械器具は、昨年後半に若干持ち直して

いたが、今年に入って再び減少に転じ、その後も低
水準で推移しているとみられる。
景気の先行き不透明感の強まりを受けて、企業

の設備投資姿勢が慎重さを増しており、工作機械
受注は当面低水準にとどまる可能性が高い。10～
12月期の一般機械の生産についても、引き続き前

情報通信機器は、カーナビやカーオーディオなど
自動車関連の製品を中心に、堅調な動きを続けて
いる。県内で生産されるこうした製品は、国内や米
国向けの高級車用のものが多く、引き続き堅調な動
きが続いている。
先行きについては、電子部品・デバイスは足元で

やや回復の兆しが見えてきている。産業向けの電
気機械は輸出や設備投資の先行きが不透明で、調
整が長引くとみるところも多い。情報通信機器は堅
調な動きが続くとみられる。電気機械全体では、海
外経済や、貿易摩擦の先行きにもよるが、徐々に回
復していくと見込まれる。

 
（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
年比＋7.2％と4～6月期の＋4.1％に続き2四半期
連続で増加した。軽自動車が同＋7.2％、登録車（普
通＋小型乗用車）も同＋7.2％と2四半期連続で前
年を上回った。県内の乗用車の販売は強含みで推
移している。10月の消費増税前の駆け込み購入は、
政府が増税前後の変動をならすために購入支援策
を導入していることもあり、前回増税時に比べると
小さかったようだ。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期は前年比▲8.0％と減少したが、4～6月期は同

ラックの生産は前年をやや下回るとみられることから、
部品メーカーの生産はほぼ前年並みと予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、堅調な鉄鋼需
要を背景に、昨年4～6月期まで4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の需要
が落ち着いてきたことなどから、7～9月期には前年
比横ばいとなった。その後は前年の水準が高かった
こともあり、10～12月期から本年4～6月期まで3四
半期連続で前年を下回っている。
本年7～9月期についても、鉄鋼の生産は前年を

やや下回ったとみられる。鉄筋組立工や現場監督と
いった建設労働者の不足感が徐々に解消するなか
でも、鉄筋コンクリート造の着工は力強さに欠ける
状況が続いている。鉄骨造については引き続き底
堅く推移しているが、鉄骨を組むファブリケーターの
処理能力に余裕がなくなっているようだ。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。一時減速していた病院や介護施設などの
医療関連施設も着工が持ち直している。
マンションは、売れ行きが低調に推移している。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、一部では値引きを余
儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な姿
勢をみせている。
黒鉛電極やバナジウムなどの副資材価格が大幅

に上昇しているものの、春先まで値上がりしていた
スクラップ価格が値下がりに転じ、コストを押し下げ
ている。中国の鉄鋼生産の減少が、日本からのスク
ラップ輸出価格に影響しているようだ。鋼材の製品
価格も徐々に下がってきているものの、鋼材メー
カーは一定の収益を確保できている。
東京オリンピック関連の需要は落ち着いたものの、

年を下回る水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年を下回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体として前年を
下回った模様である。中国経済の減速により、スマー
トフォンや自動車向けの電子部品の生産が減少した
ことに加え、産業機械向けの電子部品や電気機器
の生産が減少した。
電子部品・デバイスの生産は、昨年中は好調を持
続したが、本年1～3月期以降前年比マイナスを続
けている。県内電子部品メーカーは需要や価格が
不安定なスマートフォン向けから自動車向けや産業
機械向けなどに生産のシフトを行ってきたが、自動
車向け、産業機械向けの生産が大きく落ち込んだ。
なお、エアコンや白物家電は中国、東南アジアなど
での需要は強く、省エネ化など製品の高度化も続い
ており、家電向けの電子部品・デバイスの生産は堅
調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向

けの家電は少なく、産業向けがほとんどとなってい
る。県内で生産される電気機械の多くは、生産機械
や情報システムなどに組み込まれる電気関連の部
品や装置である。組み込まれた機械は海外へ輸出
されることも多い。このため、産業機械の中国への
輸出や国内での需要の減少の影響が大きく、生産
は大きく落ち込んでいる。

＋3.1％と増加した。7月も同＋3.7％と前年を上回り、
7～9月期全体でも前年を上回ったとみられる。輸出
向けの生産台数が米国向けを中心に減少したが、
県内完成車メーカーの登録車の販売台数が、前年
の水準が低かったこともあり前年を大きく上回った
ため、県内での生産も増加しているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

が少ないとみられることから、増税後に大きな反動
減は見込まれず、県内生産は前年並みで推移する
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。トラック販売は海外向けが減少
しているものの、国内向けが前年を上回って推移し
ているようだ。国内販売は、東京オリンピック関連の
需要は落ち着いてきているが、首都圏の再開発や
ネット通販の拡大による物流需要があり増加が続い
ている。消費増税前の駆け込み購入は限定的だっ
たようだ。海外向けは、米中貿易摩擦や中国をはじ
めとする海外景気の減速もあり減少しているとみら
れる。
先行きは、海外景気停滞の影響から生産は伸び
悩み、前年をやや下回って推移すると予想される。
部品メーカー：完成車メーカーの生産が前年をやや
上回って推移したとみられることから、部品メーカー
の生産も前年を上回った模様だ。
先行きについては、乗用車の生産は前年並み、ト

都内の再開発プロジェクトなど、先行きも一定水準
の鉄鋼需要は見込める状況にある。10～12月期の
鋼材の生産についても、前年を若干下回る程度の
水準で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干下回った

とみられる。鋳鉄管は今年の春先まで緩やかに減
少してきたが、このところ徐々に持ち直している。輸
出用を中心に堅調だった建設機械向けや工作機械
向けについては、中国の景気減速などの影響を受
けて、やや減速しているようだ。
コスト面は厳しい状況が続いている。原材料のう
ち、スクラップの価格は低下しているものの、10月
からの銑鉄の価格引き上げが決まっており、副資材
の価格上昇幅も大きい。また、下請業者にこれまで
電力需要を分散させるために適用されてきたピーク
シフト割引が廃止され、電気料金の負担が増してお
り、収益面を圧迫している。こうしたなかで、中小企
業庁が2016年に打ち出した「未来志向型の取引
慣行に向けて」の方針に基づき、従来の取引慣行を
見直す動きが出始めており、本来発注先が負担す
べき型の保管費用や処理費用などを請求すると
いった動きがみられる。
引き続き十分な受注残を抱える企業もあるが、総

じてみれば受注状況の悪化している先が多い。10
～12月期についても、鋳物の生産は前年をやや下
回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額はほぼ前
年並みとなった。予算の執行は比較的順調であり、
受注残は多く、足元の工事量も高水準で安定して
いる。都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の
受注状況は価格面を含めて良好であり、相応の収
益を確保できている。
老朽化したインフラの更新や補修の必要性が高

まっており、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化に伴う改修、設備更新
の工事が多く、新規の建築案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。価格面では比較
的高い水準にあるが、品質を維持するためにも、今
後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、着工ベースで前
年に比べ弱含みの推移となっている。
種類別では病院、介護関連などの医療・福祉施
設は建て替え、補修を含めて工事量も多く、堅調に
推移している。工場など製造業関連は、ここにきて
勢いが鈍化している。物流関連や商業関連は大型
工事が多く、振れはあるものの、全体として堅調な
推移。飲食、サービス関連は弱い動きとなっている。
都内の大手業者が優良工事を多く抱え、県内の
工事は比較的大きなものでも、県内建設業者が請
け負うようになっており、建設業者の収益環境は良
い。オリンピック・パラリンピック後の需要減の懸念
はあるものの、足元が好調なため、現在の工事に注
力しているところが多い。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、現状程度で推移するとする見方が多い。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べ比較的大きな落ち込みとなった。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県
におけるマンションの契約率は、供給戸数を減らして
いることもありやや改善しているが、依然、好不調の
目安といわれる70％を下回る推移となっている。浦
和駅や大宮駅などの駅に近い物件は高価格に関わ
らず売れるものもあるが、利便性にやや劣る物件は
販売が厳しい。マンション販売業者は、売れ行きが
鈍っていることに加え、建築コストや土地代の上昇
から利ザヤが小さくなっていることから、このところ
供給を絞っている。また、子育て中の夫婦などで、通
勤が楽な都内の物件のニーズが高く、埼玉県のマン
ションの売れ行きに影響している面もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
消費増税による駆け込み需要は持ち家について

は若干みられたが、分譲住宅では、住宅ローン減税
の拡充など増税後の対策もあり、前回増税時に比
べると小さかった。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

や利ザヤが小さくなっていることから、供給は手控
えられるとみられる。戸建分譲は先行きも安定した

状況が期待されている。貸家は空室率が低下傾向
にあるとはいえ、依然高く現状程度からやや弱含み
の見込み。住宅全体では弱い動きが続くとみられる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。主力の衣料品が紳士服・婦人服ともに低迷が続
いたほか、食料品の売上も前年を下回った。7月は
長梅雨・低温などの天候不順の影響で夏物商材の
不振により売上は大きく減少したが、8月に入り一転
して猛暑が続き盛夏アイテムが伸長した。
夏のセールは昨年に続き、6月下旬と7月下旬の
2回に分けて開催された。2回開催への顧客の認知
度は高まったが、天候不順の影響もあり売上は振る
わなかったようだ。衣料品や食料品の売上が停滞
するなか、好調だった化粧品の伸びが鈍っていると
の指摘があった。10月の消費増税に伴う駆け込み
購入は、前回増税時に比べると小さかったようだが、
時計、宝飾品、高級ブランド品等の高額品のほか、
コート、紳士スーツ、羽毛布団等では駆け込みが見
られた。高額品の売上は引き続き堅調に推移してお
り、富裕層が顧客である外商売上も伸びている。
一般の中間層の消費は引き続き慎重な動きと

なっている。消費増税を前にして、節約志向が強ま
りより消費に慎重になっているとの指摘もあった。イ
ンバウンド（訪日外国人）による消費はひところに比
べ落ち着いてきているが、県内百貨店では売上全
体に占める割合も僅かで全体の売上への影響は小
さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2019年4～6月期まで16四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで
回復の兆しは見られていない。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が比較的小さいことから、前回増税時ほどの
落ち込みはないとみられるが、中間層を中心に慎重

姿勢が強まっており、今後も売上は前年を下回って
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
をやや下回ったとみられる。7月は長雨・低温の影響
で主力の食料品、衣料品とも前年を大きく下回った。
8月は猛暑となり盛夏品が盛り返し、9月は消費増税
前の駆け込み購入が見られたものの7～9月期全体
では前年の水準に届かなかったようだ。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨年
10～12月期以降減少が続き、本年7～9月期も前年
割れになったとみられ、低迷が続いている。
消費者の買い物姿勢については、日常消費の衣
料品や食料品は慎重に品定めをする傾向が強い、
値段が安ければ買うというわけではなく商品の価値
をみて納得しないとなかなか購入しない、といった
消費者の慎重な消費姿勢を指摘する声があった。
また、スーパーや百貨店では、人の新規採用が厳

しいことに加え、社員・パートとも中途退社・転職が
増え、人手不足が深刻化しているとの話もあった。
先行きについては、消費増税による駆け込みの
反動減は避けられないとみられるが、食料品が軽減
税率により税率の変更がないことや、駆け込み購入
も前回増税時ほど大きくないこと、中小企業を対象
としたキャッシュレス決済時のポイント還元、大手企
業での独自の販促策もあり、反動減も小幅かつ短
期間で終息すると予想される。

●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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Research

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、業務用機械
の落ち込みなどを受けて7～9月期に前年割れした
後は総じて弱い動きを続け、本年4～6月期まで4四
半期連続で前年を下回った。
本年7～9月期を通してみても、引き続き業務用機
械がやや低調に推移しているほか、空気圧機器な
どの汎用機械やフラットパネル・ディスプレイ製造装
置といった生産用機械も力強さに欠ける動きを続け
ており、一般機械全体でみると、生産は前年を下
回った模様である。
空気圧機器は、昨年の後半あたりまでは比較的
高い水準で推移していたが、工作機械向けの受注
が落ち込んできたことなどを受けて、今年に入って
生産が減少している。自動化・省力化機器向けが比
較的堅調に推移したことなどから、歯車は底堅い動
きを続けており、金型もやや持ち直した。
昨年後半に弱含んでいたフラットパネル・ディスプ

レイ製造装置は、今年に入って生産が盛り返してい
たが、足元では再び一進一退の展開となっている。
半導体製造装置は、全国的には米中貿易摩擦など
に伴う海外経済の減速を受けて、輸出が大きく落ち
込んでいる。県内の半導体製造装置の生産は月ご
との振れ幅が大きいが、ならしてみれば前年の水準
を上回っている。
医療用機械器具は、昨年後半に若干持ち直して

いたが、今年に入って再び減少に転じ、その後も低
水準で推移しているとみられる。
景気の先行き不透明感の強まりを受けて、企業

の設備投資姿勢が慎重さを増しており、工作機械
受注は当面低水準にとどまる可能性が高い。10～
12月期の一般機械の生産についても、引き続き前

情報通信機器は、カーナビやカーオーディオなど
自動車関連の製品を中心に、堅調な動きを続けて
いる。県内で生産されるこうした製品は、国内や米
国向けの高級車用のものが多く、引き続き堅調な動
きが続いている。
先行きについては、電子部品・デバイスは足元で

やや回復の兆しが見えてきている。産業向けの電
気機械は輸出や設備投資の先行きが不透明で、調
整が長引くとみるところも多い。情報通信機器は堅
調な動きが続くとみられる。電気機械全体では、海
外経済や、貿易摩擦の先行きにもよるが、徐々に回
復していくと見込まれる。

 
（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
年比＋7.2％と4～6月期の＋4.1％に続き2四半期
連続で増加した。軽自動車が同＋7.2％、登録車（普
通＋小型乗用車）も同＋7.2％と2四半期連続で前
年を上回った。県内の乗用車の販売は強含みで推
移している。10月の消費増税前の駆け込み購入は、
政府が増税前後の変動をならすために購入支援策
を導入していることもあり、前回増税時に比べると
小さかったようだ。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期は前年比▲8.0％と減少したが、4～6月期は同

ラックの生産は前年をやや下回るとみられることから、
部品メーカーの生産はほぼ前年並みと予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、堅調な鉄鋼需
要を背景に、昨年4～6月期まで4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の需要
が落ち着いてきたことなどから、7～9月期には前年
比横ばいとなった。その後は前年の水準が高かった
こともあり、10～12月期から本年4～6月期まで3四
半期連続で前年を下回っている。
本年7～9月期についても、鉄鋼の生産は前年を

やや下回ったとみられる。鉄筋組立工や現場監督と
いった建設労働者の不足感が徐々に解消するなか
でも、鉄筋コンクリート造の着工は力強さに欠ける
状況が続いている。鉄骨造については引き続き底
堅く推移しているが、鉄骨を組むファブリケーターの
処理能力に余裕がなくなっているようだ。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。一時減速していた病院や介護施設などの
医療関連施設も着工が持ち直している。
マンションは、売れ行きが低調に推移している。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、一部では値引きを余
儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な姿
勢をみせている。
黒鉛電極やバナジウムなどの副資材価格が大幅

に上昇しているものの、春先まで値上がりしていた
スクラップ価格が値下がりに転じ、コストを押し下げ
ている。中国の鉄鋼生産の減少が、日本からのスク
ラップ輸出価格に影響しているようだ。鋼材の製品
価格も徐々に下がってきているものの、鋼材メー
カーは一定の収益を確保できている。
東京オリンピック関連の需要は落ち着いたものの、

年を下回る水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年を下回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体として前年を
下回った模様である。中国経済の減速により、スマー
トフォンや自動車向けの電子部品の生産が減少した
ことに加え、産業機械向けの電子部品や電気機器
の生産が減少した。
電子部品・デバイスの生産は、昨年中は好調を持
続したが、本年1～3月期以降前年比マイナスを続
けている。県内電子部品メーカーは需要や価格が
不安定なスマートフォン向けから自動車向けや産業
機械向けなどに生産のシフトを行ってきたが、自動
車向け、産業機械向けの生産が大きく落ち込んだ。
なお、エアコンや白物家電は中国、東南アジアなど
での需要は強く、省エネ化など製品の高度化も続い
ており、家電向けの電子部品・デバイスの生産は堅
調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向

けの家電は少なく、産業向けがほとんどとなってい
る。県内で生産される電気機械の多くは、生産機械
や情報システムなどに組み込まれる電気関連の部
品や装置である。組み込まれた機械は海外へ輸出
されることも多い。このため、産業機械の中国への
輸出や国内での需要の減少の影響が大きく、生産
は大きく落ち込んでいる。

＋3.1％と増加した。7月も同＋3.7％と前年を上回り、
7～9月期全体でも前年を上回ったとみられる。輸出
向けの生産台数が米国向けを中心に減少したが、
県内完成車メーカーの登録車の販売台数が、前年
の水準が低かったこともあり前年を大きく上回った
ため、県内での生産も増加しているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

が少ないとみられることから、増税後に大きな反動
減は見込まれず、県内生産は前年並みで推移する
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。トラック販売は海外向けが減少
しているものの、国内向けが前年を上回って推移し
ているようだ。国内販売は、東京オリンピック関連の
需要は落ち着いてきているが、首都圏の再開発や
ネット通販の拡大による物流需要があり増加が続い
ている。消費増税前の駆け込み購入は限定的だっ
たようだ。海外向けは、米中貿易摩擦や中国をはじ
めとする海外景気の減速もあり減少しているとみら
れる。
先行きは、海外景気停滞の影響から生産は伸び
悩み、前年をやや下回って推移すると予想される。
部品メーカー：完成車メーカーの生産が前年をやや
上回って推移したとみられることから、部品メーカー
の生産も前年を上回った模様だ。
先行きについては、乗用車の生産は前年並み、ト

都内の再開発プロジェクトなど、先行きも一定水準
の鉄鋼需要は見込める状況にある。10～12月期の
鋼材の生産についても、前年を若干下回る程度の
水準で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干下回った

とみられる。鋳鉄管は今年の春先まで緩やかに減
少してきたが、このところ徐々に持ち直している。輸
出用を中心に堅調だった建設機械向けや工作機械
向けについては、中国の景気減速などの影響を受
けて、やや減速しているようだ。
コスト面は厳しい状況が続いている。原材料のう
ち、スクラップの価格は低下しているものの、10月
からの銑鉄の価格引き上げが決まっており、副資材
の価格上昇幅も大きい。また、下請業者にこれまで
電力需要を分散させるために適用されてきたピーク
シフト割引が廃止され、電気料金の負担が増してお
り、収益面を圧迫している。こうしたなかで、中小企
業庁が2016年に打ち出した「未来志向型の取引
慣行に向けて」の方針に基づき、従来の取引慣行を
見直す動きが出始めており、本来発注先が負担す
べき型の保管費用や処理費用などを請求すると
いった動きがみられる。
引き続き十分な受注残を抱える企業もあるが、総

じてみれば受注状況の悪化している先が多い。10
～12月期についても、鋳物の生産は前年をやや下
回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額はほぼ前
年並みとなった。予算の執行は比較的順調であり、
受注残は多く、足元の工事量も高水準で安定して
いる。都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の
受注状況は価格面を含めて良好であり、相応の収
益を確保できている。
老朽化したインフラの更新や補修の必要性が高

まっており、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化に伴う改修、設備更新
の工事が多く、新規の建築案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。価格面では比較
的高い水準にあるが、品質を維持するためにも、今
後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、着工ベースで前
年に比べ弱含みの推移となっている。
種類別では病院、介護関連などの医療・福祉施
設は建て替え、補修を含めて工事量も多く、堅調に
推移している。工場など製造業関連は、ここにきて
勢いが鈍化している。物流関連や商業関連は大型
工事が多く、振れはあるものの、全体として堅調な
推移。飲食、サービス関連は弱い動きとなっている。
都内の大手業者が優良工事を多く抱え、県内の
工事は比較的大きなものでも、県内建設業者が請
け負うようになっており、建設業者の収益環境は良
い。オリンピック・パラリンピック後の需要減の懸念
はあるものの、足元が好調なため、現在の工事に注
力しているところが多い。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、現状程度で推移するとする見方が多い。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べ比較的大きな落ち込みとなった。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県
におけるマンションの契約率は、供給戸数を減らして
いることもありやや改善しているが、依然、好不調の
目安といわれる70％を下回る推移となっている。浦
和駅や大宮駅などの駅に近い物件は高価格に関わ
らず売れるものもあるが、利便性にやや劣る物件は
販売が厳しい。マンション販売業者は、売れ行きが
鈍っていることに加え、建築コストや土地代の上昇
から利ザヤが小さくなっていることから、このところ
供給を絞っている。また、子育て中の夫婦などで、通
勤が楽な都内の物件のニーズが高く、埼玉県のマン
ションの売れ行きに影響している面もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
消費増税による駆け込み需要は持ち家について

は若干みられたが、分譲住宅では、住宅ローン減税
の拡充など増税後の対策もあり、前回増税時に比
べると小さかった。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

や利ザヤが小さくなっていることから、供給は手控
えられるとみられる。戸建分譲は先行きも安定した

状況が期待されている。貸家は空室率が低下傾向
にあるとはいえ、依然高く現状程度からやや弱含み
の見込み。住宅全体では弱い動きが続くとみられる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。主力の衣料品が紳士服・婦人服ともに低迷が続
いたほか、食料品の売上も前年を下回った。7月は
長梅雨・低温などの天候不順の影響で夏物商材の
不振により売上は大きく減少したが、8月に入り一転
して猛暑が続き盛夏アイテムが伸長した。
夏のセールは昨年に続き、6月下旬と7月下旬の
2回に分けて開催された。2回開催への顧客の認知
度は高まったが、天候不順の影響もあり売上は振る
わなかったようだ。衣料品や食料品の売上が停滞
するなか、好調だった化粧品の伸びが鈍っていると
の指摘があった。10月の消費増税に伴う駆け込み
購入は、前回増税時に比べると小さかったようだが、
時計、宝飾品、高級ブランド品等の高額品のほか、
コート、紳士スーツ、羽毛布団等では駆け込みが見
られた。高額品の売上は引き続き堅調に推移してお
り、富裕層が顧客である外商売上も伸びている。
一般の中間層の消費は引き続き慎重な動きと

なっている。消費増税を前にして、節約志向が強ま
りより消費に慎重になっているとの指摘もあった。イ
ンバウンド（訪日外国人）による消費はひところに比
べ落ち着いてきているが、県内百貨店では売上全
体に占める割合も僅かで全体の売上への影響は小
さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2019年4～6月期まで16四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで
回復の兆しは見られていない。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が比較的小さいことから、前回増税時ほどの
落ち込みはないとみられるが、中間層を中心に慎重

姿勢が強まっており、今後も売上は前年を下回って
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
をやや下回ったとみられる。7月は長雨・低温の影響
で主力の食料品、衣料品とも前年を大きく下回った。
8月は猛暑となり盛夏品が盛り返し、9月は消費増税
前の駆け込み購入が見られたものの7～9月期全体
では前年の水準に届かなかったようだ。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨年
10～12月期以降減少が続き、本年7～9月期も前年
割れになったとみられ、低迷が続いている。
消費者の買い物姿勢については、日常消費の衣
料品や食料品は慎重に品定めをする傾向が強い、
値段が安ければ買うというわけではなく商品の価値
をみて納得しないとなかなか購入しない、といった
消費者の慎重な消費姿勢を指摘する声があった。
また、スーパーや百貨店では、人の新規採用が厳

しいことに加え、社員・パートとも中途退社・転職が
増え、人手不足が深刻化しているとの話もあった。
先行きについては、消費増税による駆け込みの
反動減は避けられないとみられるが、食料品が軽減
税率により税率の変更がないことや、駆け込み購入
も前回増税時ほど大きくないこと、中小企業を対象
としたキャッシュレス決済時のポイント還元、大手企
業での独自の販促策もあり、反動減も小幅かつ短
期間で終息すると予想される。

●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

埼玉県内企業の地域貢献への 取り組みについて

地方創生など、地域の活性化が大きな課題となってい
る。企業は地域経済の担い手として、地域活性化に大き
な役割を果たすものと期待され、企業の地域貢献への取
り組みが注目されている。地域貢献への取り組みについ
て、県内企業へのアンケート調査を実施した。。

地域貢献への取り組みの実施状況
地域貢献への取り組みについて、「行っている」とす

るところは78.2％、「行っていない」とするところは
21.8％となった。8割近くの企業で「行っている」とし
ており、企業の地域貢献への取り組みは定着している。
業種別にみると、「行っている」とするところは製造
業で70.9％、非製造業で82.2％と非製造業で多い。

　取り組んでいる地域貢献の内容
取り組んでいる地域貢献の内容としては（複数回
答）、「地域活動への参加（お祭り、イベント、清掃等）」
が最も多く75.6％、次いで「地元での採用」67.0％、
「寄付、物品提供」64.8％、「地域の教育機関や団体
と連携した取り組み」43.8％、「地域の防災に関わる
取り組み」38.1％、「工場見学など企業活動の公開」
32.4％、「企業活動の情報提供」27.3％、「地域の観
光に関わる取り組み」16.5％、「地産地消に関わる取
り組み」15.9％となった。多くの企業で「地域活動へ

の参加（お祭り、イベント、清掃等）」を行っており、身近
な地域の活動に力を入れていることがうかがえる。
業種別で大きな違いはみられないが、「工場見学な

ど企業活動の公開」が製造業で多くなっている。

地域貢献への取り組みを行う目的、理由
地域貢献への取り組みを行う目的、理由については

（複数回答）、「地域とのつながりの強化」が最も多く
79.5％、次いで「企業イメージの向上」59.1％、「地域
の活性化」47.7％、「行政、地域からの要請」27.8％、
「地域への利益の還元」25.0％、「社内の活性化」
18.8％となった。企業も地域の一員として、地域との
つながりを大切にしている。
業種別では、いずれも「地域とのつながりの強化」

が多いが、「企業イメージの向上」が非製造業で製造
業に比べ多く、「行政、地域からの要請」が製造業で
非製造業に比べ多くなっている。

地域貢献への取り組みを行う上での課題
地域貢献への取り組みを行う上での課題としては

（複数回答）、「効果がわかりにくい」が最も多く
77.6％、次いで「魅力のある活動が思いつかない」
38.5％、「寄付先や活動先の選定が難しい」19.3％、
「コストがかかり過ぎる」18.0％、「社内での合意形成
が難しい」17.4％、「行政等との調整や相談が難し
い」16.8％となった。収益面など直接的な効果がわか
りにくいことが課題となっている。
業種別ではいずれも「効果がわかりにくい」が多い

が、「寄付先や活動先の選定が難しい」が製造業で非
製造業に比べ多く、「行政等との調整や相談が難し
い」が非製造業で製造業に比べ多かった。

地域貢献の取り組みを行った効果
地域貢献への取り組みを行った効果としては（複数

回答）、「地域との関わりが増えた、連帯感が増した」
が最も多く66.3％、次いで「企業のイメージが向上し
た」54.2％、「従業員の地域への関心が高まった」
36.1％、「地域活性化、地域の課題解決に貢献でき
た」22.9％、「社内が活性化した」10.2％となった。地
域との関わりが増えたことや企業イメージが向上した

2019年7月中旬実施。対象企業数946社、
回答企業数226社、回答率23.9％。

ことを評価する企業が多い。
業種別では「地域との関わりが増えた、連帯感が増

した」が製造業で非製造業に比べ多く、「企業のイ
メージが向上した」が非製造業で製造業に比べ多
かった。

今後の取り組みについて
地域貢献への今後の取り組みについては、「活動を
拡充したい」が26.6％、「現状維持」が71.7％、「縮小
したい」が1.7％となった。ほとんどの企業で地域貢献
への取り組みを続けるとしている。業種別では「活動
を拡充したい」が非製造業で製造業に比べ多かった。
 （吉嶺暢嗣）

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、業務用機械
の落ち込みなどを受けて7～9月期に前年割れした
後は総じて弱い動きを続け、本年4～6月期まで4四
半期連続で前年を下回った。
本年7～9月期を通してみても、引き続き業務用機
械がやや低調に推移しているほか、空気圧機器な
どの汎用機械やフラットパネル・ディスプレイ製造装
置といった生産用機械も力強さに欠ける動きを続け
ており、一般機械全体でみると、生産は前年を下
回った模様である。
空気圧機器は、昨年の後半あたりまでは比較的
高い水準で推移していたが、工作機械向けの受注
が落ち込んできたことなどを受けて、今年に入って
生産が減少している。自動化・省力化機器向けが比
較的堅調に推移したことなどから、歯車は底堅い動
きを続けており、金型もやや持ち直した。
昨年後半に弱含んでいたフラットパネル・ディスプ

レイ製造装置は、今年に入って生産が盛り返してい
たが、足元では再び一進一退の展開となっている。
半導体製造装置は、全国的には米中貿易摩擦など
に伴う海外経済の減速を受けて、輸出が大きく落ち
込んでいる。県内の半導体製造装置の生産は月ご
との振れ幅が大きいが、ならしてみれば前年の水準
を上回っている。
医療用機械器具は、昨年後半に若干持ち直して

いたが、今年に入って再び減少に転じ、その後も低
水準で推移しているとみられる。
景気の先行き不透明感の強まりを受けて、企業

の設備投資姿勢が慎重さを増しており、工作機械
受注は当面低水準にとどまる可能性が高い。10～
12月期の一般機械の生産についても、引き続き前

情報通信機器は、カーナビやカーオーディオなど
自動車関連の製品を中心に、堅調な動きを続けて
いる。県内で生産されるこうした製品は、国内や米
国向けの高級車用のものが多く、引き続き堅調な動
きが続いている。
先行きについては、電子部品・デバイスは足元で

やや回復の兆しが見えてきている。産業向けの電
気機械は輸出や設備投資の先行きが不透明で、調
整が長引くとみるところも多い。情報通信機器は堅
調な動きが続くとみられる。電気機械全体では、海
外経済や、貿易摩擦の先行きにもよるが、徐々に回
復していくと見込まれる。

 
（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
年比＋7.2％と4～6月期の＋4.1％に続き2四半期
連続で増加した。軽自動車が同＋7.2％、登録車（普
通＋小型乗用車）も同＋7.2％と2四半期連続で前
年を上回った。県内の乗用車の販売は強含みで推
移している。10月の消費増税前の駆け込み購入は、
政府が増税前後の変動をならすために購入支援策
を導入していることもあり、前回増税時に比べると
小さかったようだ。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期は前年比▲8.0％と減少したが、4～6月期は同

ラックの生産は前年をやや下回るとみられることから、
部品メーカーの生産はほぼ前年並みと予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、堅調な鉄鋼需
要を背景に、昨年4～6月期まで4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の需要
が落ち着いてきたことなどから、7～9月期には前年
比横ばいとなった。その後は前年の水準が高かった
こともあり、10～12月期から本年4～6月期まで3四
半期連続で前年を下回っている。
本年7～9月期についても、鉄鋼の生産は前年を

やや下回ったとみられる。鉄筋組立工や現場監督と
いった建設労働者の不足感が徐々に解消するなか
でも、鉄筋コンクリート造の着工は力強さに欠ける
状況が続いている。鉄骨造については引き続き底
堅く推移しているが、鉄骨を組むファブリケーターの
処理能力に余裕がなくなっているようだ。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。一時減速していた病院や介護施設などの
医療関連施設も着工が持ち直している。
マンションは、売れ行きが低調に推移している。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、一部では値引きを余
儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な姿
勢をみせている。
黒鉛電極やバナジウムなどの副資材価格が大幅

に上昇しているものの、春先まで値上がりしていた
スクラップ価格が値下がりに転じ、コストを押し下げ
ている。中国の鉄鋼生産の減少が、日本からのスク
ラップ輸出価格に影響しているようだ。鋼材の製品
価格も徐々に下がってきているものの、鋼材メー
カーは一定の収益を確保できている。
東京オリンピック関連の需要は落ち着いたものの、

年を下回る水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年を下回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体として前年を
下回った模様である。中国経済の減速により、スマー
トフォンや自動車向けの電子部品の生産が減少した
ことに加え、産業機械向けの電子部品や電気機器
の生産が減少した。
電子部品・デバイスの生産は、昨年中は好調を持
続したが、本年1～3月期以降前年比マイナスを続
けている。県内電子部品メーカーは需要や価格が
不安定なスマートフォン向けから自動車向けや産業
機械向けなどに生産のシフトを行ってきたが、自動
車向け、産業機械向けの生産が大きく落ち込んだ。
なお、エアコンや白物家電は中国、東南アジアなど
での需要は強く、省エネ化など製品の高度化も続い
ており、家電向けの電子部品・デバイスの生産は堅
調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向

けの家電は少なく、産業向けがほとんどとなってい
る。県内で生産される電気機械の多くは、生産機械
や情報システムなどに組み込まれる電気関連の部
品や装置である。組み込まれた機械は海外へ輸出
されることも多い。このため、産業機械の中国への
輸出や国内での需要の減少の影響が大きく、生産
は大きく落ち込んでいる。

＋3.1％と増加した。7月も同＋3.7％と前年を上回り、
7～9月期全体でも前年を上回ったとみられる。輸出
向けの生産台数が米国向けを中心に減少したが、
県内完成車メーカーの登録車の販売台数が、前年
の水準が低かったこともあり前年を大きく上回った
ため、県内での生産も増加しているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

が少ないとみられることから、増税後に大きな反動
減は見込まれず、県内生産は前年並みで推移する
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。トラック販売は海外向けが減少
しているものの、国内向けが前年を上回って推移し
ているようだ。国内販売は、東京オリンピック関連の
需要は落ち着いてきているが、首都圏の再開発や
ネット通販の拡大による物流需要があり増加が続い
ている。消費増税前の駆け込み購入は限定的だっ
たようだ。海外向けは、米中貿易摩擦や中国をはじ
めとする海外景気の減速もあり減少しているとみら
れる。
先行きは、海外景気停滞の影響から生産は伸び
悩み、前年をやや下回って推移すると予想される。
部品メーカー：完成車メーカーの生産が前年をやや
上回って推移したとみられることから、部品メーカー
の生産も前年を上回った模様だ。
先行きについては、乗用車の生産は前年並み、ト

都内の再開発プロジェクトなど、先行きも一定水準
の鉄鋼需要は見込める状況にある。10～12月期の
鋼材の生産についても、前年を若干下回る程度の
水準で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干下回った

とみられる。鋳鉄管は今年の春先まで緩やかに減
少してきたが、このところ徐々に持ち直している。輸
出用を中心に堅調だった建設機械向けや工作機械
向けについては、中国の景気減速などの影響を受
けて、やや減速しているようだ。
コスト面は厳しい状況が続いている。原材料のう
ち、スクラップの価格は低下しているものの、10月
からの銑鉄の価格引き上げが決まっており、副資材
の価格上昇幅も大きい。また、下請業者にこれまで
電力需要を分散させるために適用されてきたピーク
シフト割引が廃止され、電気料金の負担が増してお
り、収益面を圧迫している。こうしたなかで、中小企
業庁が2016年に打ち出した「未来志向型の取引
慣行に向けて」の方針に基づき、従来の取引慣行を
見直す動きが出始めており、本来発注先が負担す
べき型の保管費用や処理費用などを請求すると
いった動きがみられる。
引き続き十分な受注残を抱える企業もあるが、総

じてみれば受注状況の悪化している先が多い。10
～12月期についても、鋳物の生産は前年をやや下
回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額はほぼ前
年並みとなった。予算の執行は比較的順調であり、
受注残は多く、足元の工事量も高水準で安定して
いる。都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の
受注状況は価格面を含めて良好であり、相応の収
益を確保できている。
老朽化したインフラの更新や補修の必要性が高

まっており、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化に伴う改修、設備更新
の工事が多く、新規の建築案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。価格面では比較
的高い水準にあるが、品質を維持するためにも、今
後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、着工ベースで前
年に比べ弱含みの推移となっている。
種類別では病院、介護関連などの医療・福祉施
設は建て替え、補修を含めて工事量も多く、堅調に
推移している。工場など製造業関連は、ここにきて
勢いが鈍化している。物流関連や商業関連は大型
工事が多く、振れはあるものの、全体として堅調な
推移。飲食、サービス関連は弱い動きとなっている。
都内の大手業者が優良工事を多く抱え、県内の
工事は比較的大きなものでも、県内建設業者が請
け負うようになっており、建設業者の収益環境は良
い。オリンピック・パラリンピック後の需要減の懸念
はあるものの、足元が好調なため、現在の工事に注
力しているところが多い。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、現状程度で推移するとする見方が多い。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べ比較的大きな落ち込みとなった。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県
におけるマンションの契約率は、供給戸数を減らして
いることもありやや改善しているが、依然、好不調の
目安といわれる70％を下回る推移となっている。浦
和駅や大宮駅などの駅に近い物件は高価格に関わ
らず売れるものもあるが、利便性にやや劣る物件は
販売が厳しい。マンション販売業者は、売れ行きが
鈍っていることに加え、建築コストや土地代の上昇
から利ザヤが小さくなっていることから、このところ
供給を絞っている。また、子育て中の夫婦などで、通
勤が楽な都内の物件のニーズが高く、埼玉県のマン
ションの売れ行きに影響している面もあるようだ。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
消費増税による駆け込み需要は持ち家について

は若干みられたが、分譲住宅では、住宅ローン減税
の拡充など増税後の対策もあり、前回増税時に比
べると小さかった。
先行きは、マンションは価格が高くなっていること

や利ザヤが小さくなっていることから、供給は手控
えられるとみられる。戸建分譲は先行きも安定した

状況が期待されている。貸家は空室率が低下傾向
にあるとはいえ、依然高く現状程度からやや弱含み
の見込み。住宅全体では弱い動きが続くとみられる。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。主力の衣料品が紳士服・婦人服ともに低迷が続
いたほか、食料品の売上も前年を下回った。7月は
長梅雨・低温などの天候不順の影響で夏物商材の
不振により売上は大きく減少したが、8月に入り一転
して猛暑が続き盛夏アイテムが伸長した。
夏のセールは昨年に続き、6月下旬と7月下旬の
2回に分けて開催された。2回開催への顧客の認知
度は高まったが、天候不順の影響もあり売上は振る
わなかったようだ。衣料品や食料品の売上が停滞
するなか、好調だった化粧品の伸びが鈍っていると
の指摘があった。10月の消費増税に伴う駆け込み
購入は、前回増税時に比べると小さかったようだが、
時計、宝飾品、高級ブランド品等の高額品のほか、
コート、紳士スーツ、羽毛布団等では駆け込みが見
られた。高額品の売上は引き続き堅調に推移してお
り、富裕層が顧客である外商売上も伸びている。
一般の中間層の消費は引き続き慎重な動きと

なっている。消費増税を前にして、節約志向が強ま
りより消費に慎重になっているとの指摘もあった。イ
ンバウンド（訪日外国人）による消費はひところに比
べ落ち着いてきているが、県内百貨店では売上全
体に占める割合も僅かで全体の売上への影響は小
さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2019年4～6月期まで16四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで
回復の兆しは見られていない。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が比較的小さいことから、前回増税時ほどの
落ち込みはないとみられるが、中間層を中心に慎重

姿勢が強まっており、今後も売上は前年を下回って
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
をやや下回ったとみられる。7月は長雨・低温の影響
で主力の食料品、衣料品とも前年を大きく下回った。
8月は猛暑となり盛夏品が盛り返し、9月は消費増税
前の駆け込み購入が見られたものの7～9月期全体
では前年の水準に届かなかったようだ。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨年
10～12月期以降減少が続き、本年7～9月期も前年
割れになったとみられ、低迷が続いている。
消費者の買い物姿勢については、日常消費の衣
料品や食料品は慎重に品定めをする傾向が強い、
値段が安ければ買うというわけではなく商品の価値
をみて納得しないとなかなか購入しない、といった
消費者の慎重な消費姿勢を指摘する声があった。
また、スーパーや百貨店では、人の新規採用が厳

しいことに加え、社員・パートとも中途退社・転職が
増え、人手不足が深刻化しているとの話もあった。
先行きについては、消費増税による駆け込みの
反動減は避けられないとみられるが、食料品が軽減
税率により税率の変更がないことや、駆け込み購入
も前回増税時ほど大きくないこと、中小企業を対象
としたキャッシュレス決済時のポイント還元、大手企
業での独自の販促策もあり、反動減も小幅かつ短
期間で終息すると予想される。

●今後の取り組みについて
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●地域貢献への取り組みの実施状況
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●取り組んでいる地域貢献の内容
全産業 製造業 非製造業

地域活動への参加（お祭り、イベント、清掃等）

地元での採用

寄付、物品提供

地域の教育機関や団体と連携した取り組み

地域の防災に関わる取り組み

工場見学など企業活動の公開

企業活動の情報提供

地域の観光に関わる取り組み

地産地消に関わる取り組み
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●地域貢献への取り組みを行う目的、理由
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地域とのつながりの強化

企業イメージの向上

地域の活性化

行政、地域からの要請

地域への利益の還元

社内の活性化
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62.5

50.0

24.2

28.3

15.0

単位：％

●地域貢献への取り組みを行う上での課題
全産業 製造業 非製造業

効果がわかりにくい

魅力のある活動が思いつかない

寄付先や活動先の選定が難しい

コストがかかり過ぎる

社内での合意形成が難しい

行政等との調整や相談が難しい

77.6

38.5

19.3

18.0

17.4

16.8

78.2

34.5

23.6

21.8

18.2

10.9

77.4

40.6

17.0

16.0

17.0

19.8

単位：％

●地域貢献の取り組みを行った効果
全産業 製造業 非製造業

地域との関わりが増えた、連帯感が増した

企業のイメージが向上した

従業員の地域への関心が高まった

地域活性化、地域の課題解決に貢献できた

社内が活性化した

66.3

54.2

36.1

22.9

10.2

73.6

43.4

28.3

18.9

9.4

62.8

59.3

39.8

24.8

10.6

単位：％
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アンケート調査

埼玉県内企業の地域貢献への 取り組みについて

地方創生など、地域の活性化が大きな課題となってい
る。企業は地域経済の担い手として、地域活性化に大き
な役割を果たすものと期待され、企業の地域貢献への取
り組みが注目されている。地域貢献への取り組みについ
て、県内企業へのアンケート調査を実施した。。

地域貢献への取り組みの実施状況
地域貢献への取り組みについて、「行っている」とす

るところは78.2％、「行っていない」とするところは
21.8％となった。8割近くの企業で「行っている」とし
ており、企業の地域貢献への取り組みは定着している。
業種別にみると、「行っている」とするところは製造
業で70.9％、非製造業で82.2％と非製造業で多い。

　取り組んでいる地域貢献の内容
取り組んでいる地域貢献の内容としては（複数回
答）、「地域活動への参加（お祭り、イベント、清掃等）」
が最も多く75.6％、次いで「地元での採用」67.0％、
「寄付、物品提供」64.8％、「地域の教育機関や団体
と連携した取り組み」43.8％、「地域の防災に関わる
取り組み」38.1％、「工場見学など企業活動の公開」
32.4％、「企業活動の情報提供」27.3％、「地域の観
光に関わる取り組み」16.5％、「地産地消に関わる取
り組み」15.9％となった。多くの企業で「地域活動へ

の参加（お祭り、イベント、清掃等）」を行っており、身近
な地域の活動に力を入れていることがうかがえる。
業種別で大きな違いはみられないが、「工場見学な

ど企業活動の公開」が製造業で多くなっている。

地域貢献への取り組みを行う目的、理由
地域貢献への取り組みを行う目的、理由については

（複数回答）、「地域とのつながりの強化」が最も多く
79.5％、次いで「企業イメージの向上」59.1％、「地域
の活性化」47.7％、「行政、地域からの要請」27.8％、
「地域への利益の還元」25.0％、「社内の活性化」
18.8％となった。企業も地域の一員として、地域との
つながりを大切にしている。
業種別では、いずれも「地域とのつながりの強化」

が多いが、「企業イメージの向上」が非製造業で製造
業に比べ多く、「行政、地域からの要請」が製造業で
非製造業に比べ多くなっている。

地域貢献への取り組みを行う上での課題
地域貢献への取り組みを行う上での課題としては

（複数回答）、「効果がわかりにくい」が最も多く
77.6％、次いで「魅力のある活動が思いつかない」
38.5％、「寄付先や活動先の選定が難しい」19.3％、
「コストがかかり過ぎる」18.0％、「社内での合意形成
が難しい」17.4％、「行政等との調整や相談が難し
い」16.8％となった。収益面など直接的な効果がわか
りにくいことが課題となっている。
業種別ではいずれも「効果がわかりにくい」が多い

が、「寄付先や活動先の選定が難しい」が製造業で非
製造業に比べ多く、「行政等との調整や相談が難し
い」が非製造業で製造業に比べ多かった。

地域貢献の取り組みを行った効果
地域貢献への取り組みを行った効果としては（複数

回答）、「地域との関わりが増えた、連帯感が増した」
が最も多く66.3％、次いで「企業のイメージが向上し
た」54.2％、「従業員の地域への関心が高まった」
36.1％、「地域活性化、地域の課題解決に貢献でき
た」22.9％、「社内が活性化した」10.2％となった。地
域との関わりが増えたことや企業イメージが向上した

2019年7月中旬実施。対象企業数946社、
回答企業数226社、回答率23.9％。

ことを評価する企業が多い。
業種別では「地域との関わりが増えた、連帯感が増

した」が製造業で非製造業に比べ多く、「企業のイ
メージが向上した」が非製造業で製造業に比べ多
かった。

今後の取り組みについて
地域貢献への今後の取り組みについては、「活動を
拡充したい」が26.6％、「現状維持」が71.7％、「縮小
したい」が1.7％となった。ほとんどの企業で地域貢献
への取り組みを続けるとしている。業種別では「活動
を拡充したい」が非製造業で製造業に比べ多かった。
 （吉嶺暢嗣）

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、業務用機械
の落ち込みなどを受けて7～9月期に前年割れした
後は総じて弱い動きを続け、本年4～6月期まで4四
半期連続で前年を下回った。
本年7～9月期を通してみても、引き続き業務用機
械がやや低調に推移しているほか、空気圧機器な
どの汎用機械やフラットパネル・ディスプレイ製造装
置といった生産用機械も力強さに欠ける動きを続け
ており、一般機械全体でみると、生産は前年を下
回った模様である。
空気圧機器は、昨年の後半あたりまでは比較的
高い水準で推移していたが、工作機械向けの受注
が落ち込んできたことなどを受けて、今年に入って
生産が減少している。自動化・省力化機器向けが比
較的堅調に推移したことなどから、歯車は底堅い動
きを続けており、金型もやや持ち直した。
昨年後半に弱含んでいたフラットパネル・ディスプ

レイ製造装置は、今年に入って生産が盛り返してい
たが、足元では再び一進一退の展開となっている。
半導体製造装置は、全国的には米中貿易摩擦など
に伴う海外経済の減速を受けて、輸出が大きく落ち
込んでいる。県内の半導体製造装置の生産は月ご
との振れ幅が大きいが、ならしてみれば前年の水準
を上回っている。
医療用機械器具は、昨年後半に若干持ち直して

いたが、今年に入って再び減少に転じ、その後も低
水準で推移しているとみられる。
景気の先行き不透明感の強まりを受けて、企業

の設備投資姿勢が慎重さを増しており、工作機械
受注は当面低水準にとどまる可能性が高い。10～
12月期の一般機械の生産についても、引き続き前

情報通信機器は、カーナビやカーオーディオなど
自動車関連の製品を中心に、堅調な動きを続けて
いる。県内で生産されるこうした製品は、国内や米
国向けの高級車用のものが多く、引き続き堅調な動
きが続いている。
先行きについては、電子部品・デバイスは足元で

やや回復の兆しが見えてきている。産業向けの電
気機械は輸出や設備投資の先行きが不透明で、調
整が長引くとみるところも多い。情報通信機器は堅
調な動きが続くとみられる。電気機械全体では、海
外経済や、貿易摩擦の先行きにもよるが、徐々に回
復していくと見込まれる。

 
（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
年比＋7.2％と4～6月期の＋4.1％に続き2四半期
連続で増加した。軽自動車が同＋7.2％、登録車（普
通＋小型乗用車）も同＋7.2％と2四半期連続で前
年を上回った。県内の乗用車の販売は強含みで推
移している。10月の消費増税前の駆け込み購入は、
政府が増税前後の変動をならすために購入支援策
を導入していることもあり、前回増税時に比べると
小さかったようだ。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期は前年比▲8.0％と減少したが、4～6月期は同

ラックの生産は前年をやや下回るとみられることから、
部品メーカーの生産はほぼ前年並みと予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、堅調な鉄鋼需
要を背景に、昨年4～6月期まで4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の需要
が落ち着いてきたことなどから、7～9月期には前年
比横ばいとなった。その後は前年の水準が高かった
こともあり、10～12月期から本年4～6月期まで3四
半期連続で前年を下回っている。
本年7～9月期についても、鉄鋼の生産は前年を

やや下回ったとみられる。鉄筋組立工や現場監督と
いった建設労働者の不足感が徐々に解消するなか
でも、鉄筋コンクリート造の着工は力強さに欠ける
状況が続いている。鉄骨造については引き続き底
堅く推移しているが、鉄骨を組むファブリケーターの
処理能力に余裕がなくなっているようだ。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。一時減速していた病院や介護施設などの
医療関連施設も着工が持ち直している。
マンションは、売れ行きが低調に推移している。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、一部では値引きを余
儀なくされるケースもあり、新規着工には慎重な姿
勢をみせている。
黒鉛電極やバナジウムなどの副資材価格が大幅

に上昇しているものの、春先まで値上がりしていた
スクラップ価格が値下がりに転じ、コストを押し下げ
ている。中国の鉄鋼生産の減少が、日本からのスク
ラップ輸出価格に影響しているようだ。鋼材の製品
価格も徐々に下がってきているものの、鋼材メー
カーは一定の収益を確保できている。
東京オリンピック関連の需要は落ち着いたものの、

年を下回る水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年を下回る
7～9月期の電気機械の生産は、全体として前年を
下回った模様である。中国経済の減速により、スマー
トフォンや自動車向けの電子部品の生産が減少した
ことに加え、産業機械向けの電子部品や電気機器
の生産が減少した。
電子部品・デバイスの生産は、昨年中は好調を持
続したが、本年1～3月期以降前年比マイナスを続
けている。県内電子部品メーカーは需要や価格が
不安定なスマートフォン向けから自動車向けや産業
機械向けなどに生産のシフトを行ってきたが、自動
車向け、産業機械向けの生産が大きく落ち込んだ。
なお、エアコンや白物家電は中国、東南アジアなど
での需要は強く、省エネ化など製品の高度化も続い
ており、家電向けの電子部品・デバイスの生産は堅
調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向

けの家電は少なく、産業向けがほとんどとなってい
る。県内で生産される電気機械の多くは、生産機械
や情報システムなどに組み込まれる電気関連の部
品や装置である。組み込まれた機械は海外へ輸出
されることも多い。このため、産業機械の中国への
輸出や国内での需要の減少の影響が大きく、生産
は大きく落ち込んでいる。

＋3.1％と増加した。7月も同＋3.7％と前年を上回り、
7～9月期全体でも前年を上回ったとみられる。輸出
向けの生産台数が米国向けを中心に減少したが、
県内完成車メーカーの登録車の販売台数が、前年
の水準が低かったこともあり前年を大きく上回った
ため、県内での生産も増加しているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

が少ないとみられることから、増税後に大きな反動
減は見込まれず、県内生産は前年並みで推移する
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。トラック販売は海外向けが減少
しているものの、国内向けが前年を上回って推移し
ているようだ。国内販売は、東京オリンピック関連の
需要は落ち着いてきているが、首都圏の再開発や
ネット通販の拡大による物流需要があり増加が続い
ている。消費増税前の駆け込み購入は限定的だっ
たようだ。海外向けは、米中貿易摩擦や中国をはじ
めとする海外景気の減速もあり減少しているとみら
れる。
先行きは、海外景気停滞の影響から生産は伸び
悩み、前年をやや下回って推移すると予想される。
部品メーカー：完成車メーカーの生産が前年をやや
上回って推移したとみられることから、部品メーカー
の生産も前年を上回った模様だ。
先行きについては、乗用車の生産は前年並み、ト

都内の再開発プロジェクトなど、先行きも一定水準
の鉄鋼需要は見込める状況にある。10～12月期の
鋼材の生産についても、前年を若干下回る程度の
水準で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を若干下回った

とみられる。鋳鉄管は今年の春先まで緩やかに減
少してきたが、このところ徐々に持ち直している。輸
出用を中心に堅調だった建設機械向けや工作機械
向けについては、中国の景気減速などの影響を受
けて、やや減速しているようだ。
コスト面は厳しい状況が続いている。原材料のう
ち、スクラップの価格は低下しているものの、10月
からの銑鉄の価格引き上げが決まっており、副資材
の価格上昇幅も大きい。また、下請業者にこれまで
電力需要を分散させるために適用されてきたピーク
シフト割引が廃止され、電気料金の負担が増してお
り、収益面を圧迫している。こうしたなかで、中小企
業庁が2016年に打ち出した「未来志向型の取引
慣行に向けて」の方針に基づき、従来の取引慣行を
見直す動きが出始めており、本来発注先が負担す
べき型の保管費用や処理費用などを請求すると
いった動きがみられる。
引き続き十分な受注残を抱える企業もあるが、総

じてみれば受注状況の悪化している先が多い。10
～12月期についても、鋳物の生産は前年をやや下
回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額はほぼ前
年並みとなった。予算の執行は比較的順調であり、
受注残は多く、足元の工事量も高水準で安定して
いる。都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の
受注状況は価格面を含めて良好であり、相応の収
益を確保できている。
老朽化したインフラの更新や補修の必要性が高

まっており、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化に伴う改修、設備更新
の工事が多く、新規の建築案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。価格面では比較
的高い水準にあるが、品質を維持するためにも、今
後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、着工ベースで前
年に比べ弱含みの推移となっている。
種類別では病院、介護関連などの医療・福祉施
設は建て替え、補修を含めて工事量も多く、堅調に
推移している。工場など製造業関連は、ここにきて
勢いが鈍化している。物流関連や商業関連は大型
工事が多く、振れはあるものの、全体として堅調な
推移。飲食、サービス関連は弱い動きとなっている。
都内の大手業者が優良工事を多く抱え、県内の
工事は比較的大きなものでも、県内建設業者が請
け負うようになっており、建設業者の収益環境は良
い。オリンピック・パラリンピック後の需要減の懸念
はあるものの、足元が好調なため、現在の工事に注
力しているところが多い。
先行きは、やや落ち着いた動きとなる見込み。価
格面では、現状程度で推移するとする見方が多い。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べ比較的大きな落ち込みとなった。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県
におけるマンションの契約率は、供給戸数を減らして
いることもありやや改善しているが、依然、好不調の
目安といわれる70％を下回る推移となっている。浦
和駅や大宮駅などの駅に近い物件は高価格に関わ
らず売れるものもあるが、利便性にやや劣る物件は
販売が厳しい。マンション販売業者は、売れ行きが
鈍っていることに加え、建築コストや土地代の上昇
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埼玉県の景気は緩やかに持ち直してきたものの、この  ところ足踏みがみられる。

景気動向指数 下げ止まりを示している

7月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：107.7（前月比＋0.8ポイント）、一致指数：97.5
（同▲3.0ポイント）、遅行指数：102.3（同▲0.4ポイ
ント）となった。
先行指数は2カ月ぶりの上昇となった。
一致指数は2カ月連続の下降となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比▲1.20ポイン
トと、4カ月ぶりの下降となった。埼玉県は景気の基
調判断を、3カ月連続で「下げ止まりを示している」
としている。
遅行指数は2カ月連続の下降となった。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が5カ月ぶりに増加

8月の百貨店・スーパー販売額は817億円、前年
比＋0.5％（既存店）と5カ月ぶりに増加した。業態別
では、百貨店（同▲2.4％）は減少したが、スーパー
（同＋1.1％）は増加した。新設店を含む全店ベース
の販売額も同＋0.3％と3カ月ぶりに増加した。
9月の新車販売台数（乗用車）は15,974台、前年
比＋10.8％と6カ月連続で増加した。車種別では普
通乗用車が9,133台（同＋10.6％）、小型乗用車は
6,841台（同＋11.0％）だった。

住 宅 5カ月連続で前年を下回る

8月の新設住宅着工戸数は4,301戸、前年比
▲25.4％と5カ月連続で前年を下回った。
利用関係別では、持家が1 ,282戸（前年比
+2.8％）と3カ月連続で増加したものの、貸家が
1,297戸（同▲30.5％）と8カ月連続で減少した
ほか、分譲も1,716戸（同▲34.4％）と3カ月連続
で減少した。
分譲住宅は、マンションが4 6 7戸（前年比
▲63 . 5％）と2カぶりに減少したほか、戸建が
1,233戸（同▲7.9％）と5カ月連続で減少した。

公共工事 4カ月ぶりに前年を下回る

9月の公共工事請負金額は339億円、前年比
▲17.5％と4カ月ぶりに前年を下回った。2019年
4～9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、県（前年比＋7.2％）と市町村

（同＋1.2％）が増加したものの、国（同▲49.9％）
と独立行政法人等（同▲87.6％）が減少した。
なお、9月の請負件数も828件（同▲1.4％）と
前年を下回っている。

生 産 2カ月連続の減少

7月の鉱工業指数をみると、生産指数は97.1、前
月比▲2.4％と2カ月連続で減少した。業種別では、
化学、電気機械、金属製品など9業種が増加したも
のの、情報通信機械、輸送機械、業務用機械など
14業種が減少した。
在庫指数は91.7、前月比▲1.9％と2カ月連続で
減少した。業種別では、化学、その他製品、金属製
品など12業種が増加したものの、輸送機械、電気機
械、窯業・土石製品など8業種が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.34倍

8月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.01ポイント上昇の1.34倍となった。　
有効求職者数が80,457人（前年比＋1.7％）と、
2カ月連続で前年を上回るなか、有効求人数は
103,864人（同＋0.0％）で、前年と同水準となった。
新規求人倍率（季節調整値）は、前月から0.04ポイ
ント上昇の2.10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、前月から横ばいの1.49倍であった。

百貨店・スーパー販売額（全店）・前年比（左目盛）
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景気動向指数の推移

資料：埼玉県  （注）網掛け部分は埼玉県の景気後退期
年月

個人消費の推移
%

資料：経済産業省、日本自動車販売協会連合会
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●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

147,166

152,979

158,237

156,244

13,097

10,894

14,421

12,659

13,143

12,422

12,191

14,798

18,367

10,613

11,516

13,048

14,207

10,980

15,974

▲ 5.8

3.9

3.4

▲ 1.3

1.1

2.1

▲ 5.3

19.0

8.6

0.7

▲ 0.9

3.8

▲ 4.8

8.0

5.4

0.4

8.5

0.8

10.8

2,704,485

2,801,491

2,943,010

2,895,454

245,068

200,355

265,059

227,172

240,819

215,152

217,762

261,007

357,254

199,587

212,636

248,056

258,150

201,903

300,280

▲ 5.5

3.6

5.1

▲ 1.6

1.6

2.1

▲ 4.0

13.3

8.0

▲ 5.8

1.3

0.5

▲ 5.7

3.1

5.2

▲ 1.8

5.3

0.8

13.3

359

354

361

361

37

30

32

22

40

27

28

22

12

31

21

26

24

36

36

36,187

65,358

42,138

80,882

3,057

11,258

1,508

27,750

3,793

2,313

1,455

2,815

349

3,836

11,045

2,226

2,061

13,360

4,381

8,812

8,446

8,405

8,235

702

694

621

730

718

622

666

588

662

645

695

734

802

678

702

2,112,382

2,006,119

3,167,637

1,485,469

112,711

121,268

184,197

117,619

121,279

81,792

168,374

194,984

97,114

106,916

107,465

86,957

93,400

87,149

112,985

100.0

99.7

100.0

100.9

100.8

101.4

101.2

101.7

101.6

101.2

101.3

101.3

101.2

101.5

101.3

101.3

101.2

101.5

0.9

▲ 0.3

0.3

0.9

1.0

1.4

1.0

1.5

0.9

0.2

0.6

0.5

0.6

0.8

0.8

0.8

0.4

0.1

100.0

99.9

100.4

101.3

101.0

101.6

101.7

102.0

101.8

101.5

101.5

101.5

101.5

101.8

101.8

101.6

101.6

101.8

0.8

▲ 0.1

0.5

1.0

0.9

1.3

1.2

1.4

0.8

0.3

0.2

0.2

0.5

0.9

0.7

0.7

0.5

0.3

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

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

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

100.0

100.2

100.8

101.3

103.0

102.9

100.7

101.1

99.4

99.9

96.0

100.0

94.8

101.8

101.8

99.5

97.1

▲ 3.5

0.2

0.6

0.5

0.9

▲ 0.1

▲ 2.1

0.4

▲ 1.7

0.5

▲ 3.9

4.2

▲ 5.2

7.4

0.0

▲ 2.3

▲ 2.4

100.0

100.0

103.1

104.2

103.8

103.6

103.5

105.6

104.6

104.7

102.1

102.8

102.2

102.8

104.9

101.4

102.7

101.5

▲ 1.2

0.0

3.1

1.1

0.1

▲ 0.2

▲ 0.1

2.0

▲ 0.9

0.1

▲ 2.5

0.7

▲ 0.6

0.6

2.0

▲ 3.3

1.3

▲ 1.2

99.3

89.1

92.5

88.5

89.7

89.0

89.1

87.6

87.2

86.9

87.1

91.0

94.1

93.0

94.6

93.5

91.7

▲ 8.1

▲ 10.3

3.8

▲ 4.3

0.4

▲ 0.8

0.1

▲ 1.7

▲ 0.5

▲ 0.3

0.2

4.5

3.4

▲ 1.2

1.7

▲ 1.2

▲ 1.9

98.0

94.9

98.8

100.5

101.9

101.8

102.0

101.5

101.6

102.9

102.0

102.4

103.8

103.8

104.3

104.7

104.5

104.4

▲ 2.3

▲ 3.2

4.1

1.7

0.3

▲ 0.1

0.2

▲ 0.5

0.1

1.3

▲ 0.9

0.4

1.4

0.0

0.5

0.4

▲ 0.2

▲ 0.1

2,376

2,391

3,014

2,950

249

202

121

288

183

192

173

278

108

407

281

213

203

182

▲ 21.8

0.6

26.1

▲ 2.1

▲ 12.7

▲ 38.3

▲ 16.6

43.4

▲ 19.9

▲ 43.5

45.9

▲ 14.6

▲ 71.7

24.3

▲ 28.2

25.3

▲ 18.6

▲ 10.1

50,515

50,753

52,968

52,432

4,958

4,204

4,423

4,602

4,151

4,293

3,970

3,700

3,334

4,440

4,170

4,641

4,980

3,987

▲ 6.1

0.5

4.4

▲ 1.0

8.8

▲ 10.9

▲ 7.3

▲ 3.2

▲ 7.0

15.3

1.0

▲ 15.1

▲ 19.3

▲ 4.0

▲ 0.5

1.7

0.4

▲ 5.1

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

全国
2015年=100 前月比（％）2015年=100 前月比（％） 2015年=100 前月比（％）2015年=100 前月比（％） 1,000㎡ 前年比（％） 1,000㎡ 前年比（％）

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

57,357

61,981

59,617

58,517

4,729

5,762

4,430

5,090

4,506

4,988

4,083

4,178

4,087

4,297

4,301

4,702

3,968

4,301

1.5

8.1

▲ 3.8

▲ 1.8

▲ 5.2

6.3

▲ 18.5

8.1

▲ 18.4

6.1

▲ 6.4

▲ 11.1

5.8

▲ 22.2

▲ 10.2

▲ 18.6

▲ 16.1

▲ 25.4

909,299

967,237

964,641

942,370

82,615

81,860

81,903

83,330

84,213

78,364

67,087

71,966

76,558

79,389

72,581

81,541

79,232

76,034

1.9

6.4

▲ 0.3

▲ 2.3

▲ 0.7

1.6

▲ 1.5

0.3

▲ 0.6

2.1

1.1

4.2

10.0

▲ 5.7

▲ 8.7

0.3

▲ 4.1

▲ 7.1

16.8

16.5

17.0

17.4

18.0

17.6

18.2

17.2

17.2

17.9

14.6

15.5

16.3

15.8

14.9

14.6

14.9

▲ 6.9

▲ 2.2

3.1

2.4

7.8

6.7

2.9

▲ 0.6

▲ 2.2

2.8

▲ 11.5

▲ 13.9

▲ 7.9

▲ 10.7

▲ 8.0

▲ 14.1

▲ 17.2

17.6

17.5

17.9

18.0

17.9

16.8

17.8

18.6

19.0

18.5

16.2

17.7

17.6

17.6

16.0

16.5

16.7

P16.0

▲ 0.4

▲ 0.6

2.4

0.6

1.1

▲ 1.7

▲ 1.2

1.1

0.6

▲ 2.1

▲ 4.2

▲ 4.8

▲ 7.4

▲ 4.9

▲ 5.3

▲ 6.8

▲ 6.7

P▲ 4.8

100.0

99.7

99.4

100.8

101.2

101.7

101.7

101.8

101.7

101.6

101.2

101.2

101.1

102.4

102.9

103.1

103.3

1.5

▲ 0.3

▲ 0.3

1.4

1.4

2.0

1.9

1.9

2.3

2.5

0.8

2.1

3.9

2.1

1.9

1.5

2.1

100.0

100.9

102.3

102.7

103.2

103.0

102.8

102.9

103.1

103.1

103.2

103.1

102.2

104.1

104.2

104.3

104.4

P104.3

1.1

0.9

1.4

0.4

0.2

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

1.3

1.2

1.1

1.1

0.8

1.0

1.2

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

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

0.85

1.04

1.23

1.33

1.36

1.36

1.34

1.33

1.32

1.32

1.33

1.31

1.30

1.34

1.37

1.34

1.33

1.34

1.20

1.36

1.50

1.61

1.62

1.63

1.63

1.62

1.63

1.63

1.63

1.63

1.63

1.63

1.62

1.61

1.59

1.59

27,136

30,731

35,167

36,049

34,008

36,561

35,558

39,299

35,323

33,007

38,720

37,821

35,032

34,605

35,426

34,347

37,411

35,495

9.0

13.2

14.4

2.5

4.7

2.3

▲ 4.7

▲ 0.1

▲ 3.6

▲ 4.0

2.1

▲ 2.1

▲ 1.9

4.7

▲ 2.8

▲ 7.3

10.0

▲ 2.9

863 

911 

963 

977 

957

976

931

1,070

967

869

1,059

1,037

950

963

939

926

980

918

3.5

5.5

5.7

1.5

3.7

3.4

▲ 6.6

4.6

2.6

▲ 5.7

2.8

2.1

▲ 6.0

▲ 0.3

▲ 2.5

▲ 4.2

2.5

▲ 5.9

10,573

10,186

10,101

10,141

882

814

804

819

847

1,066

837

735

875

795

827

831

823

817

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

▲ 0.8

▲ 1.0

▲ 0.4

1.4

▲ 1.5

▲ 3.3

▲ 1.3

▲ 2.5

▲ 2.9

0.5

▲ 2.9

▲ 0.5

▲ 0.6

▲ 6.3

0.5

200,491

195,979

196,025

196,044

17,002

15,751

15,135

15,862

16,437

20,825

16,322

14,345

16,544

15,354

15,631

15,977

16,242

15,889

0.4

▲ 0.9

0.0

▲ 0.5

▲ 1.6

▲ 0.1

0.4

▲ 0.8

▲ 2.1

▲ 1.0

▲ 3.3

▲ 1.8

0.5

▲ 1.8

▲ 0.5

▲ 0.5

▲ 4.8

0.3

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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●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

147,166

152,979

158,237

156,244

13,097

10,894

14,421

12,659

13,143

12,422

12,191

14,798

18,367

10,613

11,516

13,048

14,207

10,980

15,974

▲ 5.8

3.9

3.4

▲ 1.3

1.1

2.1

▲ 5.3

19.0

8.6

0.7

▲ 0.9

3.8

▲ 4.8

8.0

5.4

0.4

8.5

0.8

10.8

2,704,485

2,801,491

2,943,010

2,895,454

245,068

200,355

265,059

227,172

240,819

215,152

217,762

261,007

357,254

199,587

212,636

248,056

258,150

201,903

300,280

▲ 5.5

3.6

5.1

▲ 1.6

1.6

2.1

▲ 4.0

13.3

8.0

▲ 5.8

1.3

0.5

▲ 5.7

3.1

5.2

▲ 1.8

5.3

0.8

13.3

359

354

361

361

37

30

32

22

40

27

28

22

12

31

21

26

24

36

36

36,187

65,358

42,138

80,882

3,057

11,258

1,508

27,750

3,793

2,313

1,455

2,815

349

3,836

11,045

2,226

2,061

13,360

4,381

8,812

8,446

8,405

8,235

702

694

621

730

718

622

666

588

662

645

695

734

802

678

702

2,112,382

2,006,119

3,167,637

1,485,469

112,711

121,268

184,197

117,619

121,279

81,792

168,374

194,984

97,114

106,916

107,465

86,957

93,400

87,149

112,985

100.0

99.7

100.0

100.9

100.8

101.4

101.2

101.7

101.6

101.2

101.3

101.3

101.2

101.5

101.3

101.3

101.2

101.5

0.9

▲ 0.3

0.3

0.9

1.0

1.4

1.0

1.5

0.9

0.2

0.6

0.5

0.6

0.8

0.8

0.8

0.4

0.1

100.0

99.9

100.4

101.3

101.0

101.6

101.7

102.0

101.8

101.5

101.5

101.5

101.5

101.8

101.8

101.6

101.6

101.8

0.8

▲ 0.1

0.5

1.0

0.9

1.3

1.2

1.4

0.8

0.3

0.2

0.2

0.5

0.9

0.7

0.7

0.5

0.3

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

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

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

100.0

100.2

100.8

101.3

103.0

102.9

100.7

101.1

99.4

99.9

96.0

100.0

94.8

101.8

101.8

99.5

97.1

▲ 3.5

0.2

0.6

0.5

0.9

▲ 0.1

▲ 2.1

0.4

▲ 1.7

0.5

▲ 3.9

4.2

▲ 5.2

7.4

0.0

▲ 2.3

▲ 2.4

100.0

100.0

103.1

104.2

103.8

103.6

103.5

105.6

104.6

104.7

102.1

102.8

102.2

102.8

104.9

101.4

102.7

101.5

▲ 1.2

0.0

3.1

1.1

0.1

▲ 0.2

▲ 0.1

2.0

▲ 0.9

0.1

▲ 2.5

0.7

▲ 0.6

0.6

2.0

▲ 3.3

1.3

▲ 1.2

99.3

89.1

92.5

88.5

89.7

89.0

89.1

87.6

87.2

86.9

87.1

91.0

94.1

93.0

94.6

93.5

91.7

▲ 8.1

▲ 10.3

3.8

▲ 4.3

0.4

▲ 0.8

0.1

▲ 1.7

▲ 0.5

▲ 0.3

0.2

4.5

3.4

▲ 1.2

1.7

▲ 1.2

▲ 1.9

98.0

94.9

98.8

100.5

101.9

101.8

102.0

101.5

101.6

102.9

102.0

102.4

103.8

103.8

104.3

104.7

104.5

104.4

▲ 2.3

▲ 3.2

4.1

1.7

0.3

▲ 0.1

0.2

▲ 0.5

0.1

1.3

▲ 0.9

0.4

1.4

0.0

0.5

0.4

▲ 0.2

▲ 0.1

2,376

2,391

3,014

2,950

249

202

121

288

183

192

173

278

108

407

281

213

203

182

▲ 21.8

0.6

26.1

▲ 2.1

▲ 12.7

▲ 38.3

▲ 16.6

43.4

▲ 19.9

▲ 43.5

45.9

▲ 14.6

▲ 71.7

24.3

▲ 28.2

25.3

▲ 18.6

▲ 10.1

50,515

50,753

52,968

52,432

4,958

4,204

4,423

4,602

4,151

4,293

3,970

3,700

3,334

4,440

4,170

4,641

4,980

3,987

▲ 6.1

0.5

4.4

▲ 1.0

8.8

▲ 10.9

▲ 7.3

▲ 3.2

▲ 7.0

15.3

1.0

▲ 15.1

▲ 19.3

▲ 4.0

▲ 0.5

1.7

0.4

▲ 5.1

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

全国
2015年=100 前月比（％）2015年=100 前月比（％） 2015年=100 前月比（％）2015年=100 前月比（％） 1,000㎡ 前年比（％） 1,000㎡ 前年比（％）

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

57,357

61,981

59,617

58,517

4,729

5,762

4,430

5,090

4,506

4,988

4,083

4,178

4,087

4,297

4,301

4,702

3,968

4,301

1.5

8.1

▲ 3.8

▲ 1.8

▲ 5.2

6.3

▲ 18.5

8.1

▲ 18.4

6.1

▲ 6.4

▲ 11.1

5.8

▲ 22.2

▲ 10.2

▲ 18.6

▲ 16.1

▲ 25.4

909,299

967,237

964,641

942,370

82,615

81,860

81,903

83,330

84,213

78,364

67,087

71,966

76,558

79,389

72,581

81,541

79,232

76,034

1.9

6.4

▲ 0.3

▲ 2.3

▲ 0.7

1.6

▲ 1.5

0.3

▲ 0.6

2.1

1.1

4.2

10.0

▲ 5.7

▲ 8.7

0.3

▲ 4.1

▲ 7.1

16.8

16.5

17.0

17.4

18.0

17.6

18.2

17.2

17.2

17.9

14.6

15.5

16.3

15.8

14.9

14.6

14.9

▲ 6.9

▲ 2.2

3.1

2.4

7.8

6.7

2.9

▲ 0.6

▲ 2.2

2.8

▲ 11.5

▲ 13.9

▲ 7.9

▲ 10.7

▲ 8.0

▲ 14.1

▲ 17.2

17.6

17.5

17.9

18.0

17.9

16.8

17.8

18.6

19.0

18.5

16.2

17.7

17.6

17.6

16.0

16.5

16.7

P16.0

▲ 0.4

▲ 0.6

2.4

0.6

1.1

▲ 1.7

▲ 1.2

1.1

0.6

▲ 2.1

▲ 4.2

▲ 4.8

▲ 7.4

▲ 4.9

▲ 5.3

▲ 6.8

▲ 6.7

P▲ 4.8

100.0

99.7

99.4

100.8

101.2

101.7

101.7

101.8

101.7

101.6

101.2

101.2

101.1

102.4

102.9

103.1

103.3

1.5

▲ 0.3

▲ 0.3

1.4

1.4

2.0

1.9

1.9

2.3

2.5

0.8

2.1

3.9

2.1

1.9

1.5

2.1

100.0

100.9

102.3

102.7

103.2

103.0

102.8

102.9

103.1

103.1

103.2

103.1

102.2

104.1

104.2

104.3

104.4

P104.3

1.1

0.9

1.4

0.4

0.2

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

1.3

1.2

1.1

1.1

0.8

1.0

1.2

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

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

0.85

1.04

1.23

1.33

1.36

1.36

1.34

1.33

1.32

1.32

1.33

1.31

1.30

1.34

1.37

1.34

1.33

1.34

1.20

1.36

1.50

1.61

1.62

1.63

1.63

1.62

1.63

1.63

1.63

1.63

1.63

1.63

1.62

1.61

1.59

1.59

27,136

30,731

35,167

36,049

34,008

36,561

35,558

39,299

35,323

33,007

38,720

37,821

35,032

34,605

35,426

34,347

37,411

35,495

9.0

13.2

14.4

2.5

4.7

2.3

▲ 4.7

▲ 0.1

▲ 3.6

▲ 4.0

2.1

▲ 2.1

▲ 1.9

4.7

▲ 2.8

▲ 7.3

10.0

▲ 2.9

863 

911 

963 

977 

957

976

931

1,070

967

869

1,059

1,037

950

963

939

926

980

918

3.5

5.5

5.7

1.5

3.7

3.4

▲ 6.6

4.6

2.6

▲ 5.7

2.8

2.1

▲ 6.0

▲ 0.3

▲ 2.5

▲ 4.2

2.5

▲ 5.9

10,573

10,186

10,101

10,141

882

814

804

819

847

1,066

837

735

875

795

827

831

823

817

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

▲ 0.8

▲ 1.0

▲ 0.4

1.4

▲ 1.5

▲ 3.3

▲ 1.3

▲ 2.5

▲ 2.9

0.5

▲ 2.9

▲ 0.5

▲ 0.6

▲ 6.3

0.5

200,491

195,979

196,025

196,044

17,002

15,751

15,135

15,862

16,437

20,825

16,322

14,345

16,544

15,354

15,631

15,977

16,242

15,889

0.4

▲ 0.9

0.0

▲ 0.5

▲ 1.6

▲ 0.1

0.4

▲ 0.8

▲ 2.1

▲ 1.0

▲ 3.3

▲ 1.8

0.5

▲ 1.8

▲ 0.5

▲ 0.5

▲ 4.8

0.3

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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鳩山町長　小峰 孝雄氏

鳩山町
町長のメッセージ
鳩山町は、豊かな里山と気軽に自然の息吹を感じることのできる、都心から一番近い自
然環境の素晴らしい町です。また町内には、東京電機大学、山村学園短期大学、日立基礎
研究所、地球観測センター(JAXA)などがあり、学術研究都市としても注目を集めています。
当町では、地道な交通安全啓発活動等にご協力いただいている町民の皆様や関係機関
の皆様のおかげで、現在、交通死亡事故ゼロ継続日数県内1位の記録を更新中です。今後
も、｢安心で魅力的なまち｣を目指し、全力で取り組みます。

花と木と笑顔でつなぐ、安心で魅力的なまち

●東武東上線　坂戸駅、高坂駅からバス利用
●関越自動車道　鶴ヶ島ICから町役場まで約10㎞
　　　　　　　　坂戸西スマートICから町役場まで約5㎞

主な交通機関

資料:「平成30年埼玉県統計年鑑」ほか

鳩山町概要
人口（2019年10月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（2019年1月1日現在）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（商業統計）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

13,679人

6,013世帯

54.3歳

25.73㎢

18所

44.0億円

61店

78.6億円

65.9％

43.4％

はじめに
鳩山町は都心から約50㎞、埼玉県のほぼ中央部

比企丘陵の南端に位置し、北はときがわ町・嵐山町
に、東は東松山市に、西は越生町に、南を越辺川を
境にして坂戸市・毛呂山町に接している、面積25.73
㎢、人口約1.4万人の町である。町内は起伏に富み、
豊かな自然と里山が広がっている。
町内に鉄道駅はなく、国道・高速道路も通ってい

ないが、バス便により、東武東上線の坂戸駅・高坂駅
にアクセスが可能であるほか、関越自動車道の坂戸
西スマートＩＣが近い。
鳩山町は歴史と文化の町である。周辺の丘陵に

は縄文遺跡や古代窯跡が多数残されている。特に
奈良・平安時代は須恵器や瓦の生産が活発に行わ
れ、「焼き物の里」として栄えた。鳩山町の古代の窯
業史は、昭和を通して行われた発掘調査により、歴
史的価値が全国的に知られるようになり、今でも「南
比企窯跡群」として高い価値を保っている。
町は昭和30年、亀井村と今宿村の合併により誕

生し、平和な理想郷建設の願いを込め、両村の中央
にあった「鳩山」の地名をとって、「鳩山村」と名付け
られた。その後、昭和49年の鳩山ニュータウンの入
居開始とともに大きな転換期が訪れた。一時は埼玉
県一の人口増加率を示し、急激な都市化の波に洗
われた。昭和57年に町制が施行されて町に生まれ
変わった鳩山町は、武蔵野の面影を残しながら、発
展を続けている。

65歳健康寿命・県内3連覇達成
鳩山町の高齢化率は、平成31年１月１日現在で

埼玉県内で最も高くなっているが、65歳健康寿命
（65歳に達した人があと何年、自立して健康に生き
られるかを示す期間のこと）は平成26年から平成
28年まで3年連続で男女とも埼玉県内で１位を達
成した。平成29年は男性1位、女性2位と引き続き
上位をキープしている。町では将来到来する超高齢
社会を見据え、平成12年に東京都老人総合研究
所（現、東京都健康長寿医療センター研究所）と覚
書を交わして健康づくり及び介護予防の取り組みを
進めるなど、早くから対応を行ってきており、これま
で進めてきた取り組みを平成29年７月、「健康長寿
のまち　はとやま」宣言として明確化している。
鳩山町の健康長寿の取り組みの特徴は社会参加

の推進にある。町では地域健康教室や、フレイル予
防・改善目的のはあとふるパワーアップ体操を活用
した地域の通いの場が数か所で展開されているが、
いずれも町民が主体となって運営されている。65歳

健康寿命県内３連覇達成は町の早くからの対応と
町民の高い健康意識、社会参加意識の賜物と言え
るだろう。
鳩山町は「埼玉県コバトン健康マイレージ」にも参

加しているが、この取り組みから自主活動グループ
であるウォーキング部が結成され、町内各地で撮影
された結成記念動画が本年2月から町のホームペー
ジで公開されている。この動画撮影には幅広い世代
の多くの町民が参加し、町民の高い健康意識と社会
参加意識が感じられる。

ぴっぴ（子育て世代包括支援センター）がオープン
妊娠・出産・子育てのさまざまな疑問や相談に対

応する相談窓口として、平成29年11月に町保健セ
ンターの建物内に子育て世代包括支援センター
「ぴっぴ」が設置された。「ぴっぴ」の愛称は町民参
加の公募により選ばれた。センターには「母子保健
コーディネーター」として助産師等の資格を持った
職員が配置され、妊婦や父親、家族が出産・育児に
向けて安心して過ごせるよう、様々な面から専門的
な助言などを行い、サポートしている。センターでは
子育てに関し、多岐にわたる教室も開催されている。

里山の活性化に向けた取り組み
鳩山町は豊かな自然と里山が広がる町であるが、

里山は人と自然が共存し、適度な手入れなくしては
維持されない。特に豊かな里山が広がっている鳩山

町の北部地域は社会資本整備が遅れているととも
に、最近では農業従事者の高齢化も進み、里山の維
持が課題となっている。町では北部地域の活性化を
最重要課題として、平成25年12月に北部地域活性
化基本条例を制定し、活性化の取り組み方針を検
討してきた。この取り組み方針に基づき、２つの施設
を新設することが決まり、令和3年度には泉井交流
体験エリア（施設）と上熊井農産物直売所がオープ
ンする予定である。
泉井交流体験エリアは、地域内の農業の担い手

を育成・確保するとともに、地域内外からの多くの来
訪者による交流と体験を通して、北部地域のコミュ
ニティ形成の拠点施設として整備されるものである。
上熊井農産物直売所は換金性の高い農産物の

計画的生産並びに六次産業化の推進も視野に、地
域経済の拠点施設、地域内外の交流拠点として整
備されるもので、町営路線バスのターミナルも併設
される。
完成した際には、町の特産品である大豆や杏を活

用した食品づくり体験や町内産野菜などの購入に両
施設を是非訪れてみてはどうだろう。 （太田富雄）

はあとふるパワーアップ体操を活用した地域の通いの場

さいたま市
毛呂山町

ときがわ町
坂戸市

東松山市

いずい

越生町

泉井交流体験エリアの完成イメージ図

鳩山町

おっ ぺ  がわ
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鳩山町概要
人口（2019年10月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（2019年1月1日現在）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（商業統計）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

13,679人

6,013世帯

54.3歳

25.73㎢

18所

44.0億円

61店

78.6億円

65.9％

43.4％

はじめに
鳩山町は都心から約50㎞、埼玉県のほぼ中央部

比企丘陵の南端に位置し、北はときがわ町・嵐山町
に、東は東松山市に、西は越生町に、南を越辺川を
境にして坂戸市・毛呂山町に接している、面積25.73
㎢、人口約1.4万人の町である。町内は起伏に富み、
豊かな自然と里山が広がっている。
町内に鉄道駅はなく、国道・高速道路も通ってい

ないが、バス便により、東武東上線の坂戸駅・高坂駅
にアクセスが可能であるほか、関越自動車道の坂戸
西スマートＩＣが近い。
鳩山町は歴史と文化の町である。周辺の丘陵に

は縄文遺跡や古代窯跡が多数残されている。特に
奈良・平安時代は須恵器や瓦の生産が活発に行わ
れ、「焼き物の里」として栄えた。鳩山町の古代の窯
業史は、昭和を通して行われた発掘調査により、歴
史的価値が全国的に知られるようになり、今でも「南
比企窯跡群」として高い価値を保っている。
町は昭和30年、亀井村と今宿村の合併により誕

生し、平和な理想郷建設の願いを込め、両村の中央
にあった「鳩山」の地名をとって、「鳩山村」と名付け
られた。その後、昭和49年の鳩山ニュータウンの入
居開始とともに大きな転換期が訪れた。一時は埼玉
県一の人口増加率を示し、急激な都市化の波に洗
われた。昭和57年に町制が施行されて町に生まれ
変わった鳩山町は、武蔵野の面影を残しながら、発
展を続けている。

65歳健康寿命・県内3連覇達成
鳩山町の高齢化率は、平成31年１月１日現在で

埼玉県内で最も高くなっているが、65歳健康寿命
（65歳に達した人があと何年、自立して健康に生き
られるかを示す期間のこと）は平成26年から平成
28年まで3年連続で男女とも埼玉県内で１位を達
成した。平成29年は男性1位、女性2位と引き続き
上位をキープしている。町では将来到来する超高齢
社会を見据え、平成12年に東京都老人総合研究
所（現、東京都健康長寿医療センター研究所）と覚
書を交わして健康づくり及び介護予防の取り組みを
進めるなど、早くから対応を行ってきており、これま
で進めてきた取り組みを平成29年７月、「健康長寿
のまち　はとやま」宣言として明確化している。
鳩山町の健康長寿の取り組みの特徴は社会参加

の推進にある。町では地域健康教室や、フレイル予
防・改善目的のはあとふるパワーアップ体操を活用
した地域の通いの場が数か所で展開されているが、
いずれも町民が主体となって運営されている。65歳

健康寿命県内３連覇達成は町の早くからの対応と
町民の高い健康意識、社会参加意識の賜物と言え
るだろう。
鳩山町は「埼玉県コバトン健康マイレージ」にも参

加しているが、この取り組みから自主活動グループ
であるウォーキング部が結成され、町内各地で撮影
された結成記念動画が本年2月から町のホームペー
ジで公開されている。この動画撮影には幅広い世代
の多くの町民が参加し、町民の高い健康意識と社会
参加意識が感じられる。

ぴっぴ（子育て世代包括支援センター）がオープン
妊娠・出産・子育てのさまざまな疑問や相談に対

応する相談窓口として、平成29年11月に町保健セ
ンターの建物内に子育て世代包括支援センター
「ぴっぴ」が設置された。「ぴっぴ」の愛称は町民参
加の公募により選ばれた。センターには「母子保健
コーディネーター」として助産師等の資格を持った
職員が配置され、妊婦や父親、家族が出産・育児に
向けて安心して過ごせるよう、様々な面から専門的
な助言などを行い、サポートしている。センターでは
子育てに関し、多岐にわたる教室も開催されている。

里山の活性化に向けた取り組み
鳩山町は豊かな自然と里山が広がる町であるが、

里山は人と自然が共存し、適度な手入れなくしては
維持されない。特に豊かな里山が広がっている鳩山

町の北部地域は社会資本整備が遅れているととも
に、最近では農業従事者の高齢化も進み、里山の維
持が課題となっている。町では北部地域の活性化を
最重要課題として、平成25年12月に北部地域活性
化基本条例を制定し、活性化の取り組み方針を検
討してきた。この取り組み方針に基づき、２つの施設
を新設することが決まり、令和3年度には泉井交流
体験エリア（施設）と上熊井農産物直売所がオープ
ンする予定である。
泉井交流体験エリアは、地域内の農業の担い手

を育成・確保するとともに、地域内外からの多くの来
訪者による交流と体験を通して、北部地域のコミュ
ニティ形成の拠点施設として整備されるものである。
上熊井農産物直売所は換金性の高い農産物の

計画的生産並びに六次産業化の推進も視野に、地
域経済の拠点施設、地域内外の交流拠点として整
備されるもので、町営路線バスのターミナルも併設
される。
完成した際には、町の特産品である大豆や杏を活

用した食品づくり体験や町内産野菜などの購入に両
施設を是非訪れてみてはどうだろう。 （太田富雄）

はあとふるパワーアップ体操を活用した地域の通いの場

さいたま市
毛呂山町

ときがわ町
坂戸市

東松山市

いずい

越生町

泉井交流体験エリアの完成イメージ図

鳩山町

おっ ぺ  がわ
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農業産出額

資料：農林水産省「平成29年市町村別農業産出額（推計）」
（注1）表中の「０」は単位に満たないもの、「ー」は事実のないもの
（注2）その他とは、米・野菜を除く耕種作物（イモ類、果実、花き他）、畜産（食肉牛、生乳、豚、鶏、鶏卵他）など

市町村名

さいたま市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

産出額計

米 野菜 その他

1,034 

1,161 

986 

280 

388 

169 

758 

70 

1,006 

954 

170 

334 

533 

420 

572 

3,478 

168 

118 

429 

4 

1 

239 

384 

144 

165 

234 

101 

99 

136 

33 

220 

173 

73 

45 

101 

106 

263 

1,224 

77 

17 

128 

2 

0 

175 

476 

814 

582 

46 

42 

59 

622 

35 

197 

718 

33 

92 

424 

113 

63 

2,144 

81 

94 

236 

2 

1 

64 

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴 ヶ 島 市

日 高 市

吉 川 市

ふじみ野市

白 岡 市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

ときがわ町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計

174 

203 

239 

0 

245 

11 

0 

2 

589 

63 

64 

197 

8 

201 

246 

110 

10 

7 

65 

 ー 

0 

0 

産出額計

米 野菜 その他

78 

31 

86 

189 

130 

492 

96 

150 

137 

222 

143 

120 

170 

97 

283 

242 

174 

166 

16,278 

64 

332 

55 

19 

11 

14 

51 

63 

124 

32 

1 

12 

8 

75 

16 

7 

62 

131 

10 

80 

71 

4,687 

33 

52 

25 

58 

12 

72 

138 

41 

125 

46 

147 

85 

196 

25 

34 

13 

35 

147 

120 

87 

30 

8,349 

17 

280 

23 

1 

8 

0 

 ー 

26 

243 

18 

2 

40 

18 

43 

70 

150 

0 

5 

112 

7 

65 

3,242 

14 

 ー 

7 

産出額計

米 野菜 その他

25 

75 

112 

114 

276 

207 

58 

39 

25 

22 

12 

79 

32 

230 

492 

529 

382 

83 

197 

77 

3,517 

19,795 

10 

16 

73 

30 

81 

16 

25 

14 

10 

13 

8 

48 

29 

101 

407 

147 

307 

22 

29 

8 

1,504 

6,191 

11 

36 

22 

68 

68 

88 

22 

21 

14 

9 

4 

28 

2 

88 

59 

334 

61 

20 

40 

25 

1,340 

9,689 

4 

23 

17 

16 

127 

103 

11 

4 

1 

0 

0 

3 

1 

41 

26 

48 

14 

41 

128 

44 

673 

3,915 

市町村名 市町村名

福祉健康・多世代交流複合施設「はーとんスクエア」（鳩山町）

November 2019  No.191 11月号

自治体SDGsの達成に向けてシリーズ

1

2

5

9

15

17

19

21

裏表紙

彩論  公益財団法人いきいき埼玉 理事長 永沢 映 氏
 一人一人が主役の健康長寿な埼玉県を目指して

ズームアップ  株式会社大泉工場
地域研究レポート  

地方創生における自治体SDGs
 　　　　　  ～わがまちの「ありたい姿」の実現のために～

調査  埼玉県における産業動向と見通し
 生産はやや弱い動きとなっており、先行きも弱含みで推移するとみられる

アンケート調査  埼玉県内企業の地域貢献への取り組みについて
県内経済の動き
月次経済指標
タウンスケープ  鳩山町
 花と木と笑顔でつなぐ、安心で魅力的なまち

市町村経済データ

（2017年、単位：千万円）

令和元年台風第19号に伴う災害により
被害にあわれた皆さまに心よりお見舞
い申し上げます


