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ズ ー ムアップ

株式会社クリタエイムデリカは、そば・うどん・中華
麺・焼きそば・パスタ等の麺類を主軸にスープ、グラ
タン、サラダ等、調理済み食品を製造する企業だ。粉
から麺をつくる製麺業と惣菜業を看板に掲げ、１日6
万～9万食、約140点の食品を製造する。関東圏を
中心として青森、静岡、長野、新潟、大阪等を商圏に、
大手コンビニエンスストアやスーパー、駅ナカ、病院・
大学売店等が主な顧客だ。
「大手惣菜会社では麺を仕入れてトッピング、ア
ソートするだけという業態があるなか、当社は粉から
麺がつくれ惣菜も手がける“惣菜・麺業”。それによっ
てできることの幅が広がりました。また、グラタンや
キッシュ等、それだけでお腹がいっぱいになる“1食完
結型食品”にこだわっています」（栗田美和子社長）
元々は家庭で調理するめんを製造する企業として
地歩を築いてきた同社の歴史は、時代とともに事業改
革を行い、業容を中食に広げてきた歴史でもあった。

創業は昭和23（1948）年。戦地から復員し、日本

母の日のオードブルセットetc.バラエティーに富んだ
イベント食品は同社のカラーになり、取引先のスー
パーや消費者に好評を博している。
開発スタッフは10名ほど。春夏・秋冬それぞれの

時期が終わると営業がモニタリングを行い、手応え
と反省点を押さえて来期（10カ月先）の食品開発を
行う。食のトレンドや市場の人気食品の動向をキャッ
チしながら、プロの料理人も招いて開発とサンプルづ
くりを進めていく。そうして生まれたスープ類や肉団
子等は人気商品へと育ち、今や定番商品に成長して
いるという。

強靱な会社とは？―それを追求するために、同
社は全社員参加によるさまざまな改革を進めている。
その一つに“いい会社”といわれている企業の見学
会がある。
「社長の話を聞き、工場と企業を見学して、そこか
ら当社が取り組むべき点を見つけてもらいたいと考
えたからです。企業風土をよりよく変えて、地域に
あってよかったといわれる企業に向けて、みんなで考
え、行動していきたいと思っています」
現在、越谷駅から徒歩数分の場所に健康をテーマ

にし、60歳以上のスタッフを雇用するカフェ「シェア
ダイニングサルーテ」を運営している。生パスタ料理
やキッシュ料理が話題を集め、地元の人たちの人気
スポットとなっている。また、「こしがや産業フェスタ」
や埼玉県主催の「彩の国食と農林業ドリームフェス
タ」さらに展示会等にも積極的に出店し、そこからス
イーツやファストフード、焼き鳥店等新たな市場の開
拓を進めている。
「将来的には農業もやりたい。水耕で菌の少ない
農産物を生産することで、食の安全と高齢者雇用が
確保できるのではないかと考えています」
地域に愛される企業を追求しながら、同社は食を

通じて新たなコミュニティを創造し続けていく。

配送するルートセールスを強みとしていた。
しかし、各スーパーが物流センターを設け、そこか
ら個店配送する方式を取り入れるようになると、同社
の強みは失われていく。さらに大手食品メーカー等
の参入も増え、同社製品は価格競争に巻き込まれる
ことになった。
「当時は今よりも安い値段で売っていました。私か
ら見ると、お金をつけて商品を出荷しているような状
態で、そこから撤退せざるを得なかった。そこで新た
に手がけたのが調理麺だったのです」

1980年代、2代目社長、栗田晴巳氏は関西の食文
化を取り入れ、調理麺の製造を始めることを決意する。
屋台文化が浸透していた関西では、できたものを買っ
て家で食べるという食文化があり、調理麺の市場が
活気を見せていたからだった。そこで同社は、関東圏
でいち早く調理麺市場に踏み込んだのだが……。
「大手スーパーに調理麺を納めたのですが、まった
く売れませんでした。関東の食文化には合っていな
かったようです」
関西のような屋台文化が一般的でなかった関東で

は、調理麺に対するスーパー各社の反応は冷たかっ
た。波乱の船出となった調理麺だったが、やがてすぐ
に追い風が吹く。コンビニエンスストアの台頭によっ
て様相が一変したのだ。
同社が調理麺を製造していることを聞きつけ、そ

れまで付き合いがなかったコンビニ各社から、商品を
扱いたいと注文がくるようになった。そして、コンビニ
の出店数に比例するように調理麺事業の売り上げは
伸び、事業は軌道に乗っていった。

調理麺事業は夏冬の季節変動が大きく、「冬は売
れない」というボトルネックがあった。同社も一番大

麺を基幹商材にグラタン・スープ・行事用食品等を手がけ、
食を通じて新たなコミュニティづくりを目指す
ざるそばやたぬきうどん等の調理麺を製造するクリタエイムデリカ。パスタや焼きそば、季節行事に合わせた食品でも
人気を集めている。2015年には“食から新しいコミュニティを創る”というビジョンを形にしたカフェもオープン。地域に
愛され、かつ強靱な企業を目指すべく、社員一丸となってさまざまな改革を続けている。

株式会社クリタエイムデリカ

生麺・ゆで麺製造から調理麺製造へ

変な時期には、冬の売り上げが夏の4分の１まで低迷
したこともあったという。
「夏の経常利益率が十数％あっても、冬はマイナ
スで年間利益は１％切るのが当たり前でした」
冬場の売り上げを底上げし、経営を安定させるに

はどうしたらいいか―その課題解決に向けて同社
はさまざまな取り組みを始めた。
まず、平成5年、大手スーパーの要請を受けてデ
ザートの製造を始めたことをきっかけに、デリカ室と
冷蔵庫の設備投資を行った。そして、平成6年に社名
を栗田製麺所から現在の㈱クリタエイムデリカに変
更。さらに生スパゲッティーの製造機を導入してパス

タ製造を始め、その後、焼きそば、ラーメン、グラタン
といった惣菜事業を進めていった。さらに平成17年
には経営理念を策定し、平成19～20年にかけて営
業受注機能向上と生産効率向上等を図るシステム
開発に着手。さらに工場を新設して生産性を高め作
業の標準化も図った。
同社は創業以来の生麺をつくり、ゆで上げや蒸熱

を行う製麺事業から、手軽に食べられる調理麺事業、
そして惣菜事業と徐々に業容を広げてきた。そして、
調理麺にこだわって冬場の売り上げに苦戦する他社

より早く設備投資を行い惣菜を手がけたことで、受注
量は増え、冬の売り上げを底上げすることに成功した
のだ。また、それと同時に職場環境を社員が働きやす
いものへと整えていった。
「平成21年に社内保育所を設立しました。それま
では新卒で入社した女性は、結婚して子育てが始ま
ると退社していました。それを食い止めるには企業内
保育所があったほうがいいと思ったのです」
社内保育所の存在は採用に大きな影響を及ぼし、

女性従業員の定着率向上にも貢献した。平成26年
には認可保育園となり、現在は社外の子どもも受け
入れているという。

「当社の特徴はアイテム数が多いことと、“ことづく
り”の食品を充実させている点。季節に応じてさまざ
まな行事やイベントがあるので、それに合わせて食も
広げていきましょう、という考えです」
栗田社長がそう語るように、同社のことづくり食品

は魅力的なものが多い。ハロウィーンに向けたかぼ
ちゃグラタン、ボジョレー・ヌーボー解禁に合わせたパ
スタやキッシュ、子どもの日のグラタン・ドリアセット、

●代 表 者 代表取締役　栗田 美和子
●創　　業 昭和23年9月
●設　　立 昭和42年7月
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代表取締役　栗田 美和子氏

の食糧不足を目の当たりにした栗田秀二氏（現社長
の義理の父）がお腹いっぱいになる食生活を夢見て、
生麺・ゆで麺の製造・販売から事業をスタート。昭和
42年に㈱栗田製麺所とした。
「創業当時は袋に入ったものではなくて、店頭で麺
の玉を並べて売っていた時代。焼きそばもせいろで
蒸していたと聞いています。その後、生麺の3食入り
しょうゆラーメンや3食入り冷やしラーメン等の食品
をメインに製造、販売していました」
やがて機械に精通していた秀二氏は、他社に先ん

じて麺の製造機を導入し生産を始める。折しも時代
は高度成長期、また個人商店からスーパーマーケッ
トへという小売りトレンドの変遷によって、大量生産
できる同社への発注は増加。さらに中心となって埼
玉県全域の学校給食の麺の導入を手がけ、自社で
東部地域の製造を行うことで生産量は増え、会社も
成長していった。
現社長の美和子氏が2代目社長・栗田晴巳氏と結
婚して同社に入社したのは昭和53年。その頃は、複
数の大手スーパーに自社製品を販売するだけでなく、
他社製品も受託して、チェーンスーパー数十店舗に

埼玉県立病院とその医療機能

埼玉県病院事業管理者
名和 肇氏

現在、埼玉県では4つの県立病院を有していま
すが、その成り立ち、機能などについて順次ご紹
介します。埼玉県における最初の県立病院は、昭
和29年1月に当時の主たる疾患であった結核症
のための専門病院として、江南町（現熊谷市）に
150床の小原療養所を開設し、発足しました。
その後、昭和31年11月には300床となりましたが、
平成10年4月には名称を循環器・呼吸器病セン
ターと改名し、抗結核剤の発達により、結核患者
数の減少が顕著となったため、結核病床を縮小し
ました。平成15年7月には319床となり、現在に
至っています。センター内には、最高の機能を持っ
たＣＴ、ＭＲＩや血管造影撮影機器といった高額
医療機器を揃え、呼吸器疾患では陰圧室を必要
とする新型インフルエンザやＳＡＲＳなどの重篤な
感染症、循環器疾患ではカテーテルを用いた心
筋梗塞や動静脈血栓症などを主な症例としてお
ります。来月の3月には新病棟が完成し343床と
なりますが、これにより、緩和ケア24床と感染症
対応の21床が加わり、更にハイブリッド手術室
（手術をしながら血管造影撮影ができる）を含め
た4室の新手術室を備えることになります。
続いてがんセンターですが、昭和50年11月に

伊奈町丸山にて100床で開院しました。昭和61
年4月には300床、平成10年10月には400床、そ
して平成25年12月には503床の新病院を旧がん
センターの北側に新築開院しました。新病院は地
下1階地上11階で、緩和ケア36床、手術室12室
の他、外来化学療法室60床などの増室、拡張を
行っています。医療機器については手術支援ロ
ボットのダヴィンチ1台、ＰＥＴ－ＣＴ2台、放射線治
療機器のリニアック4台を導入し、がん拠点病院

として十分な機能を有するようになりました。
次に小児医療センターです。昭和58年4月に

189床にて岩槻市（現さいたま市岩槻区）に小
児の総合病院として開院しました。昭和59年4
月には250床に増床し、昭和60年4月、300床に
増床、そして昨年の平成28年12月、さいたま新
都心に地下1階地上13階の316床を有する新
病院が開院しました。新病院は隣接するさいたま
赤十字病院との連携により、総合周産期母子医
療センターを運営し、未熟児（ＮＩＣＵ）を小児医
療センターが、母体（ＭＦＩＣＵ）をさいたま赤十
字病院が治療することとしております。そのため
ＮＩＣＵは以前の15床から30床に増床し、また
小児の重症救急患者（外傷、感染症など）を扱う
全国でも数カ所程度しかないＰＩＣＵ14床を運営
しています。
最後に精神医療センターです。昭和40年8月、

県精神衛生センターを大宮市土呂（現さいたま市
北区）にて開設した後、平成2年4月に伊奈町丸
山のがんセンター隣接地に精神保健総合セン
ターとして120床で開院しました。平成14年には
現在の名称へ変更し、平成18年4月に200床、平
成23年10月には精神病棟150床と医療観察法
病棟33床の合計183床となり、病棟は急性期、
依存症、児童・思春期および医療観察法病棟で
構成され、現在まで運営しています。
埼玉県立4病院は高度医療や特殊な医療（感

染症、小児、救急）などの経費が掛かる、いわゆる
「政策医療」を提供することを使命とし、現在、そ
の医療機能は全国の最高レベルに匹敵するもの
になっています。今後もハイレベルな医療を提供
出来るようにしていきたいと思っております。



1 2埼玉りそな経済情報2017.2

ZOOM UP

埼玉りそな経済情報2017.2
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株式会社クリタエイムデリカは、そば・うどん・中華
麺・焼きそば・パスタ等の麺類を主軸にスープ、グラ
タン、サラダ等、調理済み食品を製造する企業だ。粉
から麺をつくる製麺業と惣菜業を看板に掲げ、１日6
万～9万食、約140点の食品を製造する。関東圏を
中心として青森、静岡、長野、新潟、大阪等を商圏に、
大手コンビニエンスストアやスーパー、駅ナカ、病院・
大学売店等が主な顧客だ。
「大手惣菜会社では麺を仕入れてトッピング、ア
ソートするだけという業態があるなか、当社は粉から
麺がつくれ惣菜も手がける“惣菜・麺業”。それによっ
てできることの幅が広がりました。また、グラタンや
キッシュ等、それだけでお腹がいっぱいになる“1食完
結型食品”にこだわっています」（栗田美和子社長）
元々は家庭で調理するめんを製造する企業として
地歩を築いてきた同社の歴史は、時代とともに事業改
革を行い、業容を中食に広げてきた歴史でもあった。

創業は昭和23（1948）年。戦地から復員し、日本

母の日のオードブルセットetc.バラエティーに富んだ
イベント食品は同社のカラーになり、取引先のスー
パーや消費者に好評を博している。
開発スタッフは10名ほど。春夏・秋冬それぞれの

時期が終わると営業がモニタリングを行い、手応え
と反省点を押さえて来期（10カ月先）の食品開発を
行う。食のトレンドや市場の人気食品の動向をキャッ
チしながら、プロの料理人も招いて開発とサンプルづ
くりを進めていく。そうして生まれたスープ類や肉団
子等は人気商品へと育ち、今や定番商品に成長して
いるという。

強靱な会社とは？―それを追求するために、同
社は全社員参加によるさまざまな改革を進めている。
その一つに“いい会社”といわれている企業の見学
会がある。
「社長の話を聞き、工場と企業を見学して、そこか
ら当社が取り組むべき点を見つけてもらいたいと考
えたからです。企業風土をよりよく変えて、地域に
あってよかったといわれる企業に向けて、みんなで考
え、行動していきたいと思っています」
現在、越谷駅から徒歩数分の場所に健康をテーマ

にし、60歳以上のスタッフを雇用するカフェ「シェア
ダイニングサルーテ」を運営している。生パスタ料理
やキッシュ料理が話題を集め、地元の人たちの人気
スポットとなっている。また、「こしがや産業フェスタ」
や埼玉県主催の「彩の国食と農林業ドリームフェス
タ」さらに展示会等にも積極的に出店し、そこからス
イーツやファストフード、焼き鳥店等新たな市場の開
拓を進めている。
「将来的には農業もやりたい。水耕で菌の少ない
農産物を生産することで、食の安全と高齢者雇用が
確保できるのではないかと考えています」
地域に愛される企業を追求しながら、同社は食を

通じて新たなコミュニティを創造し続けていく。

配送するルートセールスを強みとしていた。
しかし、各スーパーが物流センターを設け、そこか
ら個店配送する方式を取り入れるようになると、同社
の強みは失われていく。さらに大手食品メーカー等
の参入も増え、同社製品は価格競争に巻き込まれる
ことになった。
「当時は今よりも安い値段で売っていました。私か
ら見ると、お金をつけて商品を出荷しているような状
態で、そこから撤退せざるを得なかった。そこで新た
に手がけたのが調理麺だったのです」

1980年代、2代目社長、栗田晴巳氏は関西の食文
化を取り入れ、調理麺の製造を始めることを決意する。
屋台文化が浸透していた関西では、できたものを買っ
て家で食べるという食文化があり、調理麺の市場が
活気を見せていたからだった。そこで同社は、関東圏
でいち早く調理麺市場に踏み込んだのだが……。
「大手スーパーに調理麺を納めたのですが、まった
く売れませんでした。関東の食文化には合っていな
かったようです」
関西のような屋台文化が一般的でなかった関東で

は、調理麺に対するスーパー各社の反応は冷たかっ
た。波乱の船出となった調理麺だったが、やがてすぐ
に追い風が吹く。コンビニエンスストアの台頭によっ
て様相が一変したのだ。
同社が調理麺を製造していることを聞きつけ、そ

れまで付き合いがなかったコンビニ各社から、商品を
扱いたいと注文がくるようになった。そして、コンビニ
の出店数に比例するように調理麺事業の売り上げは
伸び、事業は軌道に乗っていった。

調理麺事業は夏冬の季節変動が大きく、「冬は売
れない」というボトルネックがあった。同社も一番大

麺を基幹商材にグラタン・スープ・行事用食品等を手がけ、
食を通じて新たなコミュニティづくりを目指す
ざるそばやたぬきうどん等の調理麺を製造するクリタエイムデリカ。パスタや焼きそば、季節行事に合わせた食品でも
人気を集めている。2015年には“食から新しいコミュニティを創る”というビジョンを形にしたカフェもオープン。地域に
愛され、かつ強靱な企業を目指すべく、社員一丸となってさまざまな改革を続けている。

株式会社クリタエイムデリカ

生麺・ゆで麺製造から調理麺製造へ

変な時期には、冬の売り上げが夏の4分の１まで低迷
したこともあったという。
「夏の経常利益率が十数％あっても、冬はマイナ
スで年間利益は１％切るのが当たり前でした」
冬場の売り上げを底上げし、経営を安定させるに

はどうしたらいいか―その課題解決に向けて同社
はさまざまな取り組みを始めた。
まず、平成5年、大手スーパーの要請を受けてデ
ザートの製造を始めたことをきっかけに、デリカ室と
冷蔵庫の設備投資を行った。そして、平成6年に社名
を栗田製麺所から現在の㈱クリタエイムデリカに変
更。さらに生スパゲッティーの製造機を導入してパス

タ製造を始め、その後、焼きそば、ラーメン、グラタン
といった惣菜事業を進めていった。さらに平成17年
には経営理念を策定し、平成19～20年にかけて営
業受注機能向上と生産効率向上等を図るシステム
開発に着手。さらに工場を新設して生産性を高め作
業の標準化も図った。
同社は創業以来の生麺をつくり、ゆで上げや蒸熱

を行う製麺事業から、手軽に食べられる調理麺事業、
そして惣菜事業と徐々に業容を広げてきた。そして、
調理麺にこだわって冬場の売り上げに苦戦する他社

より早く設備投資を行い惣菜を手がけたことで、受注
量は増え、冬の売り上げを底上げすることに成功した
のだ。また、それと同時に職場環境を社員が働きやす
いものへと整えていった。
「平成21年に社内保育所を設立しました。それま
では新卒で入社した女性は、結婚して子育てが始ま
ると退社していました。それを食い止めるには企業内
保育所があったほうがいいと思ったのです」
社内保育所の存在は採用に大きな影響を及ぼし、

女性従業員の定着率向上にも貢献した。平成26年
には認可保育園となり、現在は社外の子どもも受け
入れているという。

「当社の特徴はアイテム数が多いことと、“ことづく
り”の食品を充実させている点。季節に応じてさまざ
まな行事やイベントがあるので、それに合わせて食も
広げていきましょう、という考えです」
栗田社長がそう語るように、同社のことづくり食品

は魅力的なものが多い。ハロウィーンに向けたかぼ
ちゃグラタン、ボジョレー・ヌーボー解禁に合わせたパ
スタやキッシュ、子どもの日のグラタン・ドリアセット、

●代 表 者 代表取締役　栗田 美和子
●創　　業 昭和23年9月
●設　　立 昭和42年7月
●資 本 金 9,000万円
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代表取締役　栗田 美和子氏

の食糧不足を目の当たりにした栗田秀二氏（現社長
の義理の父）がお腹いっぱいになる食生活を夢見て、
生麺・ゆで麺の製造・販売から事業をスタート。昭和
42年に㈱栗田製麺所とした。
「創業当時は袋に入ったものではなくて、店頭で麺
の玉を並べて売っていた時代。焼きそばもせいろで
蒸していたと聞いています。その後、生麺の3食入り
しょうゆラーメンや3食入り冷やしラーメン等の食品
をメインに製造、販売していました」
やがて機械に精通していた秀二氏は、他社に先ん

じて麺の製造機を導入し生産を始める。折しも時代
は高度成長期、また個人商店からスーパーマーケッ
トへという小売りトレンドの変遷によって、大量生産
できる同社への発注は増加。さらに中心となって埼
玉県全域の学校給食の麺の導入を手がけ、自社で
東部地域の製造を行うことで生産量は増え、会社も
成長していった。
現社長の美和子氏が2代目社長・栗田晴巳氏と結
婚して同社に入社したのは昭和53年。その頃は、複
数の大手スーパーに自社製品を販売するだけでなく、
他社製品も受託して、チェーンスーパー数十店舗に

埼玉県立病院とその医療機能

埼玉県病院事業管理者
名和 肇氏

現在、埼玉県では4つの県立病院を有していま
すが、その成り立ち、機能などについて順次ご紹
介します。埼玉県における最初の県立病院は、昭
和29年1月に当時の主たる疾患であった結核症
のための専門病院として、江南町（現熊谷市）に
150床の小原療養所を開設し、発足しました。
その後、昭和31年11月には300床となりましたが、
平成10年4月には名称を循環器・呼吸器病セン
ターと改名し、抗結核剤の発達により、結核患者
数の減少が顕著となったため、結核病床を縮小し
ました。平成15年7月には319床となり、現在に
至っています。センター内には、最高の機能を持っ
たＣＴ、ＭＲＩや血管造影撮影機器といった高額
医療機器を揃え、呼吸器疾患では陰圧室を必要
とする新型インフルエンザやＳＡＲＳなどの重篤な
感染症、循環器疾患ではカテーテルを用いた心
筋梗塞や動静脈血栓症などを主な症例としてお
ります。来月の3月には新病棟が完成し343床と
なりますが、これにより、緩和ケア24床と感染症
対応の21床が加わり、更にハイブリッド手術室
（手術をしながら血管造影撮影ができる）を含め
た4室の新手術室を備えることになります。
続いてがんセンターですが、昭和50年11月に

伊奈町丸山にて100床で開院しました。昭和61
年4月には300床、平成10年10月には400床、そ
して平成25年12月には503床の新病院を旧がん
センターの北側に新築開院しました。新病院は地
下1階地上11階で、緩和ケア36床、手術室12室
の他、外来化学療法室60床などの増室、拡張を
行っています。医療機器については手術支援ロ
ボットのダヴィンチ1台、ＰＥＴ－ＣＴ2台、放射線治
療機器のリニアック4台を導入し、がん拠点病院

として十分な機能を有するようになりました。
次に小児医療センターです。昭和58年4月に

189床にて岩槻市（現さいたま市岩槻区）に小
児の総合病院として開院しました。昭和59年4
月には250床に増床し、昭和60年4月、300床に
増床、そして昨年の平成28年12月、さいたま新
都心に地下1階地上13階の316床を有する新
病院が開院しました。新病院は隣接するさいたま
赤十字病院との連携により、総合周産期母子医
療センターを運営し、未熟児（ＮＩＣＵ）を小児医
療センターが、母体（ＭＦＩＣＵ）をさいたま赤十
字病院が治療することとしております。そのため
ＮＩＣＵは以前の15床から30床に増床し、また
小児の重症救急患者（外傷、感染症など）を扱う
全国でも数カ所程度しかないＰＩＣＵ14床を運営
しています。
最後に精神医療センターです。昭和40年8月、

県精神衛生センターを大宮市土呂（現さいたま市
北区）にて開設した後、平成2年4月に伊奈町丸
山のがんセンター隣接地に精神保健総合セン
ターとして120床で開院しました。平成14年には
現在の名称へ変更し、平成18年4月に200床、平
成23年10月には精神病棟150床と医療観察法
病棟33床の合計183床となり、病棟は急性期、
依存症、児童・思春期および医療観察法病棟で
構成され、現在まで運営しています。
埼玉県立4病院は高度医療や特殊な医療（感

染症、小児、救急）などの経費が掛かる、いわゆる
「政策医療」を提供することを使命とし、現在、そ
の医療機能は全国の最高レベルに匹敵するもの
になっています。今後もハイレベルな医療を提供
出来るようにしていきたいと思っております。
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株式会社クリタエイムデリカは、そば・うどん・中華
麺・焼きそば・パスタ等の麺類を主軸にスープ、グラ
タン、サラダ等、調理済み食品を製造する企業だ。粉
から麺をつくる製麺業と惣菜業を看板に掲げ、１日6
万～9万食、約140点の食品を製造する。関東圏を
中心として青森、静岡、長野、新潟、大阪等を商圏に、
大手コンビニエンスストアやスーパー、駅ナカ、病院・
大学売店等が主な顧客だ。
「大手惣菜会社では麺を仕入れてトッピング、ア
ソートするだけという業態があるなか、当社は粉から
麺がつくれ惣菜も手がける“惣菜・麺業”。それによっ
てできることの幅が広がりました。また、グラタンや
キッシュ等、それだけでお腹がいっぱいになる“1食完
結型食品”にこだわっています」（栗田美和子社長）
元々は家庭で調理するめんを製造する企業として
地歩を築いてきた同社の歴史は、時代とともに事業改
革を行い、業容を中食に広げてきた歴史でもあった。

創業は昭和23（1948）年。戦地から復員し、日本

母の日のオードブルセットetc.バラエティーに富んだ
イベント食品は同社のカラーになり、取引先のスー
パーや消費者に好評を博している。
開発スタッフは10名ほど。春夏・秋冬それぞれの
時期が終わると営業がモニタリングを行い、手応え
と反省点を押さえて来期（10カ月先）の食品開発を
行う。食のトレンドや市場の人気食品の動向をキャッ
チしながら、プロの料理人も招いて開発とサンプルづ
くりを進めていく。そうして生まれたスープ類や肉団
子等は人気商品へと育ち、今や定番商品に成長して
いるという。

強靱な会社とは？―それを追求するために、同
社は全社員参加によるさまざまな改革を進めている。
その一つに“いい会社”といわれている企業の見学
会がある。
「社長の話を聞き、工場と企業を見学して、そこか
ら当社が取り組むべき点を見つけてもらいたいと考
えたからです。企業風土をよりよく変えて、地域に
あってよかったといわれる企業に向けて、みんなで考
え、行動していきたいと思っています」
現在、越谷駅から徒歩数分の場所に健康をテーマ

にし、60歳以上のスタッフを雇用するカフェ「シェア
ダイニングサルーテ」を運営している。生パスタ料理
やキッシュ料理が話題を集め、地元の人たちの人気
スポットとなっている。また、「こしがや産業フェスタ」
や埼玉県主催の「彩の国食と農林業ドリームフェス
タ」さらに展示会等にも積極的に出店し、そこからス
イーツやファストフード、焼き鳥店等新たな市場の開
拓を進めている。
「将来的には農業もやりたい。水耕で菌の少ない
農産物を生産することで、食の安全と高齢者雇用が
確保できるのではないかと考えています」
地域に愛される企業を追求しながら、同社は食を
通じて新たなコミュニティを創造し続けていく。

スパゲッティーや生パスタ、グラタン等の食品も人気

本社工場

配送するルートセールスを強みとしていた。
しかし、各スーパーが物流センターを設け、そこか
ら個店配送する方式を取り入れるようになると、同社
の強みは失われていく。さらに大手食品メーカー等
の参入も増え、同社製品は価格競争に巻き込まれる
ことになった。
「当時は今よりも安い値段で売っていました。私か
ら見ると、お金をつけて商品を出荷しているような状
態で、そこから撤退せざるを得なかった。そこで新た
に手がけたのが調理麺だったのです」

1980年代、2代目社長、栗田晴巳氏は関西の食文
化を取り入れ、調理麺の製造を始めることを決意する。
屋台文化が浸透していた関西では、できたものを買っ
て家で食べるという食文化があり、調理麺の市場が
活気を見せていたからだった。そこで同社は、関東圏
でいち早く調理麺市場に踏み込んだのだが……。
「大手スーパーに調理麺を納めたのですが、まった
く売れませんでした。関東の食文化には合っていな
かったようです」
関西のような屋台文化が一般的でなかった関東で

は、調理麺に対するスーパー各社の反応は冷たかっ
た。波乱の船出となった調理麺だったが、やがてすぐ
に追い風が吹く。コンビニエンスストアの台頭によっ
て様相が一変したのだ。
同社が調理麺を製造していることを聞きつけ、そ

れまで付き合いがなかったコンビニ各社から、商品を
扱いたいと注文がくるようになった。そして、コンビニ
の出店数に比例するように調理麺事業の売り上げは
伸び、事業は軌道に乗っていった。

調理麺事業は夏冬の季節変動が大きく、「冬は売
れない」というボトルネックがあった。同社も一番大

時流に乗り、調理麺事業が成長

売り上げを安定させるための改革

高齢者を雇用するカフェを開店

株式会社クリタエイムデリカZOOM UP

変な時期には、冬の売り上げが夏の4分の１まで低迷
したこともあったという。
「夏の経常利益率が十数％あっても、冬はマイナ
スで年間利益は１％切るのが当たり前でした」
冬場の売り上げを底上げし、経営を安定させるに

はどうしたらいいか―その課題解決に向けて同社
はさまざまな取り組みを始めた。
まず、平成5年、大手スーパーの要請を受けてデ
ザートの製造を始めたことをきっかけに、デリカ室と
冷蔵庫の設備投資を行った。そして、平成6年に社名
を栗田製麺所から現在の㈱クリタエイムデリカに変
更。さらに生スパゲッティーの製造機を導入してパス

タ製造を始め、その後、焼きそば、ラーメン、グラタン
といった惣菜事業を進めていった。さらに平成17年
には経営理念を策定し、平成19～20年にかけて営
業受注機能向上と生産効率向上等を図るシステム
開発に着手。さらに工場を新設して生産性を高め作
業の標準化も図った。
同社は創業以来の生麺をつくり、ゆで上げや蒸熱

を行う製麺事業から、手軽に食べられる調理麺事業、
そして惣菜事業と徐々に業容を広げてきた。そして、
調理麺にこだわって冬場の売り上げに苦戦する他社

より早く設備投資を行い惣菜を手がけたことで、受注
量は増え、冬の売り上げを底上げすることに成功した
のだ。また、それと同時に職場環境を社員が働きやす
いものへと整えていった。
「平成21年に社内保育所を設立しました。それま
では新卒で入社した女性は、結婚して子育てが始ま
ると退社していました。それを食い止めるには企業内
保育所があったほうがいいと思ったのです」
社内保育所の存在は採用に大きな影響を及ぼし、
女性従業員の定着率向上にも貢献した。平成26年
には認可保育園となり、現在は社外の子どもも受け
入れているという。

「当社の特徴はアイテム数が多いことと、“ことづく
り”の食品を充実させている点。季節に応じてさまざ
まな行事やイベントがあるので、それに合わせて食も
広げていきましょう、という考えです」
栗田社長がそう語るように、同社のことづくり食品

は魅力的なものが多い。ハロウィーンに向けたかぼ
ちゃグラタン、ボジョレー・ヌーボー解禁に合わせたパ
スタやキッシュ、子どもの日のグラタン・ドリアセット、

定番人気のそば、うどん、ラーメン

工場内の様子（左右）

の食糧不足を目の当たりにした栗田秀二氏（現社長
の義理の父）がお腹いっぱいになる食生活を夢見て、
生麺・ゆで麺の製造・販売から事業をスタート。昭和
42年に㈱栗田製麺所とした。
「創業当時は袋に入ったものではなくて、店頭で麺
の玉を並べて売っていた時代。焼きそばもせいろで
蒸していたと聞いています。その後、生麺の3食入り
しょうゆラーメンや3食入り冷やしラーメン等の食品
をメインに製造、販売していました」
やがて機械に精通していた秀二氏は、他社に先ん

じて麺の製造機を導入し生産を始める。折しも時代
は高度成長期、また個人商店からスーパーマーケッ
トへという小売りトレンドの変遷によって、大量生産
できる同社への発注は増加。さらに中心となって埼
玉県全域の学校給食の麺の導入を手がけ、自社で
東部地域の製造を行うことで生産量は増え、会社も
成長していった。
現社長の美和子氏が2代目社長・栗田晴巳氏と結
婚して同社に入社したのは昭和53年。その頃は、複
数の大手スーパーに自社製品を販売するだけでなく、
他社製品も受託して、チェーンスーパー数十店舗に

独自の商品開発で定番を生み出す
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株式会社クリタエイムデリカは、そば・うどん・中華
麺・焼きそば・パスタ等の麺類を主軸にスープ、グラ
タン、サラダ等、調理済み食品を製造する企業だ。粉
から麺をつくる製麺業と惣菜業を看板に掲げ、１日6
万～9万食、約140点の食品を製造する。関東圏を
中心として青森、静岡、長野、新潟、大阪等を商圏に、
大手コンビニエンスストアやスーパー、駅ナカ、病院・
大学売店等が主な顧客だ。
「大手惣菜会社では麺を仕入れてトッピング、ア
ソートするだけという業態があるなか、当社は粉から
麺がつくれ惣菜も手がける“惣菜・麺業”。それによっ
てできることの幅が広がりました。また、グラタンや
キッシュ等、それだけでお腹がいっぱいになる“1食完
結型食品”にこだわっています」（栗田美和子社長）
元々は家庭で調理するめんを製造する企業として

地歩を築いてきた同社の歴史は、時代とともに事業改
革を行い、業容を中食に広げてきた歴史でもあった。

創業は昭和23（1948）年。戦地から復員し、日本

母の日のオードブルセットetc.バラエティーに富んだ
イベント食品は同社のカラーになり、取引先のスー
パーや消費者に好評を博している。
開発スタッフは10名ほど。春夏・秋冬それぞれの
時期が終わると営業がモニタリングを行い、手応え
と反省点を押さえて来期（10カ月先）の食品開発を
行う。食のトレンドや市場の人気食品の動向をキャッ
チしながら、プロの料理人も招いて開発とサンプルづ
くりを進めていく。そうして生まれたスープ類や肉団
子等は人気商品へと育ち、今や定番商品に成長して
いるという。

強靱な会社とは？―それを追求するために、同
社は全社員参加によるさまざまな改革を進めている。
その一つに“いい会社”といわれている企業の見学
会がある。
「社長の話を聞き、工場と企業を見学して、そこか
ら当社が取り組むべき点を見つけてもらいたいと考
えたからです。企業風土をよりよく変えて、地域に
あってよかったといわれる企業に向けて、みんなで考
え、行動していきたいと思っています」
現在、越谷駅から徒歩数分の場所に健康をテーマ

にし、60歳以上のスタッフを雇用するカフェ「シェア
ダイニングサルーテ」を運営している。生パスタ料理
やキッシュ料理が話題を集め、地元の人たちの人気
スポットとなっている。また、「こしがや産業フェスタ」
や埼玉県主催の「彩の国食と農林業ドリームフェス
タ」さらに展示会等にも積極的に出店し、そこからス
イーツやファストフード、焼き鳥店等新たな市場の開
拓を進めている。
「将来的には農業もやりたい。水耕で菌の少ない
農産物を生産することで、食の安全と高齢者雇用が
確保できるのではないかと考えています」
地域に愛される企業を追求しながら、同社は食を
通じて新たなコミュニティを創造し続けていく。

スパゲッティーや生パスタ、グラタン等の食品も人気

本社工場

配送するルートセールスを強みとしていた。
しかし、各スーパーが物流センターを設け、そこか
ら個店配送する方式を取り入れるようになると、同社
の強みは失われていく。さらに大手食品メーカー等
の参入も増え、同社製品は価格競争に巻き込まれる
ことになった。
「当時は今よりも安い値段で売っていました。私か
ら見ると、お金をつけて商品を出荷しているような状
態で、そこから撤退せざるを得なかった。そこで新た
に手がけたのが調理麺だったのです」

1980年代、2代目社長、栗田晴巳氏は関西の食文
化を取り入れ、調理麺の製造を始めることを決意する。
屋台文化が浸透していた関西では、できたものを買っ
て家で食べるという食文化があり、調理麺の市場が
活気を見せていたからだった。そこで同社は、関東圏
でいち早く調理麺市場に踏み込んだのだが……。
「大手スーパーに調理麺を納めたのですが、まった
く売れませんでした。関東の食文化には合っていな
かったようです」
関西のような屋台文化が一般的でなかった関東で

は、調理麺に対するスーパー各社の反応は冷たかっ
た。波乱の船出となった調理麺だったが、やがてすぐ
に追い風が吹く。コンビニエンスストアの台頭によっ
て様相が一変したのだ。
同社が調理麺を製造していることを聞きつけ、そ

れまで付き合いがなかったコンビニ各社から、商品を
扱いたいと注文がくるようになった。そして、コンビニ
の出店数に比例するように調理麺事業の売り上げは
伸び、事業は軌道に乗っていった。

調理麺事業は夏冬の季節変動が大きく、「冬は売
れない」というボトルネックがあった。同社も一番大

時流に乗り、調理麺事業が成長

売り上げを安定させるための改革

高齢者を雇用するカフェを開店

株式会社クリタエイムデリカZOOM UP

変な時期には、冬の売り上げが夏の4分の１まで低迷
したこともあったという。
「夏の経常利益率が十数％あっても、冬はマイナ
スで年間利益は１％切るのが当たり前でした」
冬場の売り上げを底上げし、経営を安定させるに

はどうしたらいいか―その課題解決に向けて同社
はさまざまな取り組みを始めた。
まず、平成5年、大手スーパーの要請を受けてデ
ザートの製造を始めたことをきっかけに、デリカ室と
冷蔵庫の設備投資を行った。そして、平成6年に社名
を栗田製麺所から現在の㈱クリタエイムデリカに変
更。さらに生スパゲッティーの製造機を導入してパス

タ製造を始め、その後、焼きそば、ラーメン、グラタン
といった惣菜事業を進めていった。さらに平成17年
には経営理念を策定し、平成19～20年にかけて営
業受注機能向上と生産効率向上等を図るシステム
開発に着手。さらに工場を新設して生産性を高め作
業の標準化も図った。
同社は創業以来の生麺をつくり、ゆで上げや蒸熱

を行う製麺事業から、手軽に食べられる調理麺事業、
そして惣菜事業と徐々に業容を広げてきた。そして、
調理麺にこだわって冬場の売り上げに苦戦する他社

より早く設備投資を行い惣菜を手がけたことで、受注
量は増え、冬の売り上げを底上げすることに成功した
のだ。また、それと同時に職場環境を社員が働きやす
いものへと整えていった。
「平成21年に社内保育所を設立しました。それま
では新卒で入社した女性は、結婚して子育てが始ま
ると退社していました。それを食い止めるには企業内
保育所があったほうがいいと思ったのです」
社内保育所の存在は採用に大きな影響を及ぼし、
女性従業員の定着率向上にも貢献した。平成26年
には認可保育園となり、現在は社外の子どもも受け
入れているという。

「当社の特徴はアイテム数が多いことと、“ことづく
り”の食品を充実させている点。季節に応じてさまざ
まな行事やイベントがあるので、それに合わせて食も
広げていきましょう、という考えです」
栗田社長がそう語るように、同社のことづくり食品

は魅力的なものが多い。ハロウィーンに向けたかぼ
ちゃグラタン、ボジョレー・ヌーボー解禁に合わせたパ
スタやキッシュ、子どもの日のグラタン・ドリアセット、

定番人気のそば、うどん、ラーメン

工場内の様子（左右）

の食糧不足を目の当たりにした栗田秀二氏（現社長
の義理の父）がお腹いっぱいになる食生活を夢見て、
生麺・ゆで麺の製造・販売から事業をスタート。昭和
42年に㈱栗田製麺所とした。
「創業当時は袋に入ったものではなくて、店頭で麺
の玉を並べて売っていた時代。焼きそばもせいろで
蒸していたと聞いています。その後、生麺の3食入り
しょうゆラーメンや3食入り冷やしラーメン等の食品
をメインに製造、販売していました」
やがて機械に精通していた秀二氏は、他社に先ん

じて麺の製造機を導入し生産を始める。折しも時代
は高度成長期、また個人商店からスーパーマーケッ
トへという小売りトレンドの変遷によって、大量生産
できる同社への発注は増加。さらに中心となって埼
玉県全域の学校給食の麺の導入を手がけ、自社で
東部地域の製造を行うことで生産量は増え、会社も
成長していった。
現社長の美和子氏が2代目社長・栗田晴巳氏と結
婚して同社に入社したのは昭和53年。その頃は、複
数の大手スーパーに自社製品を販売するだけでなく、
他社製品も受託して、チェーンスーパー数十店舗に

独自の商品開発で定番を生み出す
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経営者セミナー 

けです。
これには二つの意味がありました。先ず天守閣と
いうのは、それぞれの地域の戦争の時のシンボル
である。しかし、元和偃武以来、徳川家康公は、合
戦を否定されており、日本の国の隅々まで平和経営
をしようと宣言されている。ならば、天守閣は無用の
長物なのだ。やはり一番最初に行うべきことは、被
災した市民たちの救済であるということです。
信綱は大火の後の川越を不燃都市、防火都市と

して整備した経験を江戸の大火にも生かしました。
角地を空き地にして延焼を防ぎ、そこに防火用
水を蓄える整備を進めました。野火止の用水をつく
り、飲料水の確保に加えて防火用水の準備も強化
します。
広小路という制度もこの時であり、火除け地を精

力的に造ります。上野をはじめとして、あちこちにあ
る広小路はこの時の信綱の案です。
また、吉祥寺、高円寺など火元になりやすいお寺
を江戸の中心部から疎開させました。吉祥寺はその
後、元の文京区へ戻りましたが、今も地名は残ってお
ります。
松平信綱は、このようにハード面、ものの形となる

ような功績を数多く残しました。一方、阿部忠秋の方
は、人間の生き方、この時代の武士の在りようという
ような精神的なもの、いわゆるソフト面において大き
な影響を与えていた。ソフト、ハードの両面を二人で
補っていたということでありました。

寛永14年「島原の乱」が起こりました。キリシタン
一揆であります。当初は、この一揆の規模はそれほ
ど大きなものではあるまいという幕府側首脳部の判
断がありまして、板倉重昌という一万石の大名が鎮
圧司令官として現地へ派遣されました。ところが現
地でこの司令官に従うのは、佐賀の鍋島とか、福岡
の黒田、熊本の細川あるいは薩摩の島津などのそう
そうたる大名ばかりであり、格下の板倉の下では士
気が上がりません。現地の状況や不満が幕府首脳

『真田丸』というドラマが放映されておりましたが、
ご案内のように最後に大坂城が落城いたしまして、
主の豊臣秀頼とその母親、淀君が自殺して豊臣氏
が完全に滅びたのが慶長20年5月7日のことでござ
います。その直後の慶長20年7月13日に攻撃軍の
総大将でありました徳川家康が朝廷に頼みまして改
元をいたします。その元号が「元和」でございます。
家康の意図としては「平和のはじめ」という意味を
もっただろうと思います。
このころ大阪に集まっていた商人たちも、次第にそ
の影響を受けた江戸をはじめ全国の商人たちも、今
までのような経営理念ではやっていけないということ
を悟りまして、時代を読まなくてはいけない、この家
康の宣言によって、これからの日本がどのように変
わっていくのかをキャッチすることに力を尽くしました。
家康の平和志向は本物でございまして、何が彼に

そうさせたかというと、やはり世論でありました。この
時代に生きている、「年貢」を納める担税者たる農
民を含めた一般の民衆は、当時はいわゆる一つの

「空気」にひたっていたわけです。
徳川家康は、子供の時から今川家の人質になって

いたために、弱い立場、あるいは一番下の層にいる
人々の気持ちをキャッチすることが得意でありました。
一般の民衆のニーズ、最大の世論は平和志向だと
いうことで、早い機会に日本を平和にする。国家経
営のポリシーは平和化だと考えました。

家康は日本国の経営のポリシーである「平和」を
徳川幕府が押し進めることを示すべく「法度」をつく
りました。法度とは法律です。一つは禁裏、天皇に対
する法度。二番目が武家法度で、これは大名に対す
るものです。三番目が寺社に対する法度。そして四
番目が商人に対する法度です。これらの法度は「元
和」と年号を改めた7月13日の直後から全部7月中
に出ています。法度では今就いている職業に固定し
てしまい、しかも仕事の内容を今後はこうしてほしい
と規定しております。例えば天皇については、政治に
はかかわりをお持ちにならず、皇室にかかわりの深い
お宮の神事などに専念して頂きたい。また天皇を支
える公家も、政治に一切かかわりをもつことを禁じる
というものであり、そのときの天皇をはじめ数百人の
公家が全員、署名捺印をしております。わかりました
ということですね。

幕末において、徳川幕府が諸外国と通商条約を
結んだ際に、勅許を得ていないことが問題になりまし
たが、幕府側から言えば、天皇の仕事を制限した、禁
裏の法度に対して異論がないことを、天皇自ら署名
捺印をしているではないか、ということですね。
　

武家法度の中に「一国一城令」があります。大名
のステータス、あるいは地域の象徴を示す「城」は一
国において一城に限れという取決めであり、全国の
大名はこれに従いました。
この令によらない特例があります。それは、この埼
玉県、東京都、神奈川県の一部を含む武蔵国です。
特例だというのは、この武蔵国には一国一城令にか
かわらず、四つの城がありました。一つはいうまでも
なく江戸城です。あとは行田市の忍城、川越城、そし
て岩槻城です。武蔵国には一国に四城があったこと
になります。この埼玉県の城の城主を代々辿ってみ
ますと、全てが徳川幕府の政策立案官僚でありまし
て、幕府としては将軍のブレーンであったいわゆるエ
リートを必ず城主にしているなという気がいたします。
ご当地である埼玉の城の城主として、それぞれ活躍
した人々の「リーダー論」をお話させて頂きます。

現代のＩＴ社会におけるリーダーの条件は幾つか
ありますが、やはり先を見据える先見力をはじめ、情
報力、決断力、そして実行力が必要であり、これらは
リーダーのミニマムの条件だろうと考えます。ご案内
のようにＩＴ社会はコンピュータ社会ですから、どちら
かというと人と人との関わり、人間関係がだんだん
薄くなっているのは事実だと思います。
その意味では、現代のリーダーに欠くことのでき

ないものが一つあるだろうと思います。私はそれを
「風度」と言っております。周囲の人々から「・・なら
と思わせるらしさ」のことであります。「らしさ」とは
何であるか。人を「・・なら」とうなずかせるものであ

ります。皆様が経営の過程でお持ちになっている経
営理念、あるいは経営方針をＣＩ（コーポレートアイ
デンティティ）とおっしゃっていますね。「風度」は人
間におけるＣＩであります。これは、いわゆる固定さ
れたある一つのものをどこかで得て、それを生涯活
用して行くというものではないんですね。その人が
置かれた立場によって、風度の中がどんどん変わっ
てくる。平社員には平社員のときの風度が必要であ
り、それぞれの階層ごとにそれぞれの風度が必要
です。トップになればトップの風度が必要になるとい
うことであります。これが生涯学習の目標だと私は
思っております。
日本人には一つの癖がございまして、「何を」とい

う内容ではなかなか勝負しないんです。何で勝負し
ているかというと「誰が」です。つまり人です。誰が
言っているのか、誰がやっているのかという、言い手、
やり手にこだわるという慣習があります。
良い悪いではなく、現実にそういうものがあり、こ

れが日本の組織のひとつの特性だと思います。こう
いう言い手、やり手にこだわる価値判断を超えるの
が「風度」なのです。彼の言うことなら絶対に信用
できる、あるいは、彼の言うことなら協力しても間違
いはない、ということが一つのものさしになると思
います。
先程の先見力、情報力、決断力あるいは実行力と

いうものを超えるもの、あるいは逆にそれらをまとめ
ていくものが「風度」だと思っております。この風度を
歴史上の人物に当てはめてみますと、ご当地埼玉の
城主であり、徳川将軍の政策ブレーンであった松平
信綱にしても阿部忠秋にしても、周りが「彼のやるこ
となら」という言い方で、納得するものを持っていた
かなと思います。

家康は、元和元年7月にいろいろな法度を出して、
自分なりの国家経営の方針を示しました。しかし制
度的にも、武士の意識としてもこれが定着したなと
思われるのが三代目の将軍家光の時代であります。
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歴史から見たリーダーの条件

1927年東京生まれ。かつて東京都庁に勤め、都立大学事務長、広報室課長、企画関係部長、知事秘書、広報室長、企画
調整局長、政策室長などを歴任して退職、作家活動に入る。歴史の中から現代に通じるものを好んで書く。執筆活動の
かたわら、講演活動も積極的に行っている。第43回芥川賞候補。日本文芸家協会、日本推理作家協会会員。
1999年勲三等瑞宝章を受章。

童門冬二氏
小説家

プロフィール

平和のはじめ「元和」

平成28年11月22日（火）、小説家の童門冬二氏を講
師にお迎えし、「歴史から見たリーダーの条件」と題して
セミナーを開催した。以下、その概要を紹介したい。

松平信綱や阿部忠秋は、家光の家臣としてリー
ダーシップを発揮していたという経緯がございます。
彼らの存在や進出により、ようやく武官から文官へ
の質的変換が定着した時代です。
松平信綱、阿部忠秋、堀田正盛、この三羽烏は将
軍家光の乳母であった春日局が、子供のころから信
頼できる将軍の側近として養育した、いわゆる春日
学校の育ちです。
信綱と忠秋は性格も、部下への接し方も違い、信
綱の方が人気はあったようですが、心ある武士たち
は、例えば人事、予算を頼むのなら松平様、しかし人
間、武士としての心構えを学ぶのなら阿部様という
仕分けをして、それぞれの優れた面で、相談したり、
頼りにしていたようです。
堀田正盛は春日局の甥であり、幼少の時から特に

かわいがられておりました。しかし堀田は川越城主の
時に「川越の大火」と呼ばれる大きな火事を出して
しまいます。さすがの家光も、叔母である春日局もか
ばい切れない。責任をとらされて今の長野県、松本
城主へ転勤となりました。
後任として川越城主となったのが松平信綱です。

いわゆる事後政策、大火事の後の始末を彼が全て
やりました。現在川越の町に残っている、あの「火の
見やぐら」は、このとき信綱がつくったものです。今、
川越は、白い蔵と近代的な建造物とが入り混じって、
うまくバランスがとれた観光名所になっています。そ
の基をつくったのが信綱であります。

江戸城においても、彼は更に知恵を発揮しました。
明暦3年正月18日に起きた「振袖火事」は10万人
の死者が出て、江戸の町のかなりの建造物が焼失
するという大火災でありました。災害対策本部の
リーダーは松平信綱です。このときに、焼失してし
まった江戸城の天守閣を先ず復元すべきではない
かという意見が出ました。彼はそれを否定し「むしろ
その復元に掛ける費用を、避難者に対する救済の
資金として配分すべきである」という説を唱えるわ

にも伝わり老中たちは反省しました。老中会議では
「確かに国家への反乱軍に対して、われわれは少し
軽く見すぎた。やはり大物を派遣する必要がある。さ
て誰にしようか」と諮ります。
「私が参りましょう」と手を挙げたのが松平信綱で
あります。しかし信綱に合戦の経験がないことから、
他の重鎮の老中を推す声が多く出ました。そこで信
綱は凛として「訳がございます」と反論します。
「今の世は、どんどん文官を重視するような世相
に変わって来てはおりますが、まだまだ合戦の経験を
忘れられない旗本武士や大名がたくさんおります。
だから、たとえ文官であっても、武官の役割を見事に
果たせるのだということを私は立証したい。そのため
に決然と島原へ赴きたい。どうかお認め願います」と
いうことでした。
何かにつけてこの信綱を支持してくれたのが、家
光の実弟で、会津藩主であった保科正之であります。
「確かに今は世相が変わりつつある、切り替え時だ。
文官である松平殿がもしも鎮圧に成功すれば、多く
の合戦経験者の見方も変わってくるだろう。そして、
心を変える、いわゆる意識改革を自ら行えるだろう。
ここは松平殿にお出ましいただこう」
こうして松平信綱は現地へ赴くことが決まります。

しかし先に派遣されていた板倉重昌は、これを聞い
て怒ります。面目を失うことを恐れた板倉は、寛永15
年の元旦に反乱軍に対して総攻撃をかけますが、従
軍していた九州の諸大名の士気は上がらないままで
したから、本気でついていかず、結局突進した板倉
は戦死してしまいます。
そのすぐあとに松平信綱が島原に入りました。信
綱の策は時間をかけた包囲戦、兵糧攻めです。攻撃
疲れのあった九州の諸大名もこの戦法を喜びました。
信綱は敵の兵糧が尽きたことを確認して、寛永15年
2月末に総攻撃を命じ、三万人が一人残らず討ち果
たされたのです。
信綱は「包囲戦の成功は従軍の諸大名たちのご
協力の賜物である」と持ち上げました。いずれにせよ、
文官であった信綱が、武官の大将としても実績をあ
げられる、勝利をものにすることができるということ

になりまして、一躍、信綱の名が上がっただけではな
く、文官の支配によっても徳川幕府は今後運営がで
きるのだという心証を得たわけでございます。

柳沢吉保が信綱の後に川越城主になりました。
吉保は畑から城に入ってくる土埃を防ぐために、
畑の周りに茶をたくさん植えさせて埃を防ごうとし
ました。これが狭山茶の走りです。本当は川越茶
なのですね。
地域の特性、地域で経営している経営体の特性

や目玉を形で表していくことが、今の経営で大事な
ＣＩなのだと思います。コーポレートアイデンティティ
と言いますが、私はコミュニティアイデンティティと読
み替えています。それは企業としての風度です。これ
を生むことが今の経営に大事だろうと考えます。そ
れをつくり出していくのはやはり人ですから、一人ひ
とりが、階層に応じて、平社員には平社員の、係長に
は係長の、部課長には部課長の、トップにはトップの
役員らしい風度を生んでいくことが大事だろうと思
います。
現在の私が歴史から学ぶ経営者の目的、目標は
近江商人が江戸時代に行った「三方よし」だと思っ
ています。つまり、自分よし、相手よし、三番目が世間
よしです。まずは、そこそこの利益を得るという自分
によし。相手よしというのは、お客様です。お客様もよ
い品物を公正な価格で手に入れることができる。１と
２が相乗効果を起こして、これを繰返して行けば、社
会そのものが良くなるじゃありませんか。これは商業
道徳、商業倫理と言っていいようなことだろうと思い
ますが、これが現代の企業のひとつの「目標」なのか
なという気がいたします。
そして、それを成し遂げるのは自分の、また自社の

ＣＩである「風度」ですね。自社の特徴をやはり形で
表していく。それをつくり出していくのはあくまで人で
ありますから、従業員たちの階層別の職位に応じた
風度を生んでいくことが大切だと思います。

（文責：埼玉りそな産業経済振興財団事務局）

三代将軍家光の時代

現代のリーダーの条件「風度」の重要性

一国一城令

もう一つは、潜在総労働時間を2015年の水準で
不変としたことによるものである。総労働時間は、正
社員に比べ労働時間の短いパートタイマーの比率
が上昇してきたことなどから低下傾向にあるが、こ
うした傾向が止まると想定していることになり、やや
非現実的かもしれない。
しかし、このような想定でも、団塊ジュニア世代

（1971～74年生まれ）が65歳以上になる2035年
から40年にかけて、潜在労働力率は急低下し、潜
在労働投入量の低下テンポも速まることになる。

（3）潜在ＴＦＰ
（1）式により残差として求められたＴＦＰは景気変
動を含んだものになっているため、ＨＰフィルターで
滑らかにした。将来部分は直近の伸び（0.4％）が続
くと想定した。
（潜在成長率は2030年以降に大きく低下）
以上の前提から埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行った。
潜在成長率は、80年代4.5％、90年代1.9％から
2000年代には0.5％と1％を切る水準にまで低下し
た。生産要素の寄与度をみると、資本投入量の寄
与度の低下が最も大きい。労働投入量の寄与度は、
80年代は＋1.2％と成長率を押し上げていたが、90
年代、2000年代はマイナスとなり成長率を押し下
げる要因となった。
先行きの潜在成長率をみると、2010年代は
0.3％とやや低下するが、2020年代は0.5％と再び

③ＴＦＰの3つの生産要素の平均的な投入水準から
得られる実質ＧＤＰ（ここでは実質県内総生産）の伸
び率が潜在成長率である。したがって、前記の(1)式
に各生産要素の平均的な投入水準（潜在投入量）を
代入することにより潜在成長率が算出される。
（潜在投入量の算出と将来推計の前提）
（1）潜在資本投入量
資本投入量は設備の稼働率を考慮していないの

で、実績部分については、実際の投入量＝潜在投入
量となる。
将来部分は過去10年間の年平均伸び率（年率
0.6％）で延長した。なお資本ストックのデータはより
実際の経済価値に近いとされる「Ｒ-ＪＩＰデータベー
ス」を用いた。

（2）潜在労働投入量（推計方法の詳細は末尾の「潜在労働投
入量の推計方法」を参照）

潜在労働投入量は次のように求めた。
 

①潜在労働力率（＝労働力人口／15歳以上人口）
労働力率（2015年）は、15-64歳男性79％（女
性62％）、65歳以上男性34％（女性16％）と、65歳
以上の労働力率の水準はかなり低い。今後高齢化
が進み65歳以上人口が増えると、労働力率は全体
として低下する。また、時系列推移をみると、15-64
歳男性の労働力率は緩やかに低下しているのに対

し、女性の労働力率は15-64歳、65歳以上ともに上
昇傾向にある。こうした傾向を反映するように、年齢
別・男女別に分け潜在労働力率を算出した。
将来の潜在労働力率は、年齢別（15-64歳と65
歳以上）・男女別に分けた労働力率のトレンドを延長
し、各グループの人口構成比で加重平均した。ただ
し65歳以上男性の労働力率は低下傾向に歯止め
がかかりつつあるので、2015年の潜在労働力率の
水準で不変とした。

②潜在就業率（＝就業者数／労働力人口）
労働力率の算出と同様に、人口動態の影響を反
映するように、年齢別・男女別に分けて算出した。将
来部分は2015年の水準が続くと想定した。
③潜在総労働時間
所定内労働時間と所定外労働時間に分けて推
計した。将来部分は2015年の水準で不変とした。
④潜在労働投入量

上昇する。2000年代から2020年代までは、おおよ
そ0.5％程度の潜在成長率が維持されるという結
果となった。

次に5年ごとの潜在成長率をみてみよう。2000-05
年に0.7％あった潜在成長率は、05-10年0.3％、
10-15年0.1％とここ10年でかなり低下している。
低下の主因は資本投入量の寄与の低下である。こ
の間、ＴＦＰの寄与にはほとんど変化はなく、労働投
入量の寄与はマイナスとなり成長率を引き下げてい
るが寄与度はほとんど変わっていない。
先行きも資本投入量の寄与度は0.2％、ＴＦＰの寄
与度は0.5％と横ばいが続くが、労働投入量の寄与
度が、15-20年▲0.2％、20-25年▲0.1％とやや縮

小するものの、25-30年以降は拡大し、団塊ジュニ
ア世代が65歳以上となる35-40年には▲0.7％と大
きくなる。この結果潜在成長率は10-15年の0.1％
から、15-30年には0.5％程度に拡大するが、30-35
年0.2％、35-40年0.0％とほぼゼロ成長となる。
このように埼玉県においては、少子高齢化による
潜在成長率への影響は2030年以降に本格化する。
（県民1人当たりの潜在成長率は1％程度を維持）
このように県全体の潜在成長率は、2030年代に
ゼロ近辺まで低下するが、県民1人当たりの潜在成
長率はどうだろうか（注2）。1人当たりの成長率は、90
年代には1％強だったが、2000年代前半には0.4％
に低下、05-15年はマイナスとなったが、先行きは
再び上昇し1％弱の伸びとなる。県全体の潜在成長
率がほぼゼロとなる35-40年も、一人当たりの成長
率でみると0.8％の伸びを保つ。

（求められる対応）
今回の試算結果からみて、人口動態の変化によ

る負の影響を和らげるために、
・上昇トレンドにある女性の労働力率をさらに高めて
いくこと、15-64歳男性の労働力率が長期にわた
り低下傾向にありこれに歯止めをかけ上昇させる
こと等により、雇用の量的拡大を図ること
・教育訓練など就業者への投資を拡大し生産性を
向上させる等、雇用の質的改善を図ること
・各産業の生産性の向上を図るとともに、生産性の
低い産業から高い産業への労働移動を促進し、産

以上のような前提のもとで推計した潜在労働投入
量は、15歳以上人口と潜在労働力率の低下を主因
として、25年後の2040年には2015年に比べ14.3％
（年率0.61％）減少する。潜在労働投入量がピークを
つけた1995年から2015年の20年間では11.3％
（同0.60％）の減少なので、過去20年間とほぼ同じ
テンポで減少することを想定していることになる。
人口が減少するにもかかわらず、潜在労働投入
量の減少テンポが過去20年間と同程度にとどまる
のは、潜在労働力率の低下が続くとはいえそのテン
ポが緩やかになるためである。これは女性の潜在労
働力率の上昇トレンドが続くと想定したことと、
2015年までに団塊の世代が全て労働力率の低い
65歳以上に移行するためである。2040年時点の
15-64歳女性の潜在労働力率は72.8％と2015年
の62.0％から約10ポイント高まる。これは労働力率
が、2015年時点で都道府県のなかで3番目に高い
富山県の73.0％とほぼ同じ水準である。

法度の発布

・・
・・・

げん   な

総務省の国勢調査によると、2015年の埼玉県の
人口は727万人と2010年の前回調査から1.0％増
加した。年齢別では、15歳未満人口（同▲4.5％）と
15～64歳人口（同▲5.1％）が減少したのに対し、65
歳以上人口は同22.1％増加し、増加率は全国トップ
となった。人口増加は続いているものの、県内でも生
産年齢人口の減少や少子高齢化が進行している。
本稿ではこうした人口動態の変化が将来の埼玉
県の経済成長にどの程度の影響を与えるのかを分
析した。概要は以下のとおりである。
○埼玉県の経済成長率は90年代以降大きく低下
したが、その要因をみると、資本投入量の低下に
よる影響が最も大きく、次に労働投入量の減少の
影響が大きかった。
○潜在成長率は、2000年代前半に0.7％程度まで
低下したが、現在（2010-15年）は0.1％程度とさ
らに低下したとみられる。
○先行きの潜在成長率は、2015-30年には0.5％
程度に拡大するが、30年以降は大きく低下し、団
塊ジュニア世代が65歳以上になる2035年以降
はほぼゼロとなる。
○人口動態の変化による負の影響を和らげるため
に、女性の労働力率をさらに高めるなど雇用の量
的拡大を図るとともに、雇用の質的改善を図るこ
と、企業の設備投資を促進すること、生産性の向
上を図ることなどの対応が考えられるだろう。

埼玉県経済はどのような要因で成長しているの
だろうか。ここでは成長会計の手法を用いて、埼玉
県経済の成長の要因を分析する。
成長会計とは、経済成長を供給サイドから捉える

もので、経済成長率（実質県内総生産の成長率）を、

①資本投入量、②労働投入量、③ＴＦＰ（Total 
Factor Productivity＝全要素生産性）の3つの要
因に分解し、経済成長がどの要素によってもたらさ
れたのかを分析するものである。
①の資本投入量は企業等の生産活動で使用され

る工場・機械設備・オフィス・店舗等の設備の量、②
の労働投入量は生産活動に投入される労働力の量
で、就業者数に労働時間を乗じたもの、③のＴＦＰは
技術進歩や生産効率等を意味し、資本や労働の投
入量では説明できない生産性の向上を表している。
成長会計によると、県内の経済成長率は次式のよ

うに、「資本分配率と資本投入量の伸び率の積」、
「労働分配率と労働投入量の伸び率の積」、「ＴＦＰの
伸び率」の3つの要因に分解され、①資本投入量、②
労働投入量、③ＴＦＰが、それぞれ経済成長にどの程
度寄与したのかを推計することができる（推計方法の詳細
は末尾の「成長会計による推計方法」を参照）。
 

（推計結果）
埼玉県の実質経済成長率の長期推移をみると、
80年代5.5％、90年代1.2％、2000年代0.9％、10
～15年1.0％（推計）と、80年代から90年代にかけ
て大きく低下し、90年代以降は1％程度の成長が続
いている。
前記の3つの要因（①資本投入量、②労働投入量、
③ＴＦＰ）が経済成長にどの程度寄与したのかをみる
と、まず労働投入量の寄与度は、80年代には＋
1.1％とプラスとなっていた（経済成長率を押し上げ
ていた）が、90年代には▲0.1％とマイナスに転じ、
2000年代以降もマイナスの寄与となり経済成長率
を押し下げる要因に転じた。資本投入量（上グラフ-
データは内閣府「都道府県別民間資本ストック」を
使用）は、80年代には＋3.6％の寄与があったが、90

年代は＋1.8％と半減し、2000年代以降は＋0.7％と
プラスの寄与は続いているものの低下している。
資本投入量に経済産業研究所の「Ｒ-ＪＩＰデータ

ベース2014」のデータを用いた場合の寄与度（下
グラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代
＋0.4％、10～15年＋0.1％と資本投入量の寄与度
はより小さくなっている。
ＴＦＰの寄与度は（上グラフ-内閣府ベース）、80
年代＋0.8％のあと、90年代は▲0.5％とマイナスと
なり、2000年代以降は＋0.7％と再びプラスとなっ
た。「Ｒ-ＪＩＰ」のデータを用いた場合の寄与度（下グ
ラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代＋
0.9％、10～15年＋1.3％とＴＦＰの寄与度は大きい。
80年代と2000年代を比較すると、成長率は
5.5％→0.9％に4.6％低下した。
その要因をみると、

・労働投入量：1.1％→▲0.4％（1.5％低下）
・資本投入量（内閣府ベース）：3.6％→0.7％（2.9％低
下）、同（Ｒ-ＪＩＰベース）：3.1％→0.4％（2.7％低下）
・ＴＦＰ（内閣府ベース）：0.8％→0.7％（0.1％低下）、
同（Ｒ-ＪＩＰベース）：1.3％→0.9％（0.4％低下）
となった。
3つの要因のうち、資本投入量の低下の影響が
最も大きく、次に労働投入量の減少の影響が大き
かった。ＴＦＰの低下の影響は比較的小さかった。
労働投入量は、労働基準法の改正により88年か

ら94年にかけて所定内労働時間が段階的に引き下
げられ、これに合わせ完全週休2日制が普及したた
め、90年代は労働時間の減少を主因として減少し、
2000年代以降は就業者数の減少を主因として減
少した。今後も生産年齢人口（15～64歳人口）の減
少により、就業者数の減少傾向は続くと予想され、
労働投入量は成長率を引き下げる方向に寄与する、
すなわち成長の足を引っ張る要因となる。
より深刻なのは、資本投入量の低下の影響である。
資本投入量の成長率に対する寄与度はプラスを維
持しているものの、寄与度の低下幅は最も大きい。
成長会計による分析からみると、企業による設備投
資の停滞をいかに食い止めるかが大きな課題である。

少子高齢化が続く埼玉県の経済成長率は、今後
どのように推移するのだろうか。ここでは人口動態
の変化を反映した埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行う（注1）。
潜在成長率は、中長期的に持続可能な経済成長
率、景気循環等の短期の変動を調整した趨勢的な
成長率、などと表現され、内閣府では、潜在ＧＤＰを
「経済の過去のトレンドからみて平均的な水準で生
産要素を投入した時に実現可能なＧＤＰ」と定義し
ている。すなわち、①資本投入量、②労働投入量、

業全体の生産性を向上させること
・資本投入量の潜在成長率への寄与が低下してい
ることから企業の設備投資を促進し、1人当たりの
資本装備率を引き上げること
・さらにその設備投資は、ＴＦＰを引き上げるような
省力化投資や生産性の向上に重点を置いたもの

であること
などの対応が考えられるだろう。 （樋口広治）
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経営者セミナー 

けです。
これには二つの意味がありました。先ず天守閣と
いうのは、それぞれの地域の戦争の時のシンボル
である。しかし、元和偃武以来、徳川家康公は、合
戦を否定されており、日本の国の隅々まで平和経営
をしようと宣言されている。ならば、天守閣は無用の
長物なのだ。やはり一番最初に行うべきことは、被
災した市民たちの救済であるということです。
信綱は大火の後の川越を不燃都市、防火都市と

して整備した経験を江戸の大火にも生かしました。
角地を空き地にして延焼を防ぎ、そこに防火用
水を蓄える整備を進めました。野火止の用水をつく
り、飲料水の確保に加えて防火用水の準備も強化
します。
広小路という制度もこの時であり、火除け地を精

力的に造ります。上野をはじめとして、あちこちにあ
る広小路はこの時の信綱の案です。
また、吉祥寺、高円寺など火元になりやすいお寺
を江戸の中心部から疎開させました。吉祥寺はその
後、元の文京区へ戻りましたが、今も地名は残ってお
ります。
松平信綱は、このようにハード面、ものの形となる

ような功績を数多く残しました。一方、阿部忠秋の方
は、人間の生き方、この時代の武士の在りようという
ような精神的なもの、いわゆるソフト面において大き
な影響を与えていた。ソフト、ハードの両面を二人で
補っていたということでありました。

寛永14年「島原の乱」が起こりました。キリシタン
一揆であります。当初は、この一揆の規模はそれほ
ど大きなものではあるまいという幕府側首脳部の判
断がありまして、板倉重昌という一万石の大名が鎮
圧司令官として現地へ派遣されました。ところが現
地でこの司令官に従うのは、佐賀の鍋島とか、福岡
の黒田、熊本の細川あるいは薩摩の島津などのそう
そうたる大名ばかりであり、格下の板倉の下では士
気が上がりません。現地の状況や不満が幕府首脳

『真田丸』というドラマが放映されておりましたが、
ご案内のように最後に大坂城が落城いたしまして、
主の豊臣秀頼とその母親、淀君が自殺して豊臣氏
が完全に滅びたのが慶長20年5月7日のことでござ
います。その直後の慶長20年7月13日に攻撃軍の
総大将でありました徳川家康が朝廷に頼みまして改
元をいたします。その元号が「元和」でございます。
家康の意図としては「平和のはじめ」という意味を
もっただろうと思います。
このころ大阪に集まっていた商人たちも、次第にそ
の影響を受けた江戸をはじめ全国の商人たちも、今
までのような経営理念ではやっていけないということ
を悟りまして、時代を読まなくてはいけない、この家
康の宣言によって、これからの日本がどのように変
わっていくのかをキャッチすることに力を尽くしました。
家康の平和志向は本物でございまして、何が彼に

そうさせたかというと、やはり世論でありました。この
時代に生きている、「年貢」を納める担税者たる農
民を含めた一般の民衆は、当時はいわゆる一つの

「空気」にひたっていたわけです。
徳川家康は、子供の時から今川家の人質になって

いたために、弱い立場、あるいは一番下の層にいる
人々の気持ちをキャッチすることが得意でありました。
一般の民衆のニーズ、最大の世論は平和志向だと
いうことで、早い機会に日本を平和にする。国家経
営のポリシーは平和化だと考えました。

家康は日本国の経営のポリシーである「平和」を
徳川幕府が押し進めることを示すべく「法度」をつく
りました。法度とは法律です。一つは禁裏、天皇に対
する法度。二番目が武家法度で、これは大名に対す
るものです。三番目が寺社に対する法度。そして四
番目が商人に対する法度です。これらの法度は「元
和」と年号を改めた7月13日の直後から全部7月中
に出ています。法度では今就いている職業に固定し
てしまい、しかも仕事の内容を今後はこうしてほしい
と規定しております。例えば天皇については、政治に
はかかわりをお持ちにならず、皇室にかかわりの深い
お宮の神事などに専念して頂きたい。また天皇を支
える公家も、政治に一切かかわりをもつことを禁じる
というものであり、そのときの天皇をはじめ数百人の
公家が全員、署名捺印をしております。わかりました
ということですね。

幕末において、徳川幕府が諸外国と通商条約を
結んだ際に、勅許を得ていないことが問題になりまし
たが、幕府側から言えば、天皇の仕事を制限した、禁
裏の法度に対して異論がないことを、天皇自ら署名
捺印をしているではないか、ということですね。
　

武家法度の中に「一国一城令」があります。大名
のステータス、あるいは地域の象徴を示す「城」は一
国において一城に限れという取決めであり、全国の
大名はこれに従いました。
この令によらない特例があります。それは、この埼
玉県、東京都、神奈川県の一部を含む武蔵国です。
特例だというのは、この武蔵国には一国一城令にか
かわらず、四つの城がありました。一つはいうまでも
なく江戸城です。あとは行田市の忍城、川越城、そし
て岩槻城です。武蔵国には一国に四城があったこと
になります。この埼玉県の城の城主を代々辿ってみ
ますと、全てが徳川幕府の政策立案官僚でありまし
て、幕府としては将軍のブレーンであったいわゆるエ
リートを必ず城主にしているなという気がいたします。
ご当地である埼玉の城の城主として、それぞれ活躍
した人々の「リーダー論」をお話させて頂きます。

現代のＩＴ社会におけるリーダーの条件は幾つか
ありますが、やはり先を見据える先見力をはじめ、情
報力、決断力、そして実行力が必要であり、これらは
リーダーのミニマムの条件だろうと考えます。ご案内
のようにＩＴ社会はコンピュータ社会ですから、どちら
かというと人と人との関わり、人間関係がだんだん
薄くなっているのは事実だと思います。
その意味では、現代のリーダーに欠くことのでき

ないものが一つあるだろうと思います。私はそれを
「風度」と言っております。周囲の人々から「・・なら
と思わせるらしさ」のことであります。「らしさ」とは
何であるか。人を「・・なら」とうなずかせるものであ

ります。皆様が経営の過程でお持ちになっている経
営理念、あるいは経営方針をＣＩ（コーポレートアイ
デンティティ）とおっしゃっていますね。「風度」は人
間におけるＣＩであります。これは、いわゆる固定さ
れたある一つのものをどこかで得て、それを生涯活
用して行くというものではないんですね。その人が
置かれた立場によって、風度の中がどんどん変わっ
てくる。平社員には平社員のときの風度が必要であ
り、それぞれの階層ごとにそれぞれの風度が必要
です。トップになればトップの風度が必要になるとい
うことであります。これが生涯学習の目標だと私は
思っております。
日本人には一つの癖がございまして、「何を」とい

う内容ではなかなか勝負しないんです。何で勝負し
ているかというと「誰が」です。つまり人です。誰が
言っているのか、誰がやっているのかという、言い手、
やり手にこだわるという慣習があります。
良い悪いではなく、現実にそういうものがあり、こ

れが日本の組織のひとつの特性だと思います。こう
いう言い手、やり手にこだわる価値判断を超えるの
が「風度」なのです。彼の言うことなら絶対に信用
できる、あるいは、彼の言うことなら協力しても間違
いはない、ということが一つのものさしになると思
います。
先程の先見力、情報力、決断力あるいは実行力と

いうものを超えるもの、あるいは逆にそれらをまとめ
ていくものが「風度」だと思っております。この風度を
歴史上の人物に当てはめてみますと、ご当地埼玉の
城主であり、徳川将軍の政策ブレーンであった松平
信綱にしても阿部忠秋にしても、周りが「彼のやるこ
となら」という言い方で、納得するものを持っていた
かなと思います。

家康は、元和元年7月にいろいろな法度を出して、
自分なりの国家経営の方針を示しました。しかし制
度的にも、武士の意識としてもこれが定着したなと
思われるのが三代目の将軍家光の時代であります。
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歴史から見たリーダーの条件

1927年東京生まれ。かつて東京都庁に勤め、都立大学事務長、広報室課長、企画関係部長、知事秘書、広報室長、企画
調整局長、政策室長などを歴任して退職、作家活動に入る。歴史の中から現代に通じるものを好んで書く。執筆活動の
かたわら、講演活動も積極的に行っている。第43回芥川賞候補。日本文芸家協会、日本推理作家協会会員。
1999年勲三等瑞宝章を受章。

童門冬二氏
小説家

プロフィール

平和のはじめ「元和」

平成28年11月22日（火）、小説家の童門冬二氏を講
師にお迎えし、「歴史から見たリーダーの条件」と題して
セミナーを開催した。以下、その概要を紹介したい。

松平信綱や阿部忠秋は、家光の家臣としてリー
ダーシップを発揮していたという経緯がございます。
彼らの存在や進出により、ようやく武官から文官へ
の質的変換が定着した時代です。
松平信綱、阿部忠秋、堀田正盛、この三羽烏は将
軍家光の乳母であった春日局が、子供のころから信
頼できる将軍の側近として養育した、いわゆる春日
学校の育ちです。
信綱と忠秋は性格も、部下への接し方も違い、信
綱の方が人気はあったようですが、心ある武士たち
は、例えば人事、予算を頼むのなら松平様、しかし人
間、武士としての心構えを学ぶのなら阿部様という
仕分けをして、それぞれの優れた面で、相談したり、
頼りにしていたようです。
堀田正盛は春日局の甥であり、幼少の時から特に

かわいがられておりました。しかし堀田は川越城主の
時に「川越の大火」と呼ばれる大きな火事を出して
しまいます。さすがの家光も、叔母である春日局もか
ばい切れない。責任をとらされて今の長野県、松本
城主へ転勤となりました。
後任として川越城主となったのが松平信綱です。

いわゆる事後政策、大火事の後の始末を彼が全て
やりました。現在川越の町に残っている、あの「火の
見やぐら」は、このとき信綱がつくったものです。今、
川越は、白い蔵と近代的な建造物とが入り混じって、
うまくバランスがとれた観光名所になっています。そ
の基をつくったのが信綱であります。

江戸城においても、彼は更に知恵を発揮しました。
明暦3年正月18日に起きた「振袖火事」は10万人
の死者が出て、江戸の町のかなりの建造物が焼失
するという大火災でありました。災害対策本部の
リーダーは松平信綱です。このときに、焼失してし
まった江戸城の天守閣を先ず復元すべきではない
かという意見が出ました。彼はそれを否定し「むしろ
その復元に掛ける費用を、避難者に対する救済の
資金として配分すべきである」という説を唱えるわ

にも伝わり老中たちは反省しました。老中会議では
「確かに国家への反乱軍に対して、われわれは少し
軽く見すぎた。やはり大物を派遣する必要がある。さ
て誰にしようか」と諮ります。
「私が参りましょう」と手を挙げたのが松平信綱で
あります。しかし信綱に合戦の経験がないことから、
他の重鎮の老中を推す声が多く出ました。そこで信
綱は凛として「訳がございます」と反論します。
「今の世は、どんどん文官を重視するような世相
に変わって来てはおりますが、まだまだ合戦の経験を
忘れられない旗本武士や大名がたくさんおります。
だから、たとえ文官であっても、武官の役割を見事に
果たせるのだということを私は立証したい。そのため
に決然と島原へ赴きたい。どうかお認め願います」と
いうことでした。
何かにつけてこの信綱を支持してくれたのが、家
光の実弟で、会津藩主であった保科正之であります。
「確かに今は世相が変わりつつある、切り替え時だ。
文官である松平殿がもしも鎮圧に成功すれば、多く
の合戦経験者の見方も変わってくるだろう。そして、
心を変える、いわゆる意識改革を自ら行えるだろう。
ここは松平殿にお出ましいただこう」
こうして松平信綱は現地へ赴くことが決まります。

しかし先に派遣されていた板倉重昌は、これを聞い
て怒ります。面目を失うことを恐れた板倉は、寛永15
年の元旦に反乱軍に対して総攻撃をかけますが、従
軍していた九州の諸大名の士気は上がらないままで
したから、本気でついていかず、結局突進した板倉
は戦死してしまいます。
そのすぐあとに松平信綱が島原に入りました。信
綱の策は時間をかけた包囲戦、兵糧攻めです。攻撃
疲れのあった九州の諸大名もこの戦法を喜びました。
信綱は敵の兵糧が尽きたことを確認して、寛永15年
2月末に総攻撃を命じ、三万人が一人残らず討ち果
たされたのです。
信綱は「包囲戦の成功は従軍の諸大名たちのご
協力の賜物である」と持ち上げました。いずれにせよ、
文官であった信綱が、武官の大将としても実績をあ
げられる、勝利をものにすることができるということ

になりまして、一躍、信綱の名が上がっただけではな
く、文官の支配によっても徳川幕府は今後運営がで
きるのだという心証を得たわけでございます。

柳沢吉保が信綱の後に川越城主になりました。
吉保は畑から城に入ってくる土埃を防ぐために、
畑の周りに茶をたくさん植えさせて埃を防ごうとし
ました。これが狭山茶の走りです。本当は川越茶
なのですね。
地域の特性、地域で経営している経営体の特性

や目玉を形で表していくことが、今の経営で大事な
ＣＩなのだと思います。コーポレートアイデンティティ
と言いますが、私はコミュニティアイデンティティと読
み替えています。それは企業としての風度です。これ
を生むことが今の経営に大事だろうと考えます。そ
れをつくり出していくのはやはり人ですから、一人ひ
とりが、階層に応じて、平社員には平社員の、係長に
は係長の、部課長には部課長の、トップにはトップの
役員らしい風度を生んでいくことが大事だろうと思
います。
現在の私が歴史から学ぶ経営者の目的、目標は
近江商人が江戸時代に行った「三方よし」だと思っ
ています。つまり、自分よし、相手よし、三番目が世間
よしです。まずは、そこそこの利益を得るという自分
によし。相手よしというのは、お客様です。お客様もよ
い品物を公正な価格で手に入れることができる。１と
２が相乗効果を起こして、これを繰返して行けば、社
会そのものが良くなるじゃありませんか。これは商業
道徳、商業倫理と言っていいようなことだろうと思い
ますが、これが現代の企業のひとつの「目標」なのか
なという気がいたします。
そして、それを成し遂げるのは自分の、また自社の

ＣＩである「風度」ですね。自社の特徴をやはり形で
表していく。それをつくり出していくのはあくまで人で
ありますから、従業員たちの階層別の職位に応じた
風度を生んでいくことが大切だと思います。

（文責：埼玉りそな産業経済振興財団事務局）

三代将軍家光の時代

現代のリーダーの条件「風度」の重要性
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もう一つは、潜在総労働時間を2015年の水準で
不変としたことによるものである。総労働時間は、正
社員に比べ労働時間の短いパートタイマーの比率
が上昇してきたことなどから低下傾向にあるが、こ
うした傾向が止まると想定していることになり、やや
非現実的かもしれない。
しかし、このような想定でも、団塊ジュニア世代

（1971～74年生まれ）が65歳以上になる2035年
から40年にかけて、潜在労働力率は急低下し、潜
在労働投入量の低下テンポも速まることになる。

（3）潜在ＴＦＰ
（1）式により残差として求められたＴＦＰは景気変
動を含んだものになっているため、ＨＰフィルターで
滑らかにした。将来部分は直近の伸び（0.4％）が続
くと想定した。
（潜在成長率は2030年以降に大きく低下）
以上の前提から埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行った。
潜在成長率は、80年代4.5％、90年代1.9％から
2000年代には0.5％と1％を切る水準にまで低下し
た。生産要素の寄与度をみると、資本投入量の寄
与度の低下が最も大きい。労働投入量の寄与度は、
80年代は＋1.2％と成長率を押し上げていたが、90
年代、2000年代はマイナスとなり成長率を押し下
げる要因となった。
先行きの潜在成長率をみると、2010年代は
0.3％とやや低下するが、2020年代は0.5％と再び

③ＴＦＰの3つの生産要素の平均的な投入水準から
得られる実質ＧＤＰ（ここでは実質県内総生産）の伸
び率が潜在成長率である。したがって、前記の(1)式
に各生産要素の平均的な投入水準（潜在投入量）を
代入することにより潜在成長率が算出される。
（潜在投入量の算出と将来推計の前提）
（1）潜在資本投入量
資本投入量は設備の稼働率を考慮していないの

で、実績部分については、実際の投入量＝潜在投入
量となる。
将来部分は過去10年間の年平均伸び率（年率
0.6％）で延長した。なお資本ストックのデータはより
実際の経済価値に近いとされる「Ｒ-ＪＩＰデータベー
ス」を用いた。

（2）潜在労働投入量（推計方法の詳細は末尾の「潜在労働投
入量の推計方法」を参照）

潜在労働投入量は次のように求めた。
 

①潜在労働力率（＝労働力人口／15歳以上人口）
労働力率（2015年）は、15-64歳男性79％（女
性62％）、65歳以上男性34％（女性16％）と、65歳
以上の労働力率の水準はかなり低い。今後高齢化
が進み65歳以上人口が増えると、労働力率は全体
として低下する。また、時系列推移をみると、15-64
歳男性の労働力率は緩やかに低下しているのに対

し、女性の労働力率は15-64歳、65歳以上ともに上
昇傾向にある。こうした傾向を反映するように、年齢
別・男女別に分け潜在労働力率を算出した。
将来の潜在労働力率は、年齢別（15-64歳と65
歳以上）・男女別に分けた労働力率のトレンドを延長
し、各グループの人口構成比で加重平均した。ただ
し65歳以上男性の労働力率は低下傾向に歯止め
がかかりつつあるので、2015年の潜在労働力率の
水準で不変とした。

②潜在就業率（＝就業者数／労働力人口）
労働力率の算出と同様に、人口動態の影響を反
映するように、年齢別・男女別に分けて算出した。将
来部分は2015年の水準が続くと想定した。
③潜在総労働時間
所定内労働時間と所定外労働時間に分けて推
計した。将来部分は2015年の水準で不変とした。
④潜在労働投入量

上昇する。2000年代から2020年代までは、おおよ
そ0.5％程度の潜在成長率が維持されるという結
果となった。

次に5年ごとの潜在成長率をみてみよう。2000-05
年に0.7％あった潜在成長率は、05-10年0.3％、
10-15年0.1％とここ10年でかなり低下している。
低下の主因は資本投入量の寄与の低下である。こ
の間、ＴＦＰの寄与にはほとんど変化はなく、労働投
入量の寄与はマイナスとなり成長率を引き下げてい
るが寄与度はほとんど変わっていない。
先行きも資本投入量の寄与度は0.2％、ＴＦＰの寄
与度は0.5％と横ばいが続くが、労働投入量の寄与
度が、15-20年▲0.2％、20-25年▲0.1％とやや縮

小するものの、25-30年以降は拡大し、団塊ジュニ
ア世代が65歳以上となる35-40年には▲0.7％と大
きくなる。この結果潜在成長率は10-15年の0.1％
から、15-30年には0.5％程度に拡大するが、30-35
年0.2％、35-40年0.0％とほぼゼロ成長となる。
このように埼玉県においては、少子高齢化による
潜在成長率への影響は2030年以降に本格化する。
（県民1人当たりの潜在成長率は1％程度を維持）
このように県全体の潜在成長率は、2030年代に
ゼロ近辺まで低下するが、県民1人当たりの潜在成
長率はどうだろうか（注2）。1人当たりの成長率は、90
年代には1％強だったが、2000年代前半には0.4％
に低下、05-15年はマイナスとなったが、先行きは
再び上昇し1％弱の伸びとなる。県全体の潜在成長
率がほぼゼロとなる35-40年も、一人当たりの成長
率でみると0.8％の伸びを保つ。

（求められる対応）
今回の試算結果からみて、人口動態の変化によ

る負の影響を和らげるために、
・上昇トレンドにある女性の労働力率をさらに高めて
いくこと、15-64歳男性の労働力率が長期にわた
り低下傾向にありこれに歯止めをかけ上昇させる
こと等により、雇用の量的拡大を図ること
・教育訓練など就業者への投資を拡大し生産性を
向上させる等、雇用の質的改善を図ること
・各産業の生産性の向上を図るとともに、生産性の
低い産業から高い産業への労働移動を促進し、産

以上のような前提のもとで推計した潜在労働投入
量は、15歳以上人口と潜在労働力率の低下を主因
として、25年後の2040年には2015年に比べ14.3％
（年率0.61％）減少する。潜在労働投入量がピークを
つけた1995年から2015年の20年間では11.3％
（同0.60％）の減少なので、過去20年間とほぼ同じ
テンポで減少することを想定していることになる。
人口が減少するにもかかわらず、潜在労働投入
量の減少テンポが過去20年間と同程度にとどまる
のは、潜在労働力率の低下が続くとはいえそのテン
ポが緩やかになるためである。これは女性の潜在労
働力率の上昇トレンドが続くと想定したことと、
2015年までに団塊の世代が全て労働力率の低い
65歳以上に移行するためである。2040年時点の
15-64歳女性の潜在労働力率は72.8％と2015年
の62.0％から約10ポイント高まる。これは労働力率
が、2015年時点で都道府県のなかで3番目に高い
富山県の73.0％とほぼ同じ水準である。

法度の発布

・・
・・・
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総務省の国勢調査によると、2015年の埼玉県の
人口は727万人と2010年の前回調査から1.0％増
加した。年齢別では、15歳未満人口（同▲4.5％）と
15～64歳人口（同▲5.1％）が減少したのに対し、65
歳以上人口は同22.1％増加し、増加率は全国トップ
となった。人口増加は続いているものの、県内でも生
産年齢人口の減少や少子高齢化が進行している。
本稿ではこうした人口動態の変化が将来の埼玉
県の経済成長にどの程度の影響を与えるのかを分
析した。概要は以下のとおりである。
○埼玉県の経済成長率は90年代以降大きく低下
したが、その要因をみると、資本投入量の低下に
よる影響が最も大きく、次に労働投入量の減少の
影響が大きかった。
○潜在成長率は、2000年代前半に0.7％程度まで
低下したが、現在（2010-15年）は0.1％程度とさ
らに低下したとみられる。
○先行きの潜在成長率は、2015-30年には0.5％
程度に拡大するが、30年以降は大きく低下し、団
塊ジュニア世代が65歳以上になる2035年以降
はほぼゼロとなる。
○人口動態の変化による負の影響を和らげるため
に、女性の労働力率をさらに高めるなど雇用の量
的拡大を図るとともに、雇用の質的改善を図るこ
と、企業の設備投資を促進すること、生産性の向
上を図ることなどの対応が考えられるだろう。

埼玉県経済はどのような要因で成長しているの
だろうか。ここでは成長会計の手法を用いて、埼玉
県経済の成長の要因を分析する。
成長会計とは、経済成長を供給サイドから捉える

もので、経済成長率（実質県内総生産の成長率）を、

①資本投入量、②労働投入量、③ＴＦＰ（Total 
Factor Productivity＝全要素生産性）の3つの要
因に分解し、経済成長がどの要素によってもたらさ
れたのかを分析するものである。
①の資本投入量は企業等の生産活動で使用され

る工場・機械設備・オフィス・店舗等の設備の量、②
の労働投入量は生産活動に投入される労働力の量
で、就業者数に労働時間を乗じたもの、③のＴＦＰは
技術進歩や生産効率等を意味し、資本や労働の投
入量では説明できない生産性の向上を表している。
成長会計によると、県内の経済成長率は次式のよ

うに、「資本分配率と資本投入量の伸び率の積」、
「労働分配率と労働投入量の伸び率の積」、「ＴＦＰの
伸び率」の3つの要因に分解され、①資本投入量、②
労働投入量、③ＴＦＰが、それぞれ経済成長にどの程
度寄与したのかを推計することができる（推計方法の詳細
は末尾の「成長会計による推計方法」を参照）。
 

（推計結果）
埼玉県の実質経済成長率の長期推移をみると、
80年代5.5％、90年代1.2％、2000年代0.9％、10
～15年1.0％（推計）と、80年代から90年代にかけ
て大きく低下し、90年代以降は1％程度の成長が続
いている。
前記の3つの要因（①資本投入量、②労働投入量、
③ＴＦＰ）が経済成長にどの程度寄与したのかをみる
と、まず労働投入量の寄与度は、80年代には＋
1.1％とプラスとなっていた（経済成長率を押し上げ
ていた）が、90年代には▲0.1％とマイナスに転じ、
2000年代以降もマイナスの寄与となり経済成長率
を押し下げる要因に転じた。資本投入量（上グラフ-
データは内閣府「都道府県別民間資本ストック」を
使用）は、80年代には＋3.6％の寄与があったが、90

年代は＋1.8％と半減し、2000年代以降は＋0.7％と
プラスの寄与は続いているものの低下している。
資本投入量に経済産業研究所の「Ｒ-ＪＩＰデータ

ベース2014」のデータを用いた場合の寄与度（下
グラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代
＋0.4％、10～15年＋0.1％と資本投入量の寄与度
はより小さくなっている。
ＴＦＰの寄与度は（上グラフ-内閣府ベース）、80
年代＋0.8％のあと、90年代は▲0.5％とマイナスと
なり、2000年代以降は＋0.7％と再びプラスとなっ
た。「Ｒ-ＪＩＰ」のデータを用いた場合の寄与度（下グ
ラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代＋
0.9％、10～15年＋1.3％とＴＦＰの寄与度は大きい。
80年代と2000年代を比較すると、成長率は
5.5％→0.9％に4.6％低下した。
その要因をみると、

・労働投入量：1.1％→▲0.4％（1.5％低下）
・資本投入量（内閣府ベース）：3.6％→0.7％（2.9％低
下）、同（Ｒ-ＪＩＰベース）：3.1％→0.4％（2.7％低下）
・ＴＦＰ（内閣府ベース）：0.8％→0.7％（0.1％低下）、
同（Ｒ-ＪＩＰベース）：1.3％→0.9％（0.4％低下）
となった。
3つの要因のうち、資本投入量の低下の影響が
最も大きく、次に労働投入量の減少の影響が大き
かった。ＴＦＰの低下の影響は比較的小さかった。
労働投入量は、労働基準法の改正により88年か

ら94年にかけて所定内労働時間が段階的に引き下
げられ、これに合わせ完全週休2日制が普及したた
め、90年代は労働時間の減少を主因として減少し、
2000年代以降は就業者数の減少を主因として減
少した。今後も生産年齢人口（15～64歳人口）の減
少により、就業者数の減少傾向は続くと予想され、
労働投入量は成長率を引き下げる方向に寄与する、
すなわち成長の足を引っ張る要因となる。
より深刻なのは、資本投入量の低下の影響である。
資本投入量の成長率に対する寄与度はプラスを維
持しているものの、寄与度の低下幅は最も大きい。
成長会計による分析からみると、企業による設備投
資の停滞をいかに食い止めるかが大きな課題である。

少子高齢化が続く埼玉県の経済成長率は、今後
どのように推移するのだろうか。ここでは人口動態
の変化を反映した埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行う（注1）。
潜在成長率は、中長期的に持続可能な経済成長
率、景気循環等の短期の変動を調整した趨勢的な
成長率、などと表現され、内閣府では、潜在ＧＤＰを
「経済の過去のトレンドからみて平均的な水準で生
産要素を投入した時に実現可能なＧＤＰ」と定義し
ている。すなわち、①資本投入量、②労働投入量、

業全体の生産性を向上させること
・資本投入量の潜在成長率への寄与が低下してい
ることから企業の設備投資を促進し、1人当たりの
資本装備率を引き上げること
・さらにその設備投資は、ＴＦＰを引き上げるような
省力化投資や生産性の向上に重点を置いたもの

であること
などの対応が考えられるだろう。 （樋口広治）
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けです。
これには二つの意味がありました。先ず天守閣と
いうのは、それぞれの地域の戦争の時のシンボル
である。しかし、元和偃武以来、徳川家康公は、合
戦を否定されており、日本の国の隅々まで平和経営
をしようと宣言されている。ならば、天守閣は無用の
長物なのだ。やはり一番最初に行うべきことは、被
災した市民たちの救済であるということです。
信綱は大火の後の川越を不燃都市、防火都市と

して整備した経験を江戸の大火にも生かしました。
角地を空き地にして延焼を防ぎ、そこに防火用
水を蓄える整備を進めました。野火止の用水をつく
り、飲料水の確保に加えて防火用水の準備も強化
します。
広小路という制度もこの時であり、火除け地を精

力的に造ります。上野をはじめとして、あちこちにあ
る広小路はこの時の信綱の案です。
また、吉祥寺、高円寺など火元になりやすいお寺
を江戸の中心部から疎開させました。吉祥寺はその
後、元の文京区へ戻りましたが、今も地名は残ってお
ります。
松平信綱は、このようにハード面、ものの形となる

ような功績を数多く残しました。一方、阿部忠秋の方
は、人間の生き方、この時代の武士の在りようという
ような精神的なもの、いわゆるソフト面において大き
な影響を与えていた。ソフト、ハードの両面を二人で
補っていたということでありました。

寛永14年「島原の乱」が起こりました。キリシタン
一揆であります。当初は、この一揆の規模はそれほ
ど大きなものではあるまいという幕府側首脳部の判
断がありまして、板倉重昌という一万石の大名が鎮
圧司令官として現地へ派遣されました。ところが現
地でこの司令官に従うのは、佐賀の鍋島とか、福岡
の黒田、熊本の細川あるいは薩摩の島津などのそう
そうたる大名ばかりであり、格下の板倉の下では士
気が上がりません。現地の状況や不満が幕府首脳

『真田丸』というドラマが放映されておりましたが、
ご案内のように最後に大坂城が落城いたしまして、
主の豊臣秀頼とその母親、淀君が自殺して豊臣氏
が完全に滅びたのが慶長20年5月7日のことでござ
います。その直後の慶長20年7月13日に攻撃軍の
総大将でありました徳川家康が朝廷に頼みまして改
元をいたします。その元号が「元和」でございます。
家康の意図としては「平和のはじめ」という意味を
もっただろうと思います。
このころ大阪に集まっていた商人たちも、次第にそ
の影響を受けた江戸をはじめ全国の商人たちも、今
までのような経営理念ではやっていけないということ
を悟りまして、時代を読まなくてはいけない、この家
康の宣言によって、これからの日本がどのように変
わっていくのかをキャッチすることに力を尽くしました。
家康の平和志向は本物でございまして、何が彼に

そうさせたかというと、やはり世論でありました。この
時代に生きている、「年貢」を納める担税者たる農
民を含めた一般の民衆は、当時はいわゆる一つの

「空気」にひたっていたわけです。
徳川家康は、子供の時から今川家の人質になって

いたために、弱い立場、あるいは一番下の層にいる
人々の気持ちをキャッチすることが得意でありました。
一般の民衆のニーズ、最大の世論は平和志向だと
いうことで、早い機会に日本を平和にする。国家経
営のポリシーは平和化だと考えました。

家康は日本国の経営のポリシーである「平和」を
徳川幕府が押し進めることを示すべく「法度」をつく
りました。法度とは法律です。一つは禁裏、天皇に対
する法度。二番目が武家法度で、これは大名に対す
るものです。三番目が寺社に対する法度。そして四
番目が商人に対する法度です。これらの法度は「元
和」と年号を改めた7月13日の直後から全部7月中
に出ています。法度では今就いている職業に固定し
てしまい、しかも仕事の内容を今後はこうしてほしい
と規定しております。例えば天皇については、政治に
はかかわりをお持ちにならず、皇室にかかわりの深い
お宮の神事などに専念して頂きたい。また天皇を支
える公家も、政治に一切かかわりをもつことを禁じる
というものであり、そのときの天皇をはじめ数百人の
公家が全員、署名捺印をしております。わかりました
ということですね。

幕末において、徳川幕府が諸外国と通商条約を
結んだ際に、勅許を得ていないことが問題になりまし
たが、幕府側から言えば、天皇の仕事を制限した、禁
裏の法度に対して異論がないことを、天皇自ら署名
捺印をしているではないか、ということですね。
　

武家法度の中に「一国一城令」があります。大名
のステータス、あるいは地域の象徴を示す「城」は一
国において一城に限れという取決めであり、全国の
大名はこれに従いました。
この令によらない特例があります。それは、この埼
玉県、東京都、神奈川県の一部を含む武蔵国です。
特例だというのは、この武蔵国には一国一城令にか
かわらず、四つの城がありました。一つはいうまでも
なく江戸城です。あとは行田市の忍城、川越城、そし
て岩槻城です。武蔵国には一国に四城があったこと
になります。この埼玉県の城の城主を代々辿ってみ
ますと、全てが徳川幕府の政策立案官僚でありまし
て、幕府としては将軍のブレーンであったいわゆるエ
リートを必ず城主にしているなという気がいたします。
ご当地である埼玉の城の城主として、それぞれ活躍
した人々の「リーダー論」をお話させて頂きます。

現代のＩＴ社会におけるリーダーの条件は幾つか
ありますが、やはり先を見据える先見力をはじめ、情
報力、決断力、そして実行力が必要であり、これらは
リーダーのミニマムの条件だろうと考えます。ご案内
のようにＩＴ社会はコンピュータ社会ですから、どちら
かというと人と人との関わり、人間関係がだんだん
薄くなっているのは事実だと思います。
その意味では、現代のリーダーに欠くことのでき

ないものが一つあるだろうと思います。私はそれを
「風度」と言っております。周囲の人々から「・・なら
と思わせるらしさ」のことであります。「らしさ」とは
何であるか。人を「・・なら」とうなずかせるものであ

ります。皆様が経営の過程でお持ちになっている経
営理念、あるいは経営方針をＣＩ（コーポレートアイ
デンティティ）とおっしゃっていますね。「風度」は人
間におけるＣＩであります。これは、いわゆる固定さ
れたある一つのものをどこかで得て、それを生涯活
用して行くというものではないんですね。その人が
置かれた立場によって、風度の中がどんどん変わっ
てくる。平社員には平社員のときの風度が必要であ
り、それぞれの階層ごとにそれぞれの風度が必要
です。トップになればトップの風度が必要になるとい
うことであります。これが生涯学習の目標だと私は
思っております。
日本人には一つの癖がございまして、「何を」とい

う内容ではなかなか勝負しないんです。何で勝負し
ているかというと「誰が」です。つまり人です。誰が
言っているのか、誰がやっているのかという、言い手、
やり手にこだわるという慣習があります。
良い悪いではなく、現実にそういうものがあり、こ

れが日本の組織のひとつの特性だと思います。こう
いう言い手、やり手にこだわる価値判断を超えるの
が「風度」なのです。彼の言うことなら絶対に信用
できる、あるいは、彼の言うことなら協力しても間違
いはない、ということが一つのものさしになると思
います。
先程の先見力、情報力、決断力あるいは実行力と

いうものを超えるもの、あるいは逆にそれらをまとめ
ていくものが「風度」だと思っております。この風度を
歴史上の人物に当てはめてみますと、ご当地埼玉の
城主であり、徳川将軍の政策ブレーンであった松平
信綱にしても阿部忠秋にしても、周りが「彼のやるこ
となら」という言い方で、納得するものを持っていた
かなと思います。

家康は、元和元年7月にいろいろな法度を出して、
自分なりの国家経営の方針を示しました。しかし制
度的にも、武士の意識としてもこれが定着したなと
思われるのが三代目の将軍家光の時代であります。

松平信綱や阿部忠秋は、家光の家臣としてリー
ダーシップを発揮していたという経緯がございます。
彼らの存在や進出により、ようやく武官から文官へ
の質的変換が定着した時代です。
松平信綱、阿部忠秋、堀田正盛、この三羽烏は将
軍家光の乳母であった春日局が、子供のころから信
頼できる将軍の側近として養育した、いわゆる春日
学校の育ちです。
信綱と忠秋は性格も、部下への接し方も違い、信
綱の方が人気はあったようですが、心ある武士たち
は、例えば人事、予算を頼むのなら松平様、しかし人
間、武士としての心構えを学ぶのなら阿部様という
仕分けをして、それぞれの優れた面で、相談したり、
頼りにしていたようです。
堀田正盛は春日局の甥であり、幼少の時から特に

かわいがられておりました。しかし堀田は川越城主の
時に「川越の大火」と呼ばれる大きな火事を出して
しまいます。さすがの家光も、叔母である春日局もか
ばい切れない。責任をとらされて今の長野県、松本
城主へ転勤となりました。
後任として川越城主となったのが松平信綱です。

いわゆる事後政策、大火事の後の始末を彼が全て
やりました。現在川越の町に残っている、あの「火の
見やぐら」は、このとき信綱がつくったものです。今、
川越は、白い蔵と近代的な建造物とが入り混じって、
うまくバランスがとれた観光名所になっています。そ
の基をつくったのが信綱であります。

江戸城においても、彼は更に知恵を発揮しました。
明暦3年正月18日に起きた「振袖火事」は10万人
の死者が出て、江戸の町のかなりの建造物が焼失
するという大火災でありました。災害対策本部の
リーダーは松平信綱です。このときに、焼失してし
まった江戸城の天守閣を先ず復元すべきではない
かという意見が出ました。彼はそれを否定し「むしろ
その復元に掛ける費用を、避難者に対する救済の
資金として配分すべきである」という説を唱えるわ

にも伝わり老中たちは反省しました。老中会議では
「確かに国家への反乱軍に対して、われわれは少し
軽く見すぎた。やはり大物を派遣する必要がある。さ
て誰にしようか」と諮ります。
「私が参りましょう」と手を挙げたのが松平信綱で
あります。しかし信綱に合戦の経験がないことから、
他の重鎮の老中を推す声が多く出ました。そこで信
綱は凛として「訳がございます」と反論します。
「今の世は、どんどん文官を重視するような世相
に変わって来てはおりますが、まだまだ合戦の経験を
忘れられない旗本武士や大名がたくさんおります。
だから、たとえ文官であっても、武官の役割を見事に
果たせるのだということを私は立証したい。そのため
に決然と島原へ赴きたい。どうかお認め願います」と
いうことでした。
何かにつけてこの信綱を支持してくれたのが、家
光の実弟で、会津藩主であった保科正之であります。
「確かに今は世相が変わりつつある、切り替え時だ。
文官である松平殿がもしも鎮圧に成功すれば、多く
の合戦経験者の見方も変わってくるだろう。そして、
心を変える、いわゆる意識改革を自ら行えるだろう。
ここは松平殿にお出ましいただこう」
こうして松平信綱は現地へ赴くことが決まります。

しかし先に派遣されていた板倉重昌は、これを聞い
て怒ります。面目を失うことを恐れた板倉は、寛永15
年の元旦に反乱軍に対して総攻撃をかけますが、従
軍していた九州の諸大名の士気は上がらないままで
したから、本気でついていかず、結局突進した板倉
は戦死してしまいます。
そのすぐあとに松平信綱が島原に入りました。信
綱の策は時間をかけた包囲戦、兵糧攻めです。攻撃
疲れのあった九州の諸大名もこの戦法を喜びました。
信綱は敵の兵糧が尽きたことを確認して、寛永15年
2月末に総攻撃を命じ、三万人が一人残らず討ち果
たされたのです。
信綱は「包囲戦の成功は従軍の諸大名たちのご
協力の賜物である」と持ち上げました。いずれにせよ、
文官であった信綱が、武官の大将としても実績をあ
げられる、勝利をものにすることができるということ

になりまして、一躍、信綱の名が上がっただけではな
く、文官の支配によっても徳川幕府は今後運営がで
きるのだという心証を得たわけでございます。

柳沢吉保が信綱の後に川越城主になりました。
吉保は畑から城に入ってくる土埃を防ぐために、
畑の周りに茶をたくさん植えさせて埃を防ごうとし
ました。これが狭山茶の走りです。本当は川越茶
なのですね。
地域の特性、地域で経営している経営体の特性

や目玉を形で表していくことが、今の経営で大事な
ＣＩなのだと思います。コーポレートアイデンティティ
と言いますが、私はコミュニティアイデンティティと読
み替えています。それは企業としての風度です。これ
を生むことが今の経営に大事だろうと考えます。そ
れをつくり出していくのはやはり人ですから、一人ひ
とりが、階層に応じて、平社員には平社員の、係長に
は係長の、部課長には部課長の、トップにはトップの
役員らしい風度を生んでいくことが大事だろうと思
います。
現在の私が歴史から学ぶ経営者の目的、目標は
近江商人が江戸時代に行った「三方よし」だと思っ
ています。つまり、自分よし、相手よし、三番目が世間
よしです。まずは、そこそこの利益を得るという自分
によし。相手よしというのは、お客様です。お客様もよ
い品物を公正な価格で手に入れることができる。１と
２が相乗効果を起こして、これを繰返して行けば、社
会そのものが良くなるじゃありませんか。これは商業
道徳、商業倫理と言っていいようなことだろうと思い
ますが、これが現代の企業のひとつの「目標」なのか
なという気がいたします。
そして、それを成し遂げるのは自分の、また自社の

ＣＩである「風度」ですね。自社の特徴をやはり形で
表していく。それをつくり出していくのはあくまで人で
ありますから、従業員たちの階層別の職位に応じた
風度を生んでいくことが大切だと思います。

（文責：埼玉りそな産業経済振興財団事務局）

経営に大事なＣＩ

島原の乱松平信綱の功績　

もう一つは、潜在総労働時間を2015年の水準で
不変としたことによるものである。総労働時間は、正
社員に比べ労働時間の短いパートタイマーの比率
が上昇してきたことなどから低下傾向にあるが、こ
うした傾向が止まると想定していることになり、やや
非現実的かもしれない。
しかし、このような想定でも、団塊ジュニア世代

（1971～74年生まれ）が65歳以上になる2035年
から40年にかけて、潜在労働力率は急低下し、潜
在労働投入量の低下テンポも速まることになる。

（3）潜在ＴＦＰ
（1）式により残差として求められたＴＦＰは景気変
動を含んだものになっているため、ＨＰフィルターで
滑らかにした。将来部分は直近の伸び（0.4％）が続
くと想定した。
（潜在成長率は2030年以降に大きく低下）
以上の前提から埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行った。
潜在成長率は、80年代4.5％、90年代1.9％から
2000年代には0.5％と1％を切る水準にまで低下し
た。生産要素の寄与度をみると、資本投入量の寄
与度の低下が最も大きい。労働投入量の寄与度は、
80年代は＋1.2％と成長率を押し上げていたが、90
年代、2000年代はマイナスとなり成長率を押し下
げる要因となった。
先行きの潜在成長率をみると、2010年代は
0.3％とやや低下するが、2020年代は0.5％と再び

③ＴＦＰの3つの生産要素の平均的な投入水準から
得られる実質ＧＤＰ（ここでは実質県内総生産）の伸
び率が潜在成長率である。したがって、前記の(1)式
に各生産要素の平均的な投入水準（潜在投入量）を
代入することにより潜在成長率が算出される。
（潜在投入量の算出と将来推計の前提）
（1）潜在資本投入量
資本投入量は設備の稼働率を考慮していないの

で、実績部分については、実際の投入量＝潜在投入
量となる。
将来部分は過去10年間の年平均伸び率（年率
0.6％）で延長した。なお資本ストックのデータはより
実際の経済価値に近いとされる「Ｒ-ＪＩＰデータベー
ス」を用いた。

（2）潜在労働投入量（推計方法の詳細は末尾の「潜在労働投
入量の推計方法」を参照）

潜在労働投入量は次のように求めた。
 

①潜在労働力率（＝労働力人口／15歳以上人口）
労働力率（2015年）は、15-64歳男性79％（女
性62％）、65歳以上男性34％（女性16％）と、65歳
以上の労働力率の水準はかなり低い。今後高齢化
が進み65歳以上人口が増えると、労働力率は全体
として低下する。また、時系列推移をみると、15-64
歳男性の労働力率は緩やかに低下しているのに対

し、女性の労働力率は15-64歳、65歳以上ともに上
昇傾向にある。こうした傾向を反映するように、年齢
別・男女別に分け潜在労働力率を算出した。
将来の潜在労働力率は、年齢別（15-64歳と65
歳以上）・男女別に分けた労働力率のトレンドを延長
し、各グループの人口構成比で加重平均した。ただ
し65歳以上男性の労働力率は低下傾向に歯止め
がかかりつつあるので、2015年の潜在労働力率の
水準で不変とした。

②潜在就業率（＝就業者数／労働力人口）
労働力率の算出と同様に、人口動態の影響を反
映するように、年齢別・男女別に分けて算出した。将
来部分は2015年の水準が続くと想定した。
③潜在総労働時間
所定内労働時間と所定外労働時間に分けて推
計した。将来部分は2015年の水準で不変とした。
④潜在労働投入量

上昇する。2000年代から2020年代までは、おおよ
そ0.5％程度の潜在成長率が維持されるという結
果となった。

次に5年ごとの潜在成長率をみてみよう。2000-05
年に0.7％あった潜在成長率は、05-10年0.3％、
10-15年0.1％とここ10年でかなり低下している。
低下の主因は資本投入量の寄与の低下である。こ
の間、ＴＦＰの寄与にはほとんど変化はなく、労働投
入量の寄与はマイナスとなり成長率を引き下げてい
るが寄与度はほとんど変わっていない。
先行きも資本投入量の寄与度は0.2％、ＴＦＰの寄
与度は0.5％と横ばいが続くが、労働投入量の寄与
度が、15-20年▲0.2％、20-25年▲0.1％とやや縮

小するものの、25-30年以降は拡大し、団塊ジュニ
ア世代が65歳以上となる35-40年には▲0.7％と大
きくなる。この結果潜在成長率は10-15年の0.1％
から、15-30年には0.5％程度に拡大するが、30-35
年0.2％、35-40年0.0％とほぼゼロ成長となる。
このように埼玉県においては、少子高齢化による
潜在成長率への影響は2030年以降に本格化する。
（県民1人当たりの潜在成長率は1％程度を維持）
このように県全体の潜在成長率は、2030年代に
ゼロ近辺まで低下するが、県民1人当たりの潜在成
長率はどうだろうか（注2）。1人当たりの成長率は、90
年代には1％強だったが、2000年代前半には0.4％
に低下、05-15年はマイナスとなったが、先行きは
再び上昇し1％弱の伸びとなる。県全体の潜在成長
率がほぼゼロとなる35-40年も、一人当たりの成長
率でみると0.8％の伸びを保つ。

（求められる対応）
今回の試算結果からみて、人口動態の変化によ

る負の影響を和らげるために、
・上昇トレンドにある女性の労働力率をさらに高めて
いくこと、15-64歳男性の労働力率が長期にわた
り低下傾向にありこれに歯止めをかけ上昇させる
こと等により、雇用の量的拡大を図ること
・教育訓練など就業者への投資を拡大し生産性を
向上させる等、雇用の質的改善を図ること
・各産業の生産性の向上を図るとともに、生産性の
低い産業から高い産業への労働移動を促進し、産

以上のような前提のもとで推計した潜在労働投入
量は、15歳以上人口と潜在労働力率の低下を主因
として、25年後の2040年には2015年に比べ14.3％
（年率0.61％）減少する。潜在労働投入量がピークを
つけた1995年から2015年の20年間では11.3％
（同0.60％）の減少なので、過去20年間とほぼ同じ
テンポで減少することを想定していることになる。
人口が減少するにもかかわらず、潜在労働投入
量の減少テンポが過去20年間と同程度にとどまる
のは、潜在労働力率の低下が続くとはいえそのテン
ポが緩やかになるためである。これは女性の潜在労
働力率の上昇トレンドが続くと想定したことと、
2015年までに団塊の世代が全て労働力率の低い
65歳以上に移行するためである。2040年時点の
15-64歳女性の潜在労働力率は72.8％と2015年
の62.0％から約10ポイント高まる。これは労働力率
が、2015年時点で都道府県のなかで3番目に高い
富山県の73.0％とほぼ同じ水準である。

げん  な    えん  ぶ

総務省の国勢調査によると、2015年の埼玉県の
人口は727万人と2010年の前回調査から1.0％増
加した。年齢別では、15歳未満人口（同▲4.5％）と
15～64歳人口（同▲5.1％）が減少したのに対し、65
歳以上人口は同22.1％増加し、増加率は全国トップ
となった。人口増加は続いているものの、県内でも生
産年齢人口の減少や少子高齢化が進行している。
本稿ではこうした人口動態の変化が将来の埼玉
県の経済成長にどの程度の影響を与えるのかを分
析した。概要は以下のとおりである。
○埼玉県の経済成長率は90年代以降大きく低下
したが、その要因をみると、資本投入量の低下に
よる影響が最も大きく、次に労働投入量の減少の
影響が大きかった。
○潜在成長率は、2000年代前半に0.7％程度まで
低下したが、現在（2010-15年）は0.1％程度とさ
らに低下したとみられる。
○先行きの潜在成長率は、2015-30年には0.5％
程度に拡大するが、30年以降は大きく低下し、団
塊ジュニア世代が65歳以上になる2035年以降
はほぼゼロとなる。
○人口動態の変化による負の影響を和らげるため
に、女性の労働力率をさらに高めるなど雇用の量
的拡大を図るとともに、雇用の質的改善を図るこ
と、企業の設備投資を促進すること、生産性の向
上を図ることなどの対応が考えられるだろう。

埼玉県経済はどのような要因で成長しているの
だろうか。ここでは成長会計の手法を用いて、埼玉
県経済の成長の要因を分析する。
成長会計とは、経済成長を供給サイドから捉える

もので、経済成長率（実質県内総生産の成長率）を、

①資本投入量、②労働投入量、③ＴＦＰ（Total 
Factor Productivity＝全要素生産性）の3つの要
因に分解し、経済成長がどの要素によってもたらさ
れたのかを分析するものである。
①の資本投入量は企業等の生産活動で使用され

る工場・機械設備・オフィス・店舗等の設備の量、②
の労働投入量は生産活動に投入される労働力の量
で、就業者数に労働時間を乗じたもの、③のＴＦＰは
技術進歩や生産効率等を意味し、資本や労働の投
入量では説明できない生産性の向上を表している。
成長会計によると、県内の経済成長率は次式のよ

うに、「資本分配率と資本投入量の伸び率の積」、
「労働分配率と労働投入量の伸び率の積」、「ＴＦＰの
伸び率」の3つの要因に分解され、①資本投入量、②
労働投入量、③ＴＦＰが、それぞれ経済成長にどの程
度寄与したのかを推計することができる（推計方法の詳細
は末尾の「成長会計による推計方法」を参照）。
 

（推計結果）
埼玉県の実質経済成長率の長期推移をみると、
80年代5.5％、90年代1.2％、2000年代0.9％、10
～15年1.0％（推計）と、80年代から90年代にかけ
て大きく低下し、90年代以降は1％程度の成長が続
いている。
前記の3つの要因（①資本投入量、②労働投入量、
③ＴＦＰ）が経済成長にどの程度寄与したのかをみる
と、まず労働投入量の寄与度は、80年代には＋
1.1％とプラスとなっていた（経済成長率を押し上げ
ていた）が、90年代には▲0.1％とマイナスに転じ、
2000年代以降もマイナスの寄与となり経済成長率
を押し下げる要因に転じた。資本投入量（上グラフ-
データは内閣府「都道府県別民間資本ストック」を
使用）は、80年代には＋3.6％の寄与があったが、90

年代は＋1.8％と半減し、2000年代以降は＋0.7％と
プラスの寄与は続いているものの低下している。
資本投入量に経済産業研究所の「Ｒ-ＪＩＰデータ

ベース2014」のデータを用いた場合の寄与度（下
グラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代
＋0.4％、10～15年＋0.1％と資本投入量の寄与度
はより小さくなっている。
ＴＦＰの寄与度は（上グラフ-内閣府ベース）、80
年代＋0.8％のあと、90年代は▲0.5％とマイナスと
なり、2000年代以降は＋0.7％と再びプラスとなっ
た。「Ｒ-ＪＩＰ」のデータを用いた場合の寄与度（下グ
ラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代＋
0.9％、10～15年＋1.3％とＴＦＰの寄与度は大きい。
80年代と2000年代を比較すると、成長率は
5.5％→0.9％に4.6％低下した。
その要因をみると、

・労働投入量：1.1％→▲0.4％（1.5％低下）
・資本投入量（内閣府ベース）：3.6％→0.7％（2.9％低
下）、同（Ｒ-ＪＩＰベース）：3.1％→0.4％（2.7％低下）
・ＴＦＰ（内閣府ベース）：0.8％→0.7％（0.1％低下）、
同（Ｒ-ＪＩＰベース）：1.3％→0.9％（0.4％低下）
となった。
3つの要因のうち、資本投入量の低下の影響が
最も大きく、次に労働投入量の減少の影響が大き
かった。ＴＦＰの低下の影響は比較的小さかった。
労働投入量は、労働基準法の改正により88年か

ら94年にかけて所定内労働時間が段階的に引き下
げられ、これに合わせ完全週休2日制が普及したた
め、90年代は労働時間の減少を主因として減少し、
2000年代以降は就業者数の減少を主因として減
少した。今後も生産年齢人口（15～64歳人口）の減
少により、就業者数の減少傾向は続くと予想され、
労働投入量は成長率を引き下げる方向に寄与する、
すなわち成長の足を引っ張る要因となる。
より深刻なのは、資本投入量の低下の影響である。
資本投入量の成長率に対する寄与度はプラスを維
持しているものの、寄与度の低下幅は最も大きい。
成長会計による分析からみると、企業による設備投
資の停滞をいかに食い止めるかが大きな課題である。

少子高齢化が続く埼玉県の経済成長率は、今後
どのように推移するのだろうか。ここでは人口動態
の変化を反映した埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行う（注1）。
潜在成長率は、中長期的に持続可能な経済成長
率、景気循環等の短期の変動を調整した趨勢的な
成長率、などと表現され、内閣府では、潜在ＧＤＰを
「経済の過去のトレンドからみて平均的な水準で生
産要素を投入した時に実現可能なＧＤＰ」と定義し
ている。すなわち、①資本投入量、②労働投入量、

業全体の生産性を向上させること
・資本投入量の潜在成長率への寄与が低下してい
ることから企業の設備投資を促進し、1人当たりの
資本装備率を引き上げること
・さらにその設備投資は、ＴＦＰを引き上げるような
省力化投資や生産性の向上に重点を置いたもの

であること
などの対応が考えられるだろう。 （樋口広治）
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けです。
これには二つの意味がありました。先ず天守閣と
いうのは、それぞれの地域の戦争の時のシンボル
である。しかし、元和偃武以来、徳川家康公は、合
戦を否定されており、日本の国の隅々まで平和経営
をしようと宣言されている。ならば、天守閣は無用の
長物なのだ。やはり一番最初に行うべきことは、被
災した市民たちの救済であるということです。
信綱は大火の後の川越を不燃都市、防火都市と

して整備した経験を江戸の大火にも生かしました。
角地を空き地にして延焼を防ぎ、そこに防火用
水を蓄える整備を進めました。野火止の用水をつく
り、飲料水の確保に加えて防火用水の準備も強化
します。
広小路という制度もこの時であり、火除け地を精

力的に造ります。上野をはじめとして、あちこちにあ
る広小路はこの時の信綱の案です。
また、吉祥寺、高円寺など火元になりやすいお寺
を江戸の中心部から疎開させました。吉祥寺はその
後、元の文京区へ戻りましたが、今も地名は残ってお
ります。
松平信綱は、このようにハード面、ものの形となる

ような功績を数多く残しました。一方、阿部忠秋の方
は、人間の生き方、この時代の武士の在りようという
ような精神的なもの、いわゆるソフト面において大き
な影響を与えていた。ソフト、ハードの両面を二人で
補っていたということでありました。

寛永14年「島原の乱」が起こりました。キリシタン
一揆であります。当初は、この一揆の規模はそれほ
ど大きなものではあるまいという幕府側首脳部の判
断がありまして、板倉重昌という一万石の大名が鎮
圧司令官として現地へ派遣されました。ところが現
地でこの司令官に従うのは、佐賀の鍋島とか、福岡
の黒田、熊本の細川あるいは薩摩の島津などのそう
そうたる大名ばかりであり、格下の板倉の下では士
気が上がりません。現地の状況や不満が幕府首脳

『真田丸』というドラマが放映されておりましたが、
ご案内のように最後に大坂城が落城いたしまして、
主の豊臣秀頼とその母親、淀君が自殺して豊臣氏
が完全に滅びたのが慶長20年5月7日のことでござ
います。その直後の慶長20年7月13日に攻撃軍の
総大将でありました徳川家康が朝廷に頼みまして改
元をいたします。その元号が「元和」でございます。
家康の意図としては「平和のはじめ」という意味を
もっただろうと思います。
このころ大阪に集まっていた商人たちも、次第にそ
の影響を受けた江戸をはじめ全国の商人たちも、今
までのような経営理念ではやっていけないということ
を悟りまして、時代を読まなくてはいけない、この家
康の宣言によって、これからの日本がどのように変
わっていくのかをキャッチすることに力を尽くしました。
家康の平和志向は本物でございまして、何が彼に

そうさせたかというと、やはり世論でありました。この
時代に生きている、「年貢」を納める担税者たる農
民を含めた一般の民衆は、当時はいわゆる一つの

「空気」にひたっていたわけです。
徳川家康は、子供の時から今川家の人質になって

いたために、弱い立場、あるいは一番下の層にいる
人々の気持ちをキャッチすることが得意でありました。
一般の民衆のニーズ、最大の世論は平和志向だと
いうことで、早い機会に日本を平和にする。国家経
営のポリシーは平和化だと考えました。

家康は日本国の経営のポリシーである「平和」を
徳川幕府が押し進めることを示すべく「法度」をつく
りました。法度とは法律です。一つは禁裏、天皇に対
する法度。二番目が武家法度で、これは大名に対す
るものです。三番目が寺社に対する法度。そして四
番目が商人に対する法度です。これらの法度は「元
和」と年号を改めた7月13日の直後から全部7月中
に出ています。法度では今就いている職業に固定し
てしまい、しかも仕事の内容を今後はこうしてほしい
と規定しております。例えば天皇については、政治に
はかかわりをお持ちにならず、皇室にかかわりの深い
お宮の神事などに専念して頂きたい。また天皇を支
える公家も、政治に一切かかわりをもつことを禁じる
というものであり、そのときの天皇をはじめ数百人の
公家が全員、署名捺印をしております。わかりました
ということですね。

幕末において、徳川幕府が諸外国と通商条約を
結んだ際に、勅許を得ていないことが問題になりまし
たが、幕府側から言えば、天皇の仕事を制限した、禁
裏の法度に対して異論がないことを、天皇自ら署名
捺印をしているではないか、ということですね。
　

武家法度の中に「一国一城令」があります。大名
のステータス、あるいは地域の象徴を示す「城」は一
国において一城に限れという取決めであり、全国の
大名はこれに従いました。
この令によらない特例があります。それは、この埼
玉県、東京都、神奈川県の一部を含む武蔵国です。
特例だというのは、この武蔵国には一国一城令にか
かわらず、四つの城がありました。一つはいうまでも
なく江戸城です。あとは行田市の忍城、川越城、そし
て岩槻城です。武蔵国には一国に四城があったこと
になります。この埼玉県の城の城主を代々辿ってみ
ますと、全てが徳川幕府の政策立案官僚でありまし
て、幕府としては将軍のブレーンであったいわゆるエ
リートを必ず城主にしているなという気がいたします。
ご当地である埼玉の城の城主として、それぞれ活躍
した人々の「リーダー論」をお話させて頂きます。

現代のＩＴ社会におけるリーダーの条件は幾つか
ありますが、やはり先を見据える先見力をはじめ、情
報力、決断力、そして実行力が必要であり、これらは
リーダーのミニマムの条件だろうと考えます。ご案内
のようにＩＴ社会はコンピュータ社会ですから、どちら
かというと人と人との関わり、人間関係がだんだん
薄くなっているのは事実だと思います。
その意味では、現代のリーダーに欠くことのでき

ないものが一つあるだろうと思います。私はそれを
「風度」と言っております。周囲の人々から「・・なら
と思わせるらしさ」のことであります。「らしさ」とは
何であるか。人を「・・なら」とうなずかせるものであ

ります。皆様が経営の過程でお持ちになっている経
営理念、あるいは経営方針をＣＩ（コーポレートアイ
デンティティ）とおっしゃっていますね。「風度」は人
間におけるＣＩであります。これは、いわゆる固定さ
れたある一つのものをどこかで得て、それを生涯活
用して行くというものではないんですね。その人が
置かれた立場によって、風度の中がどんどん変わっ
てくる。平社員には平社員のときの風度が必要であ
り、それぞれの階層ごとにそれぞれの風度が必要
です。トップになればトップの風度が必要になるとい
うことであります。これが生涯学習の目標だと私は
思っております。
日本人には一つの癖がございまして、「何を」とい

う内容ではなかなか勝負しないんです。何で勝負し
ているかというと「誰が」です。つまり人です。誰が
言っているのか、誰がやっているのかという、言い手、
やり手にこだわるという慣習があります。
良い悪いではなく、現実にそういうものがあり、こ

れが日本の組織のひとつの特性だと思います。こう
いう言い手、やり手にこだわる価値判断を超えるの
が「風度」なのです。彼の言うことなら絶対に信用
できる、あるいは、彼の言うことなら協力しても間違
いはない、ということが一つのものさしになると思
います。
先程の先見力、情報力、決断力あるいは実行力と

いうものを超えるもの、あるいは逆にそれらをまとめ
ていくものが「風度」だと思っております。この風度を
歴史上の人物に当てはめてみますと、ご当地埼玉の
城主であり、徳川将軍の政策ブレーンであった松平
信綱にしても阿部忠秋にしても、周りが「彼のやるこ
となら」という言い方で、納得するものを持っていた
かなと思います。

家康は、元和元年7月にいろいろな法度を出して、
自分なりの国家経営の方針を示しました。しかし制
度的にも、武士の意識としてもこれが定着したなと
思われるのが三代目の将軍家光の時代であります。

松平信綱や阿部忠秋は、家光の家臣としてリー
ダーシップを発揮していたという経緯がございます。
彼らの存在や進出により、ようやく武官から文官へ
の質的変換が定着した時代です。
松平信綱、阿部忠秋、堀田正盛、この三羽烏は将
軍家光の乳母であった春日局が、子供のころから信
頼できる将軍の側近として養育した、いわゆる春日
学校の育ちです。
信綱と忠秋は性格も、部下への接し方も違い、信
綱の方が人気はあったようですが、心ある武士たち
は、例えば人事、予算を頼むのなら松平様、しかし人
間、武士としての心構えを学ぶのなら阿部様という
仕分けをして、それぞれの優れた面で、相談したり、
頼りにしていたようです。
堀田正盛は春日局の甥であり、幼少の時から特に

かわいがられておりました。しかし堀田は川越城主の
時に「川越の大火」と呼ばれる大きな火事を出して
しまいます。さすがの家光も、叔母である春日局もか
ばい切れない。責任をとらされて今の長野県、松本
城主へ転勤となりました。
後任として川越城主となったのが松平信綱です。

いわゆる事後政策、大火事の後の始末を彼が全て
やりました。現在川越の町に残っている、あの「火の
見やぐら」は、このとき信綱がつくったものです。今、
川越は、白い蔵と近代的な建造物とが入り混じって、
うまくバランスがとれた観光名所になっています。そ
の基をつくったのが信綱であります。

江戸城においても、彼は更に知恵を発揮しました。
明暦3年正月18日に起きた「振袖火事」は10万人
の死者が出て、江戸の町のかなりの建造物が焼失
するという大火災でありました。災害対策本部の
リーダーは松平信綱です。このときに、焼失してし
まった江戸城の天守閣を先ず復元すべきではない
かという意見が出ました。彼はそれを否定し「むしろ
その復元に掛ける費用を、避難者に対する救済の
資金として配分すべきである」という説を唱えるわ

にも伝わり老中たちは反省しました。老中会議では
「確かに国家への反乱軍に対して、われわれは少し
軽く見すぎた。やはり大物を派遣する必要がある。さ
て誰にしようか」と諮ります。
「私が参りましょう」と手を挙げたのが松平信綱で
あります。しかし信綱に合戦の経験がないことから、
他の重鎮の老中を推す声が多く出ました。そこで信
綱は凛として「訳がございます」と反論します。
「今の世は、どんどん文官を重視するような世相
に変わって来てはおりますが、まだまだ合戦の経験を
忘れられない旗本武士や大名がたくさんおります。
だから、たとえ文官であっても、武官の役割を見事に
果たせるのだということを私は立証したい。そのため
に決然と島原へ赴きたい。どうかお認め願います」と
いうことでした。
何かにつけてこの信綱を支持してくれたのが、家
光の実弟で、会津藩主であった保科正之であります。
「確かに今は世相が変わりつつある、切り替え時だ。
文官である松平殿がもしも鎮圧に成功すれば、多く
の合戦経験者の見方も変わってくるだろう。そして、
心を変える、いわゆる意識改革を自ら行えるだろう。
ここは松平殿にお出ましいただこう」
こうして松平信綱は現地へ赴くことが決まります。

しかし先に派遣されていた板倉重昌は、これを聞い
て怒ります。面目を失うことを恐れた板倉は、寛永15
年の元旦に反乱軍に対して総攻撃をかけますが、従
軍していた九州の諸大名の士気は上がらないままで
したから、本気でついていかず、結局突進した板倉
は戦死してしまいます。
そのすぐあとに松平信綱が島原に入りました。信
綱の策は時間をかけた包囲戦、兵糧攻めです。攻撃
疲れのあった九州の諸大名もこの戦法を喜びました。
信綱は敵の兵糧が尽きたことを確認して、寛永15年
2月末に総攻撃を命じ、三万人が一人残らず討ち果
たされたのです。
信綱は「包囲戦の成功は従軍の諸大名たちのご
協力の賜物である」と持ち上げました。いずれにせよ、
文官であった信綱が、武官の大将としても実績をあ
げられる、勝利をものにすることができるということ

になりまして、一躍、信綱の名が上がっただけではな
く、文官の支配によっても徳川幕府は今後運営がで
きるのだという心証を得たわけでございます。

柳沢吉保が信綱の後に川越城主になりました。
吉保は畑から城に入ってくる土埃を防ぐために、
畑の周りに茶をたくさん植えさせて埃を防ごうとし
ました。これが狭山茶の走りです。本当は川越茶
なのですね。
地域の特性、地域で経営している経営体の特性

や目玉を形で表していくことが、今の経営で大事な
ＣＩなのだと思います。コーポレートアイデンティティ
と言いますが、私はコミュニティアイデンティティと読
み替えています。それは企業としての風度です。これ
を生むことが今の経営に大事だろうと考えます。そ
れをつくり出していくのはやはり人ですから、一人ひ
とりが、階層に応じて、平社員には平社員の、係長に
は係長の、部課長には部課長の、トップにはトップの
役員らしい風度を生んでいくことが大事だろうと思
います。
現在の私が歴史から学ぶ経営者の目的、目標は
近江商人が江戸時代に行った「三方よし」だと思っ
ています。つまり、自分よし、相手よし、三番目が世間
よしです。まずは、そこそこの利益を得るという自分
によし。相手よしというのは、お客様です。お客様もよ
い品物を公正な価格で手に入れることができる。１と
２が相乗効果を起こして、これを繰返して行けば、社
会そのものが良くなるじゃありませんか。これは商業
道徳、商業倫理と言っていいようなことだろうと思い
ますが、これが現代の企業のひとつの「目標」なのか
なという気がいたします。
そして、それを成し遂げるのは自分の、また自社の

ＣＩである「風度」ですね。自社の特徴をやはり形で
表していく。それをつくり出していくのはあくまで人で
ありますから、従業員たちの階層別の職位に応じた
風度を生んでいくことが大切だと思います。

（文責：埼玉りそな産業経済振興財団事務局）

経営に大事なＣＩ

島原の乱松平信綱の功績　

もう一つは、潜在総労働時間を2015年の水準で
不変としたことによるものである。総労働時間は、正
社員に比べ労働時間の短いパートタイマーの比率
が上昇してきたことなどから低下傾向にあるが、こ
うした傾向が止まると想定していることになり、やや
非現実的かもしれない。
しかし、このような想定でも、団塊ジュニア世代

（1971～74年生まれ）が65歳以上になる2035年
から40年にかけて、潜在労働力率は急低下し、潜
在労働投入量の低下テンポも速まることになる。

（3）潜在ＴＦＰ
（1）式により残差として求められたＴＦＰは景気変
動を含んだものになっているため、ＨＰフィルターで
滑らかにした。将来部分は直近の伸び（0.4％）が続
くと想定した。
（潜在成長率は2030年以降に大きく低下）
以上の前提から埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行った。
潜在成長率は、80年代4.5％、90年代1.9％から
2000年代には0.5％と1％を切る水準にまで低下し
た。生産要素の寄与度をみると、資本投入量の寄
与度の低下が最も大きい。労働投入量の寄与度は、
80年代は＋1.2％と成長率を押し上げていたが、90
年代、2000年代はマイナスとなり成長率を押し下
げる要因となった。
先行きの潜在成長率をみると、2010年代は
0.3％とやや低下するが、2020年代は0.5％と再び

③ＴＦＰの3つの生産要素の平均的な投入水準から
得られる実質ＧＤＰ（ここでは実質県内総生産）の伸
び率が潜在成長率である。したがって、前記の(1)式
に各生産要素の平均的な投入水準（潜在投入量）を
代入することにより潜在成長率が算出される。
（潜在投入量の算出と将来推計の前提）
（1）潜在資本投入量
資本投入量は設備の稼働率を考慮していないの

で、実績部分については、実際の投入量＝潜在投入
量となる。
将来部分は過去10年間の年平均伸び率（年率
0.6％）で延長した。なお資本ストックのデータはより
実際の経済価値に近いとされる「Ｒ-ＪＩＰデータベー
ス」を用いた。

（2）潜在労働投入量（推計方法の詳細は末尾の「潜在労働投
入量の推計方法」を参照）

潜在労働投入量は次のように求めた。
 

①潜在労働力率（＝労働力人口／15歳以上人口）
労働力率（2015年）は、15-64歳男性79％（女
性62％）、65歳以上男性34％（女性16％）と、65歳
以上の労働力率の水準はかなり低い。今後高齢化
が進み65歳以上人口が増えると、労働力率は全体
として低下する。また、時系列推移をみると、15-64
歳男性の労働力率は緩やかに低下しているのに対

し、女性の労働力率は15-64歳、65歳以上ともに上
昇傾向にある。こうした傾向を反映するように、年齢
別・男女別に分け潜在労働力率を算出した。
将来の潜在労働力率は、年齢別（15-64歳と65
歳以上）・男女別に分けた労働力率のトレンドを延長
し、各グループの人口構成比で加重平均した。ただ
し65歳以上男性の労働力率は低下傾向に歯止め
がかかりつつあるので、2015年の潜在労働力率の
水準で不変とした。

②潜在就業率（＝就業者数／労働力人口）
労働力率の算出と同様に、人口動態の影響を反
映するように、年齢別・男女別に分けて算出した。将
来部分は2015年の水準が続くと想定した。
③潜在総労働時間
所定内労働時間と所定外労働時間に分けて推
計した。将来部分は2015年の水準で不変とした。
④潜在労働投入量

上昇する。2000年代から2020年代までは、おおよ
そ0.5％程度の潜在成長率が維持されるという結
果となった。

次に5年ごとの潜在成長率をみてみよう。2000-05
年に0.7％あった潜在成長率は、05-10年0.3％、
10-15年0.1％とここ10年でかなり低下している。
低下の主因は資本投入量の寄与の低下である。こ
の間、ＴＦＰの寄与にはほとんど変化はなく、労働投
入量の寄与はマイナスとなり成長率を引き下げてい
るが寄与度はほとんど変わっていない。
先行きも資本投入量の寄与度は0.2％、ＴＦＰの寄
与度は0.5％と横ばいが続くが、労働投入量の寄与
度が、15-20年▲0.2％、20-25年▲0.1％とやや縮

小するものの、25-30年以降は拡大し、団塊ジュニ
ア世代が65歳以上となる35-40年には▲0.7％と大
きくなる。この結果潜在成長率は10-15年の0.1％
から、15-30年には0.5％程度に拡大するが、30-35
年0.2％、35-40年0.0％とほぼゼロ成長となる。
このように埼玉県においては、少子高齢化による
潜在成長率への影響は2030年以降に本格化する。
（県民1人当たりの潜在成長率は1％程度を維持）
このように県全体の潜在成長率は、2030年代に
ゼロ近辺まで低下するが、県民1人当たりの潜在成
長率はどうだろうか（注2）。1人当たりの成長率は、90
年代には1％強だったが、2000年代前半には0.4％
に低下、05-15年はマイナスとなったが、先行きは
再び上昇し1％弱の伸びとなる。県全体の潜在成長
率がほぼゼロとなる35-40年も、一人当たりの成長
率でみると0.8％の伸びを保つ。

（求められる対応）
今回の試算結果からみて、人口動態の変化によ

る負の影響を和らげるために、
・上昇トレンドにある女性の労働力率をさらに高めて
いくこと、15-64歳男性の労働力率が長期にわた
り低下傾向にありこれに歯止めをかけ上昇させる
こと等により、雇用の量的拡大を図ること
・教育訓練など就業者への投資を拡大し生産性を
向上させる等、雇用の質的改善を図ること
・各産業の生産性の向上を図るとともに、生産性の
低い産業から高い産業への労働移動を促進し、産

以上のような前提のもとで推計した潜在労働投入
量は、15歳以上人口と潜在労働力率の低下を主因
として、25年後の2040年には2015年に比べ14.3％
（年率0.61％）減少する。潜在労働投入量がピークを
つけた1995年から2015年の20年間では11.3％
（同0.60％）の減少なので、過去20年間とほぼ同じ
テンポで減少することを想定していることになる。
人口が減少するにもかかわらず、潜在労働投入
量の減少テンポが過去20年間と同程度にとどまる
のは、潜在労働力率の低下が続くとはいえそのテン
ポが緩やかになるためである。これは女性の潜在労
働力率の上昇トレンドが続くと想定したことと、
2015年までに団塊の世代が全て労働力率の低い
65歳以上に移行するためである。2040年時点の
15-64歳女性の潜在労働力率は72.8％と2015年
の62.0％から約10ポイント高まる。これは労働力率
が、2015年時点で都道府県のなかで3番目に高い
富山県の73.0％とほぼ同じ水準である。

げん  な    えん  ぶ

総務省の国勢調査によると、2015年の埼玉県の
人口は727万人と2010年の前回調査から1.0％増
加した。年齢別では、15歳未満人口（同▲4.5％）と
15～64歳人口（同▲5.1％）が減少したのに対し、65
歳以上人口は同22.1％増加し、増加率は全国トップ
となった。人口増加は続いているものの、県内でも生
産年齢人口の減少や少子高齢化が進行している。
本稿ではこうした人口動態の変化が将来の埼玉
県の経済成長にどの程度の影響を与えるのかを分
析した。概要は以下のとおりである。
○埼玉県の経済成長率は90年代以降大きく低下
したが、その要因をみると、資本投入量の低下に
よる影響が最も大きく、次に労働投入量の減少の
影響が大きかった。
○潜在成長率は、2000年代前半に0.7％程度まで
低下したが、現在（2010-15年）は0.1％程度とさ
らに低下したとみられる。
○先行きの潜在成長率は、2015-30年には0.5％
程度に拡大するが、30年以降は大きく低下し、団
塊ジュニア世代が65歳以上になる2035年以降
はほぼゼロとなる。
○人口動態の変化による負の影響を和らげるため
に、女性の労働力率をさらに高めるなど雇用の量
的拡大を図るとともに、雇用の質的改善を図るこ
と、企業の設備投資を促進すること、生産性の向
上を図ることなどの対応が考えられるだろう。

埼玉県経済はどのような要因で成長しているの
だろうか。ここでは成長会計の手法を用いて、埼玉
県経済の成長の要因を分析する。
成長会計とは、経済成長を供給サイドから捉える

もので、経済成長率（実質県内総生産の成長率）を、

①資本投入量、②労働投入量、③ＴＦＰ（Total 
Factor Productivity＝全要素生産性）の3つの要
因に分解し、経済成長がどの要素によってもたらさ
れたのかを分析するものである。
①の資本投入量は企業等の生産活動で使用され

る工場・機械設備・オフィス・店舗等の設備の量、②
の労働投入量は生産活動に投入される労働力の量
で、就業者数に労働時間を乗じたもの、③のＴＦＰは
技術進歩や生産効率等を意味し、資本や労働の投
入量では説明できない生産性の向上を表している。
成長会計によると、県内の経済成長率は次式のよ

うに、「資本分配率と資本投入量の伸び率の積」、
「労働分配率と労働投入量の伸び率の積」、「ＴＦＰの
伸び率」の3つの要因に分解され、①資本投入量、②
労働投入量、③ＴＦＰが、それぞれ経済成長にどの程
度寄与したのかを推計することができる（推計方法の詳細
は末尾の「成長会計による推計方法」を参照）。
 

（推計結果）
埼玉県の実質経済成長率の長期推移をみると、
80年代5.5％、90年代1.2％、2000年代0.9％、10
～15年1.0％（推計）と、80年代から90年代にかけ
て大きく低下し、90年代以降は1％程度の成長が続
いている。
前記の3つの要因（①資本投入量、②労働投入量、
③ＴＦＰ）が経済成長にどの程度寄与したのかをみる
と、まず労働投入量の寄与度は、80年代には＋
1.1％とプラスとなっていた（経済成長率を押し上げ
ていた）が、90年代には▲0.1％とマイナスに転じ、
2000年代以降もマイナスの寄与となり経済成長率
を押し下げる要因に転じた。資本投入量（上グラフ-
データは内閣府「都道府県別民間資本ストック」を
使用）は、80年代には＋3.6％の寄与があったが、90

年代は＋1.8％と半減し、2000年代以降は＋0.7％と
プラスの寄与は続いているものの低下している。
資本投入量に経済産業研究所の「Ｒ-ＪＩＰデータ

ベース2014」のデータを用いた場合の寄与度（下
グラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代
＋0.4％、10～15年＋0.1％と資本投入量の寄与度
はより小さくなっている。
ＴＦＰの寄与度は（上グラフ-内閣府ベース）、80
年代＋0.8％のあと、90年代は▲0.5％とマイナスと
なり、2000年代以降は＋0.7％と再びプラスとなっ
た。「Ｒ-ＪＩＰ」のデータを用いた場合の寄与度（下グ
ラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代＋
0.9％、10～15年＋1.3％とＴＦＰの寄与度は大きい。
80年代と2000年代を比較すると、成長率は
5.5％→0.9％に4.6％低下した。
その要因をみると、

・労働投入量：1.1％→▲0.4％（1.5％低下）
・資本投入量（内閣府ベース）：3.6％→0.7％（2.9％低
下）、同（Ｒ-ＪＩＰベース）：3.1％→0.4％（2.7％低下）
・ＴＦＰ（内閣府ベース）：0.8％→0.7％（0.1％低下）、
同（Ｒ-ＪＩＰベース）：1.3％→0.9％（0.4％低下）
となった。
3つの要因のうち、資本投入量の低下の影響が
最も大きく、次に労働投入量の減少の影響が大き
かった。ＴＦＰの低下の影響は比較的小さかった。
労働投入量は、労働基準法の改正により88年か

ら94年にかけて所定内労働時間が段階的に引き下
げられ、これに合わせ完全週休2日制が普及したた
め、90年代は労働時間の減少を主因として減少し、
2000年代以降は就業者数の減少を主因として減
少した。今後も生産年齢人口（15～64歳人口）の減
少により、就業者数の減少傾向は続くと予想され、
労働投入量は成長率を引き下げる方向に寄与する、
すなわち成長の足を引っ張る要因となる。
より深刻なのは、資本投入量の低下の影響である。
資本投入量の成長率に対する寄与度はプラスを維
持しているものの、寄与度の低下幅は最も大きい。
成長会計による分析からみると、企業による設備投
資の停滞をいかに食い止めるかが大きな課題である。

少子高齢化が続く埼玉県の経済成長率は、今後
どのように推移するのだろうか。ここでは人口動態
の変化を反映した埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行う（注1）。
潜在成長率は、中長期的に持続可能な経済成長
率、景気循環等の短期の変動を調整した趨勢的な
成長率、などと表現され、内閣府では、潜在ＧＤＰを
「経済の過去のトレンドからみて平均的な水準で生
産要素を投入した時に実現可能なＧＤＰ」と定義し
ている。すなわち、①資本投入量、②労働投入量、

業全体の生産性を向上させること
・資本投入量の潜在成長率への寄与が低下してい
ることから企業の設備投資を促進し、1人当たりの
資本装備率を引き上げること
・さらにその設備投資は、ＴＦＰを引き上げるような
省力化投資や生産性の向上に重点を置いたもの

であること
などの対応が考えられるだろう。 （樋口広治）
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もう一つは、潜在総労働時間を2015年の水準で
不変としたことによるものである。総労働時間は、正
社員に比べ労働時間の短いパートタイマーの比率
が上昇してきたことなどから低下傾向にあるが、こ
うした傾向が止まると想定していることになり、やや
非現実的かもしれない。
しかし、このような想定でも、団塊ジュニア世代

（1971～74年生まれ）が65歳以上になる2035年
から40年にかけて、潜在労働力率は急低下し、潜
在労働投入量の低下テンポも速まることになる。

（3）潜在ＴＦＰ
（1）式により残差として求められたＴＦＰは景気変
動を含んだものになっているため、ＨＰフィルターで
滑らかにした。将来部分は直近の伸び（0.4％）が続
くと想定した。
（潜在成長率は2030年以降に大きく低下）
以上の前提から埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行った。
潜在成長率は、80年代4.5％、90年代1.9％から
2000年代には0.5％と1％を切る水準にまで低下し
た。生産要素の寄与度をみると、資本投入量の寄
与度の低下が最も大きい。労働投入量の寄与度は、
80年代は＋1.2％と成長率を押し上げていたが、90
年代、2000年代はマイナスとなり成長率を押し下
げる要因となった。
先行きの潜在成長率をみると、2010年代は
0.3％とやや低下するが、2020年代は0.5％と再び

③ＴＦＰの3つの生産要素の平均的な投入水準から
得られる実質ＧＤＰ（ここでは実質県内総生産）の伸
び率が潜在成長率である。したがって、前記の(1)式
に各生産要素の平均的な投入水準（潜在投入量）を
代入することにより潜在成長率が算出される。
（潜在投入量の算出と将来推計の前提）
（1）潜在資本投入量
資本投入量は設備の稼働率を考慮していないの

で、実績部分については、実際の投入量＝潜在投入
量となる。
将来部分は過去10年間の年平均伸び率（年率
0.6％）で延長した。なお資本ストックのデータはより
実際の経済価値に近いとされる「Ｒ-ＪＩＰデータベー
ス」を用いた。

（2）潜在労働投入量（推計方法の詳細は末尾の「潜在労働投
入量の推計方法」を参照）

潜在労働投入量は次のように求めた。
 

①潜在労働力率（＝労働力人口／15歳以上人口）
労働力率（2015年）は、15-64歳男性79％（女
性62％）、65歳以上男性34％（女性16％）と、65歳
以上の労働力率の水準はかなり低い。今後高齢化
が進み65歳以上人口が増えると、労働力率は全体
として低下する。また、時系列推移をみると、15-64
歳男性の労働力率は緩やかに低下しているのに対

し、女性の労働力率は15-64歳、65歳以上ともに上
昇傾向にある。こうした傾向を反映するように、年齢
別・男女別に分け潜在労働力率を算出した。
将来の潜在労働力率は、年齢別（15-64歳と65
歳以上）・男女別に分けた労働力率のトレンドを延長
し、各グループの人口構成比で加重平均した。ただ
し65歳以上男性の労働力率は低下傾向に歯止め
がかかりつつあるので、2015年の潜在労働力率の
水準で不変とした。

②潜在就業率（＝就業者数／労働力人口）
労働力率の算出と同様に、人口動態の影響を反
映するように、年齢別・男女別に分けて算出した。将
来部分は2015年の水準が続くと想定した。
③潜在総労働時間
所定内労働時間と所定外労働時間に分けて推
計した。将来部分は2015年の水準で不変とした。
④潜在労働投入量

上昇する。2000年代から2020年代までは、おおよ
そ0.5％程度の潜在成長率が維持されるという結
果となった。

次に5年ごとの潜在成長率をみてみよう。2000-05
年に0.7％あった潜在成長率は、05-10年0.3％、
10-15年0.1％とここ10年でかなり低下している。
低下の主因は資本投入量の寄与の低下である。こ
の間、ＴＦＰの寄与にはほとんど変化はなく、労働投
入量の寄与はマイナスとなり成長率を引き下げてい
るが寄与度はほとんど変わっていない。
先行きも資本投入量の寄与度は0.2％、ＴＦＰの寄
与度は0.5％と横ばいが続くが、労働投入量の寄与
度が、15-20年▲0.2％、20-25年▲0.1％とやや縮

小するものの、25-30年以降は拡大し、団塊ジュニ
ア世代が65歳以上となる35-40年には▲0.7％と大
きくなる。この結果潜在成長率は10-15年の0.1％
から、15-30年には0.5％程度に拡大するが、30-35
年0.2％、35-40年0.0％とほぼゼロ成長となる。
このように埼玉県においては、少子高齢化による
潜在成長率への影響は2030年以降に本格化する。
（県民1人当たりの潜在成長率は1％程度を維持）
このように県全体の潜在成長率は、2030年代に
ゼロ近辺まで低下するが、県民1人当たりの潜在成
長率はどうだろうか（注2）。1人当たりの成長率は、90
年代には1％強だったが、2000年代前半には0.4％
に低下、05-15年はマイナスとなったが、先行きは
再び上昇し1％弱の伸びとなる。県全体の潜在成長
率がほぼゼロとなる35-40年も、一人当たりの成長
率でみると0.8％の伸びを保つ。

（求められる対応）
今回の試算結果からみて、人口動態の変化によ

る負の影響を和らげるために、
・上昇トレンドにある女性の労働力率をさらに高めて
いくこと、15-64歳男性の労働力率が長期にわた
り低下傾向にありこれに歯止めをかけ上昇させる
こと等により、雇用の量的拡大を図ること
・教育訓練など就業者への投資を拡大し生産性を
向上させる等、雇用の質的改善を図ること
・各産業の生産性の向上を図るとともに、生産性の
低い産業から高い産業への労働移動を促進し、産

以上のような前提のもとで推計した潜在労働投入
量は、15歳以上人口と潜在労働力率の低下を主因
として、25年後の2040年には2015年に比べ14.3％
（年率0.61％）減少する。潜在労働投入量がピークを
つけた1995年から2015年の20年間では11.3％
（同0.60％）の減少なので、過去20年間とほぼ同じ
テンポで減少することを想定していることになる。
人口が減少するにもかかわらず、潜在労働投入
量の減少テンポが過去20年間と同程度にとどまる
のは、潜在労働力率の低下が続くとはいえそのテン
ポが緩やかになるためである。これは女性の潜在労
働力率の上昇トレンドが続くと想定したことと、
2015年までに団塊の世代が全て労働力率の低い
65歳以上に移行するためである。2040年時点の
15-64歳女性の潜在労働力率は72.8％と2015年
の62.0％から約10ポイント高まる。これは労働力率
が、2015年時点で都道府県のなかで3番目に高い
富山県の73.0％とほぼ同じ水準である。

総務省の国勢調査によると、2015年の埼玉県の
人口は727万人と2010年の前回調査から1.0％増
加した。年齢別では、15歳未満人口（同▲4.5％）と
15～64歳人口（同▲5.1％）が減少したのに対し、65
歳以上人口は同22.1％増加し、増加率は全国トップ
となった。人口増加は続いているものの、県内でも生
産年齢人口の減少や少子高齢化が進行している。
本稿ではこうした人口動態の変化が将来の埼玉
県の経済成長にどの程度の影響を与えるのかを分
析した。概要は以下のとおりである。
○埼玉県の経済成長率は90年代以降大きく低下
したが、その要因をみると、資本投入量の低下に
よる影響が最も大きく、次に労働投入量の減少の
影響が大きかった。
○潜在成長率は、2000年代前半に0.7％程度まで
低下したが、現在（2010-15年）は0.1％程度とさ
らに低下したとみられる。
○先行きの潜在成長率は、2015-30年には0.5％
程度に拡大するが、30年以降は大きく低下し、団
塊ジュニア世代が65歳以上になる2035年以降
はほぼゼロとなる。
○人口動態の変化による負の影響を和らげるため
に、女性の労働力率をさらに高めるなど雇用の量
的拡大を図るとともに、雇用の質的改善を図るこ
と、企業の設備投資を促進すること、生産性の向
上を図ることなどの対応が考えられるだろう。

埼玉県経済はどのような要因で成長しているの
だろうか。ここでは成長会計の手法を用いて、埼玉
県経済の成長の要因を分析する。
成長会計とは、経済成長を供給サイドから捉える

もので、経済成長率（実質県内総生産の成長率）を、

①資本投入量、②労働投入量、③ＴＦＰ（Total 
Factor Productivity＝全要素生産性）の3つの要
因に分解し、経済成長がどの要素によってもたらさ
れたのかを分析するものである。
①の資本投入量は企業等の生産活動で使用され

る工場・機械設備・オフィス・店舗等の設備の量、②
の労働投入量は生産活動に投入される労働力の量
で、就業者数に労働時間を乗じたもの、③のＴＦＰは
技術進歩や生産効率等を意味し、資本や労働の投
入量では説明できない生産性の向上を表している。
成長会計によると、県内の経済成長率は次式のよ

うに、「資本分配率と資本投入量の伸び率の積」、
「労働分配率と労働投入量の伸び率の積」、「ＴＦＰの
伸び率」の3つの要因に分解され、①資本投入量、②
労働投入量、③ＴＦＰが、それぞれ経済成長にどの程
度寄与したのかを推計することができる（推計方法の詳細
は末尾の「成長会計による推計方法」を参照）。
 

（推計結果）
埼玉県の実質経済成長率の長期推移をみると、
80年代5.5％、90年代1.2％、2000年代0.9％、10
～15年1.0％（推計）と、80年代から90年代にかけ
て大きく低下し、90年代以降は1％程度の成長が続
いている。
前記の3つの要因（①資本投入量、②労働投入量、
③ＴＦＰ）が経済成長にどの程度寄与したのかをみる
と、まず労働投入量の寄与度は、80年代には＋
1.1％とプラスとなっていた（経済成長率を押し上げ
ていた）が、90年代には▲0.1％とマイナスに転じ、
2000年代以降もマイナスの寄与となり経済成長率
を押し下げる要因に転じた。資本投入量（上グラフ-
データは内閣府「都道府県別民間資本ストック」を
使用）は、80年代には＋3.6％の寄与があったが、90
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埼玉県経済の成長の要因

潜在成長率からみた埼玉県経済の将来

年代は＋1.8％と半減し、2000年代以降は＋0.7％と
プラスの寄与は続いているものの低下している。
資本投入量に経済産業研究所の「Ｒ-ＪＩＰデータ

ベース2014」のデータを用いた場合の寄与度（下
グラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代
＋0.4％、10～15年＋0.1％と資本投入量の寄与度
はより小さくなっている。
ＴＦＰの寄与度は（上グラフ-内閣府ベース）、80
年代＋0.8％のあと、90年代は▲0.5％とマイナスと
なり、2000年代以降は＋0.7％と再びプラスとなっ
た。「Ｒ-ＪＩＰ」のデータを用いた場合の寄与度（下グ
ラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代＋
0.9％、10～15年＋1.3％とＴＦＰの寄与度は大きい。
80年代と2000年代を比較すると、成長率は
5.5％→0.9％に4.6％低下した。
その要因をみると、

・労働投入量：1.1％→▲0.4％（1.5％低下）
・資本投入量（内閣府ベース）：3.6％→0.7％（2.9％低
下）、同（Ｒ-ＪＩＰベース）：3.1％→0.4％（2.7％低下）
・ＴＦＰ（内閣府ベース）：0.8％→0.7％（0.1％低下）、
同（Ｒ-ＪＩＰベース）：1.3％→0.9％（0.4％低下）
となった。
3つの要因のうち、資本投入量の低下の影響が
最も大きく、次に労働投入量の減少の影響が大き
かった。ＴＦＰの低下の影響は比較的小さかった。
労働投入量は、労働基準法の改正により88年か

ら94年にかけて所定内労働時間が段階的に引き下
げられ、これに合わせ完全週休2日制が普及したた
め、90年代は労働時間の減少を主因として減少し、
2000年代以降は就業者数の減少を主因として減
少した。今後も生産年齢人口（15～64歳人口）の減
少により、就業者数の減少傾向は続くと予想され、
労働投入量は成長率を引き下げる方向に寄与する、
すなわち成長の足を引っ張る要因となる。
より深刻なのは、資本投入量の低下の影響である。
資本投入量の成長率に対する寄与度はプラスを維
持しているものの、寄与度の低下幅は最も大きい。
成長会計による分析からみると、企業による設備投
資の停滞をいかに食い止めるかが大きな課題である。

少子高齢化が続く埼玉県の経済成長率は、今後
どのように推移するのだろうか。ここでは人口動態
の変化を反映した埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行う（注1）。
潜在成長率は、中長期的に持続可能な経済成長
率、景気循環等の短期の変動を調整した趨勢的な
成長率、などと表現され、内閣府では、潜在ＧＤＰを
「経済の過去のトレンドからみて平均的な水準で生
産要素を投入した時に実現可能なＧＤＰ」と定義し
ている。すなわち、①資本投入量、②労働投入量、

少子高齢化による潜在成長率への影響

業全体の生産性を向上させること
・資本投入量の潜在成長率への寄与が低下してい
ることから企業の設備投資を促進し、1人当たりの
資本装備率を引き上げること
・さらにその設備投資は、ＴＦＰを引き上げるような
省力化投資や生産性の向上に重点を置いたもの

※資本分配率＋労働分配率＝１

①資本投入量の寄与 ②労働投入量の寄与 ③ＴＦＰの寄与

経済
成長率 ＋＝ ＋× ×資本

分配率
労働
分配率

資本投入量
の伸び率

労働投入量
の伸び率

ＴＦＰの
伸び率（１）

●埼玉県の実質経済成長率の要因分解（成長会計①）

●埼玉県の実質経済成長率の要因分解（成長会計②）

資料：内閣府「県民経済計算」、「都道府県別民間資本ストック」、総務省「国勢調査」、埼玉県「毎月
　　 勤労統計調査」
（注）資本投入量は内閣府「都道府県別民間資本ストック」のデータ。10～15年度の成長率等は推計。

資料：内閣府「県民経済計算」、経済産業研究所「Ｒ-ＪＩＰデータベース2014」、総務省「国勢調査」、
　　 埼玉県「毎月勤労統計調査」
（注）資本投入量は、経済産業研究所「Ｒ-ＪＩＰデータベース2014」。10～15年度の成長率等は推計。
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であること
などの対応が考えられるだろう。 （樋口広治）
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成長率
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Research

もう一つは、潜在総労働時間を2015年の水準で
不変としたことによるものである。総労働時間は、正
社員に比べ労働時間の短いパートタイマーの比率
が上昇してきたことなどから低下傾向にあるが、こ
うした傾向が止まると想定していることになり、やや
非現実的かもしれない。
しかし、このような想定でも、団塊ジュニア世代

（1971～74年生まれ）が65歳以上になる2035年
から40年にかけて、潜在労働力率は急低下し、潜
在労働投入量の低下テンポも速まることになる。

（3）潜在ＴＦＰ
（1）式により残差として求められたＴＦＰは景気変
動を含んだものになっているため、ＨＰフィルターで
滑らかにした。将来部分は直近の伸び（0.4％）が続
くと想定した。
（潜在成長率は2030年以降に大きく低下）
以上の前提から埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行った。
潜在成長率は、80年代4.5％、90年代1.9％から
2000年代には0.5％と1％を切る水準にまで低下し
た。生産要素の寄与度をみると、資本投入量の寄
与度の低下が最も大きい。労働投入量の寄与度は、
80年代は＋1.2％と成長率を押し上げていたが、90
年代、2000年代はマイナスとなり成長率を押し下
げる要因となった。
先行きの潜在成長率をみると、2010年代は
0.3％とやや低下するが、2020年代は0.5％と再び

③ＴＦＰの3つの生産要素の平均的な投入水準から
得られる実質ＧＤＰ（ここでは実質県内総生産）の伸
び率が潜在成長率である。したがって、前記の(1)式
に各生産要素の平均的な投入水準（潜在投入量）を
代入することにより潜在成長率が算出される。
（潜在投入量の算出と将来推計の前提）
（1）潜在資本投入量
資本投入量は設備の稼働率を考慮していないの

で、実績部分については、実際の投入量＝潜在投入
量となる。
将来部分は過去10年間の年平均伸び率（年率
0.6％）で延長した。なお資本ストックのデータはより
実際の経済価値に近いとされる「Ｒ-ＪＩＰデータベー
ス」を用いた。

（2）潜在労働投入量（推計方法の詳細は末尾の「潜在労働投
入量の推計方法」を参照）

潜在労働投入量は次のように求めた。
 

①潜在労働力率（＝労働力人口／15歳以上人口）
労働力率（2015年）は、15-64歳男性79％（女
性62％）、65歳以上男性34％（女性16％）と、65歳
以上の労働力率の水準はかなり低い。今後高齢化
が進み65歳以上人口が増えると、労働力率は全体
として低下する。また、時系列推移をみると、15-64
歳男性の労働力率は緩やかに低下しているのに対

し、女性の労働力率は15-64歳、65歳以上ともに上
昇傾向にある。こうした傾向を反映するように、年齢
別・男女別に分け潜在労働力率を算出した。
将来の潜在労働力率は、年齢別（15-64歳と65
歳以上）・男女別に分けた労働力率のトレンドを延長
し、各グループの人口構成比で加重平均した。ただ
し65歳以上男性の労働力率は低下傾向に歯止め
がかかりつつあるので、2015年の潜在労働力率の
水準で不変とした。

②潜在就業率（＝就業者数／労働力人口）
労働力率の算出と同様に、人口動態の影響を反
映するように、年齢別・男女別に分けて算出した。将
来部分は2015年の水準が続くと想定した。
③潜在総労働時間
所定内労働時間と所定外労働時間に分けて推
計した。将来部分は2015年の水準で不変とした。
④潜在労働投入量

上昇する。2000年代から2020年代までは、おおよ
そ0.5％程度の潜在成長率が維持されるという結
果となった。

次に5年ごとの潜在成長率をみてみよう。2000-05
年に0.7％あった潜在成長率は、05-10年0.3％、
10-15年0.1％とここ10年でかなり低下している。
低下の主因は資本投入量の寄与の低下である。こ
の間、ＴＦＰの寄与にはほとんど変化はなく、労働投
入量の寄与はマイナスとなり成長率を引き下げてい
るが寄与度はほとんど変わっていない。
先行きも資本投入量の寄与度は0.2％、ＴＦＰの寄
与度は0.5％と横ばいが続くが、労働投入量の寄与
度が、15-20年▲0.2％、20-25年▲0.1％とやや縮

小するものの、25-30年以降は拡大し、団塊ジュニ
ア世代が65歳以上となる35-40年には▲0.7％と大
きくなる。この結果潜在成長率は10-15年の0.1％
から、15-30年には0.5％程度に拡大するが、30-35
年0.2％、35-40年0.0％とほぼゼロ成長となる。
このように埼玉県においては、少子高齢化による
潜在成長率への影響は2030年以降に本格化する。
（県民1人当たりの潜在成長率は1％程度を維持）
このように県全体の潜在成長率は、2030年代に
ゼロ近辺まで低下するが、県民1人当たりの潜在成
長率はどうだろうか（注2）。1人当たりの成長率は、90
年代には1％強だったが、2000年代前半には0.4％
に低下、05-15年はマイナスとなったが、先行きは
再び上昇し1％弱の伸びとなる。県全体の潜在成長
率がほぼゼロとなる35-40年も、一人当たりの成長
率でみると0.8％の伸びを保つ。

（求められる対応）
今回の試算結果からみて、人口動態の変化によ

る負の影響を和らげるために、
・上昇トレンドにある女性の労働力率をさらに高めて
いくこと、15-64歳男性の労働力率が長期にわた
り低下傾向にありこれに歯止めをかけ上昇させる
こと等により、雇用の量的拡大を図ること
・教育訓練など就業者への投資を拡大し生産性を
向上させる等、雇用の質的改善を図ること
・各産業の生産性の向上を図るとともに、生産性の
低い産業から高い産業への労働移動を促進し、産

以上のような前提のもとで推計した潜在労働投入
量は、15歳以上人口と潜在労働力率の低下を主因
として、25年後の2040年には2015年に比べ14.3％
（年率0.61％）減少する。潜在労働投入量がピークを
つけた1995年から2015年の20年間では11.3％
（同0.60％）の減少なので、過去20年間とほぼ同じ
テンポで減少することを想定していることになる。
人口が減少するにもかかわらず、潜在労働投入
量の減少テンポが過去20年間と同程度にとどまる
のは、潜在労働力率の低下が続くとはいえそのテン
ポが緩やかになるためである。これは女性の潜在労
働力率の上昇トレンドが続くと想定したことと、
2015年までに団塊の世代が全て労働力率の低い
65歳以上に移行するためである。2040年時点の
15-64歳女性の潜在労働力率は72.8％と2015年
の62.0％から約10ポイント高まる。これは労働力率
が、2015年時点で都道府県のなかで3番目に高い
富山県の73.0％とほぼ同じ水準である。

総務省の国勢調査によると、2015年の埼玉県の
人口は727万人と2010年の前回調査から1.0％増
加した。年齢別では、15歳未満人口（同▲4.5％）と
15～64歳人口（同▲5.1％）が減少したのに対し、65
歳以上人口は同22.1％増加し、増加率は全国トップ
となった。人口増加は続いているものの、県内でも生
産年齢人口の減少や少子高齢化が進行している。
本稿ではこうした人口動態の変化が将来の埼玉
県の経済成長にどの程度の影響を与えるのかを分
析した。概要は以下のとおりである。
○埼玉県の経済成長率は90年代以降大きく低下
したが、その要因をみると、資本投入量の低下に
よる影響が最も大きく、次に労働投入量の減少の
影響が大きかった。
○潜在成長率は、2000年代前半に0.7％程度まで
低下したが、現在（2010-15年）は0.1％程度とさ
らに低下したとみられる。
○先行きの潜在成長率は、2015-30年には0.5％
程度に拡大するが、30年以降は大きく低下し、団
塊ジュニア世代が65歳以上になる2035年以降
はほぼゼロとなる。
○人口動態の変化による負の影響を和らげるため
に、女性の労働力率をさらに高めるなど雇用の量
的拡大を図るとともに、雇用の質的改善を図るこ
と、企業の設備投資を促進すること、生産性の向
上を図ることなどの対応が考えられるだろう。

埼玉県経済はどのような要因で成長しているの
だろうか。ここでは成長会計の手法を用いて、埼玉
県経済の成長の要因を分析する。
成長会計とは、経済成長を供給サイドから捉える

もので、経済成長率（実質県内総生産の成長率）を、

①資本投入量、②労働投入量、③ＴＦＰ（Total 
Factor Productivity＝全要素生産性）の3つの要
因に分解し、経済成長がどの要素によってもたらさ
れたのかを分析するものである。
①の資本投入量は企業等の生産活動で使用され

る工場・機械設備・オフィス・店舗等の設備の量、②
の労働投入量は生産活動に投入される労働力の量
で、就業者数に労働時間を乗じたもの、③のＴＦＰは
技術進歩や生産効率等を意味し、資本や労働の投
入量では説明できない生産性の向上を表している。
成長会計によると、県内の経済成長率は次式のよ

うに、「資本分配率と資本投入量の伸び率の積」、
「労働分配率と労働投入量の伸び率の積」、「ＴＦＰの
伸び率」の3つの要因に分解され、①資本投入量、②
労働投入量、③ＴＦＰが、それぞれ経済成長にどの程
度寄与したのかを推計することができる（推計方法の詳細
は末尾の「成長会計による推計方法」を参照）。
 

（推計結果）
埼玉県の実質経済成長率の長期推移をみると、
80年代5.5％、90年代1.2％、2000年代0.9％、10
～15年1.0％（推計）と、80年代から90年代にかけ
て大きく低下し、90年代以降は1％程度の成長が続
いている。
前記の3つの要因（①資本投入量、②労働投入量、
③ＴＦＰ）が経済成長にどの程度寄与したのかをみる
と、まず労働投入量の寄与度は、80年代には＋
1.1％とプラスとなっていた（経済成長率を押し上げ
ていた）が、90年代には▲0.1％とマイナスに転じ、
2000年代以降もマイナスの寄与となり経済成長率
を押し下げる要因に転じた。資本投入量（上グラフ-
データは内閣府「都道府県別民間資本ストック」を
使用）は、80年代には＋3.6％の寄与があったが、90

概要概要

埼玉県経済の成長の要因

潜在成長率からみた埼玉県経済の将来

年代は＋1.8％と半減し、2000年代以降は＋0.7％と
プラスの寄与は続いているものの低下している。
資本投入量に経済産業研究所の「Ｒ-ＪＩＰデータ

ベース2014」のデータを用いた場合の寄与度（下
グラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代
＋0.4％、10～15年＋0.1％と資本投入量の寄与度
はより小さくなっている。
ＴＦＰの寄与度は（上グラフ-内閣府ベース）、80
年代＋0.8％のあと、90年代は▲0.5％とマイナスと
なり、2000年代以降は＋0.7％と再びプラスとなっ
た。「Ｒ-ＪＩＰ」のデータを用いた場合の寄与度（下グ
ラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代＋
0.9％、10～15年＋1.3％とＴＦＰの寄与度は大きい。
80年代と2000年代を比較すると、成長率は
5.5％→0.9％に4.6％低下した。
その要因をみると、

・労働投入量：1.1％→▲0.4％（1.5％低下）
・資本投入量（内閣府ベース）：3.6％→0.7％（2.9％低
下）、同（Ｒ-ＪＩＰベース）：3.1％→0.4％（2.7％低下）
・ＴＦＰ（内閣府ベース）：0.8％→0.7％（0.1％低下）、
同（Ｒ-ＪＩＰベース）：1.3％→0.9％（0.4％低下）
となった。
3つの要因のうち、資本投入量の低下の影響が
最も大きく、次に労働投入量の減少の影響が大き
かった。ＴＦＰの低下の影響は比較的小さかった。
労働投入量は、労働基準法の改正により88年か

ら94年にかけて所定内労働時間が段階的に引き下
げられ、これに合わせ完全週休2日制が普及したた
め、90年代は労働時間の減少を主因として減少し、
2000年代以降は就業者数の減少を主因として減
少した。今後も生産年齢人口（15～64歳人口）の減
少により、就業者数の減少傾向は続くと予想され、
労働投入量は成長率を引き下げる方向に寄与する、
すなわち成長の足を引っ張る要因となる。
より深刻なのは、資本投入量の低下の影響である。
資本投入量の成長率に対する寄与度はプラスを維
持しているものの、寄与度の低下幅は最も大きい。
成長会計による分析からみると、企業による設備投
資の停滞をいかに食い止めるかが大きな課題である。

少子高齢化が続く埼玉県の経済成長率は、今後
どのように推移するのだろうか。ここでは人口動態
の変化を反映した埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行う（注1）。
潜在成長率は、中長期的に持続可能な経済成長
率、景気循環等の短期の変動を調整した趨勢的な
成長率、などと表現され、内閣府では、潜在ＧＤＰを
「経済の過去のトレンドからみて平均的な水準で生
産要素を投入した時に実現可能なＧＤＰ」と定義し
ている。すなわち、①資本投入量、②労働投入量、

少子高齢化による潜在成長率への影響

業全体の生産性を向上させること
・資本投入量の潜在成長率への寄与が低下してい
ることから企業の設備投資を促進し、1人当たりの
資本装備率を引き上げること
・さらにその設備投資は、ＴＦＰを引き上げるような
省力化投資や生産性の向上に重点を置いたもの

※資本分配率＋労働分配率＝１

①資本投入量の寄与 ②労働投入量の寄与 ③ＴＦＰの寄与

経済
成長率 ＋＝ ＋× ×資本

分配率
労働
分配率

資本投入量
の伸び率

労働投入量
の伸び率

ＴＦＰの
伸び率（１）

●埼玉県の実質経済成長率の要因分解（成長会計①）

●埼玉県の実質経済成長率の要因分解（成長会計②）

資料：内閣府「県民経済計算」、「都道府県別民間資本ストック」、総務省「国勢調査」、埼玉県「毎月
　　 勤労統計調査」
（注）資本投入量は内閣府「都道府県別民間資本ストック」のデータ。10～15年度の成長率等は推計。

資料：内閣府「県民経済計算」、経済産業研究所「Ｒ-ＪＩＰデータベース2014」、総務省「国勢調査」、
　　 埼玉県「毎月勤労統計調査」
（注）資本投入量は、経済産業研究所「Ｒ-ＪＩＰデータベース2014」。10～15年度の成長率等は推計。
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であること
などの対応が考えられるだろう。 （樋口広治）
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成長率

実質県内総生産の
成長率
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Research

もう一つは、潜在総労働時間を2015年の水準で
不変としたことによるものである。総労働時間は、正
社員に比べ労働時間の短いパートタイマーの比率
が上昇してきたことなどから低下傾向にあるが、こ
うした傾向が止まると想定していることになり、やや
非現実的かもしれない。
しかし、このような想定でも、団塊ジュニア世代

（1971～74年生まれ）が65歳以上になる2035年
から40年にかけて、潜在労働力率は急低下し、潜
在労働投入量の低下テンポも速まることになる。

（3）潜在ＴＦＰ
（1）式により残差として求められたＴＦＰは景気変
動を含んだものになっているため、ＨＰフィルターで
滑らかにした。将来部分は直近の伸び（0.4％）が続
くと想定した。
（潜在成長率は2030年以降に大きく低下）
以上の前提から埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行った。
潜在成長率は、80年代4.5％、90年代1.9％から
2000年代には0.5％と1％を切る水準にまで低下し
た。生産要素の寄与度をみると、資本投入量の寄
与度の低下が最も大きい。労働投入量の寄与度は、
80年代は＋1.2％と成長率を押し上げていたが、90
年代、2000年代はマイナスとなり成長率を押し下
げる要因となった。
先行きの潜在成長率をみると、2010年代は
0.3％とやや低下するが、2020年代は0.5％と再び

③ＴＦＰの3つの生産要素の平均的な投入水準から
得られる実質ＧＤＰ（ここでは実質県内総生産）の伸
び率が潜在成長率である。したがって、前記の(1)式
に各生産要素の平均的な投入水準（潜在投入量）を
代入することにより潜在成長率が算出される。
（潜在投入量の算出と将来推計の前提）
（1）潜在資本投入量
資本投入量は設備の稼働率を考慮していないの

で、実績部分については、実際の投入量＝潜在投入
量となる。
将来部分は過去10年間の年平均伸び率（年率
0.6％）で延長した。なお資本ストックのデータはより
実際の経済価値に近いとされる「Ｒ-ＪＩＰデータベー
ス」を用いた。

（2）潜在労働投入量（推計方法の詳細は末尾の「潜在労働投
入量の推計方法」を参照）

潜在労働投入量は次のように求めた。
 

①潜在労働力率（＝労働力人口／15歳以上人口）
労働力率（2015年）は、15-64歳男性79％（女
性62％）、65歳以上男性34％（女性16％）と、65歳
以上の労働力率の水準はかなり低い。今後高齢化
が進み65歳以上人口が増えると、労働力率は全体
として低下する。また、時系列推移をみると、15-64
歳男性の労働力率は緩やかに低下しているのに対

し、女性の労働力率は15-64歳、65歳以上ともに上
昇傾向にある。こうした傾向を反映するように、年齢
別・男女別に分け潜在労働力率を算出した。
将来の潜在労働力率は、年齢別（15-64歳と65
歳以上）・男女別に分けた労働力率のトレンドを延長
し、各グループの人口構成比で加重平均した。ただ
し65歳以上男性の労働力率は低下傾向に歯止め
がかかりつつあるので、2015年の潜在労働力率の
水準で不変とした。

②潜在就業率（＝就業者数／労働力人口）
労働力率の算出と同様に、人口動態の影響を反
映するように、年齢別・男女別に分けて算出した。将
来部分は2015年の水準が続くと想定した。
③潜在総労働時間
所定内労働時間と所定外労働時間に分けて推
計した。将来部分は2015年の水準で不変とした。
④潜在労働投入量

上昇する。2000年代から2020年代までは、おおよ
そ0.5％程度の潜在成長率が維持されるという結
果となった。

次に5年ごとの潜在成長率をみてみよう。2000-05
年に0.7％あった潜在成長率は、05-10年0.3％、
10-15年0.1％とここ10年でかなり低下している。
低下の主因は資本投入量の寄与の低下である。こ
の間、ＴＦＰの寄与にはほとんど変化はなく、労働投
入量の寄与はマイナスとなり成長率を引き下げてい
るが寄与度はほとんど変わっていない。
先行きも資本投入量の寄与度は0.2％、ＴＦＰの寄
与度は0.5％と横ばいが続くが、労働投入量の寄与
度が、15-20年▲0.2％、20-25年▲0.1％とやや縮

小するものの、25-30年以降は拡大し、団塊ジュニ
ア世代が65歳以上となる35-40年には▲0.7％と大
きくなる。この結果潜在成長率は10-15年の0.1％
から、15-30年には0.5％程度に拡大するが、30-35
年0.2％、35-40年0.0％とほぼゼロ成長となる。
このように埼玉県においては、少子高齢化による
潜在成長率への影響は2030年以降に本格化する。
（県民1人当たりの潜在成長率は1％程度を維持）
このように県全体の潜在成長率は、2030年代に
ゼロ近辺まで低下するが、県民1人当たりの潜在成
長率はどうだろうか（注2）。1人当たりの成長率は、90
年代には1％強だったが、2000年代前半には0.4％
に低下、05-15年はマイナスとなったが、先行きは
再び上昇し1％弱の伸びとなる。県全体の潜在成長
率がほぼゼロとなる35-40年も、一人当たりの成長
率でみると0.8％の伸びを保つ。

（求められる対応）
今回の試算結果からみて、人口動態の変化によ

る負の影響を和らげるために、
・上昇トレンドにある女性の労働力率をさらに高めて
いくこと、15-64歳男性の労働力率が長期にわた
り低下傾向にありこれに歯止めをかけ上昇させる
こと等により、雇用の量的拡大を図ること
・教育訓練など就業者への投資を拡大し生産性を
向上させる等、雇用の質的改善を図ること
・各産業の生産性の向上を図るとともに、生産性の
低い産業から高い産業への労働移動を促進し、産

以上のような前提のもとで推計した潜在労働投入
量は、15歳以上人口と潜在労働力率の低下を主因
として、25年後の2040年には2015年に比べ14.3％
（年率0.61％）減少する。潜在労働投入量がピークを
つけた1995年から2015年の20年間では11.3％
（同0.60％）の減少なので、過去20年間とほぼ同じ
テンポで減少することを想定していることになる。
人口が減少するにもかかわらず、潜在労働投入
量の減少テンポが過去20年間と同程度にとどまる
のは、潜在労働力率の低下が続くとはいえそのテン
ポが緩やかになるためである。これは女性の潜在労
働力率の上昇トレンドが続くと想定したことと、
2015年までに団塊の世代が全て労働力率の低い
65歳以上に移行するためである。2040年時点の
15-64歳女性の潜在労働力率は72.8％と2015年
の62.0％から約10ポイント高まる。これは労働力率
が、2015年時点で都道府県のなかで3番目に高い
富山県の73.0％とほぼ同じ水準である。

総務省の国勢調査によると、2015年の埼玉県の
人口は727万人と2010年の前回調査から1.0％増
加した。年齢別では、15歳未満人口（同▲4.5％）と
15～64歳人口（同▲5.1％）が減少したのに対し、65
歳以上人口は同22.1％増加し、増加率は全国トップ
となった。人口増加は続いているものの、県内でも生
産年齢人口の減少や少子高齢化が進行している。
本稿ではこうした人口動態の変化が将来の埼玉
県の経済成長にどの程度の影響を与えるのかを分
析した。概要は以下のとおりである。
○埼玉県の経済成長率は90年代以降大きく低下
したが、その要因をみると、資本投入量の低下に
よる影響が最も大きく、次に労働投入量の減少の
影響が大きかった。
○潜在成長率は、2000年代前半に0.7％程度まで
低下したが、現在（2010-15年）は0.1％程度とさ
らに低下したとみられる。
○先行きの潜在成長率は、2015-30年には0.5％
程度に拡大するが、30年以降は大きく低下し、団
塊ジュニア世代が65歳以上になる2035年以降
はほぼゼロとなる。
○人口動態の変化による負の影響を和らげるため
に、女性の労働力率をさらに高めるなど雇用の量
的拡大を図るとともに、雇用の質的改善を図るこ
と、企業の設備投資を促進すること、生産性の向
上を図ることなどの対応が考えられるだろう。

埼玉県経済はどのような要因で成長しているの
だろうか。ここでは成長会計の手法を用いて、埼玉
県経済の成長の要因を分析する。
成長会計とは、経済成長を供給サイドから捉える

もので、経済成長率（実質県内総生産の成長率）を、

①資本投入量、②労働投入量、③ＴＦＰ（Total 
Factor Productivity＝全要素生産性）の3つの要
因に分解し、経済成長がどの要素によってもたらさ
れたのかを分析するものである。
①の資本投入量は企業等の生産活動で使用され

る工場・機械設備・オフィス・店舗等の設備の量、②
の労働投入量は生産活動に投入される労働力の量
で、就業者数に労働時間を乗じたもの、③のＴＦＰは
技術進歩や生産効率等を意味し、資本や労働の投
入量では説明できない生産性の向上を表している。
成長会計によると、県内の経済成長率は次式のよ

うに、「資本分配率と資本投入量の伸び率の積」、
「労働分配率と労働投入量の伸び率の積」、「ＴＦＰの
伸び率」の3つの要因に分解され、①資本投入量、②
労働投入量、③ＴＦＰが、それぞれ経済成長にどの程
度寄与したのかを推計することができる（推計方法の詳細
は末尾の「成長会計による推計方法」を参照）。
 

（推計結果）
埼玉県の実質経済成長率の長期推移をみると、
80年代5.5％、90年代1.2％、2000年代0.9％、10
～15年1.0％（推計）と、80年代から90年代にかけ
て大きく低下し、90年代以降は1％程度の成長が続
いている。
前記の3つの要因（①資本投入量、②労働投入量、
③ＴＦＰ）が経済成長にどの程度寄与したのかをみる
と、まず労働投入量の寄与度は、80年代には＋
1.1％とプラスとなっていた（経済成長率を押し上げ
ていた）が、90年代には▲0.1％とマイナスに転じ、
2000年代以降もマイナスの寄与となり経済成長率
を押し下げる要因に転じた。資本投入量（上グラフ-
データは内閣府「都道府県別民間資本ストック」を
使用）は、80年代には＋3.6％の寄与があったが、90

年代は＋1.8％と半減し、2000年代以降は＋0.7％と
プラスの寄与は続いているものの低下している。
資本投入量に経済産業研究所の「Ｒ-ＪＩＰデータ

ベース2014」のデータを用いた場合の寄与度（下
グラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代
＋0.4％、10～15年＋0.1％と資本投入量の寄与度
はより小さくなっている。
ＴＦＰの寄与度は（上グラフ-内閣府ベース）、80
年代＋0.8％のあと、90年代は▲0.5％とマイナスと
なり、2000年代以降は＋0.7％と再びプラスとなっ
た。「Ｒ-ＪＩＰ」のデータを用いた場合の寄与度（下グ
ラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代＋
0.9％、10～15年＋1.3％とＴＦＰの寄与度は大きい。
80年代と2000年代を比較すると、成長率は
5.5％→0.9％に4.6％低下した。
その要因をみると、

・労働投入量：1.1％→▲0.4％（1.5％低下）
・資本投入量（内閣府ベース）：3.6％→0.7％（2.9％低
下）、同（Ｒ-ＪＩＰベース）：3.1％→0.4％（2.7％低下）
・ＴＦＰ（内閣府ベース）：0.8％→0.7％（0.1％低下）、
同（Ｒ-ＪＩＰベース）：1.3％→0.9％（0.4％低下）
となった。
3つの要因のうち、資本投入量の低下の影響が
最も大きく、次に労働投入量の減少の影響が大き
かった。ＴＦＰの低下の影響は比較的小さかった。
労働投入量は、労働基準法の改正により88年か

ら94年にかけて所定内労働時間が段階的に引き下
げられ、これに合わせ完全週休2日制が普及したた
め、90年代は労働時間の減少を主因として減少し、
2000年代以降は就業者数の減少を主因として減
少した。今後も生産年齢人口（15～64歳人口）の減
少により、就業者数の減少傾向は続くと予想され、
労働投入量は成長率を引き下げる方向に寄与する、
すなわち成長の足を引っ張る要因となる。
より深刻なのは、資本投入量の低下の影響である。
資本投入量の成長率に対する寄与度はプラスを維
持しているものの、寄与度の低下幅は最も大きい。
成長会計による分析からみると、企業による設備投
資の停滞をいかに食い止めるかが大きな課題である。

少子高齢化が続く埼玉県の経済成長率は、今後
どのように推移するのだろうか。ここでは人口動態
の変化を反映した埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行う（注1）。
潜在成長率は、中長期的に持続可能な経済成長
率、景気循環等の短期の変動を調整した趨勢的な
成長率、などと表現され、内閣府では、潜在ＧＤＰを
「経済の過去のトレンドからみて平均的な水準で生
産要素を投入した時に実現可能なＧＤＰ」と定義し
ている。すなわち、①資本投入量、②労働投入量、

業全体の生産性を向上させること
・資本投入量の潜在成長率への寄与が低下してい
ることから企業の設備投資を促進し、1人当たりの
資本装備率を引き上げること
・さらにその設備投資は、ＴＦＰを引き上げるような
省力化投資や生産性の向上に重点を置いたもの

潜在就業者数

15歳
以上人口

潜在
労働力率

潜在
就業率

昼夜間
就業者比率

潜在
総労働時間× × ××

●埼玉県の潜在資本投入量

資料：経済産業研究所「R-JIPデータベース2014」
（注）2010年は実績推計値、2015年以降は将来推計値（過去10年間の年平均伸び率0.6％で延長）

●埼玉県の年齢別労働力率の推移

資料：総務省「国勢調査」
（注）2015年は「国勢調査」抽出速報集計より、以下同じ。労働力率＝労働力人口／15歳以上人口、
　  15歳以上人口には労働力状態「不詳」を含む

●埼玉県の潜在就業率

資料：総務省「国勢調査」
（注）2015年まで実績、2020年以降は将来推計

●埼玉県の潜在労働投入量

資料：総務省「国勢調査」他

●埼玉県の潜在労働力率

資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口推計」
（注）2015年まで実績、2020年以降は将来推計
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であること
などの対応が考えられるだろう。 （樋口広治）
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Research

もう一つは、潜在総労働時間を2015年の水準で
不変としたことによるものである。総労働時間は、正
社員に比べ労働時間の短いパートタイマーの比率
が上昇してきたことなどから低下傾向にあるが、こ
うした傾向が止まると想定していることになり、やや
非現実的かもしれない。
しかし、このような想定でも、団塊ジュニア世代

（1971～74年生まれ）が65歳以上になる2035年
から40年にかけて、潜在労働力率は急低下し、潜
在労働投入量の低下テンポも速まることになる。

（3）潜在ＴＦＰ
（1）式により残差として求められたＴＦＰは景気変
動を含んだものになっているため、ＨＰフィルターで
滑らかにした。将来部分は直近の伸び（0.4％）が続
くと想定した。
（潜在成長率は2030年以降に大きく低下）
以上の前提から埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行った。
潜在成長率は、80年代4.5％、90年代1.9％から
2000年代には0.5％と1％を切る水準にまで低下し
た。生産要素の寄与度をみると、資本投入量の寄
与度の低下が最も大きい。労働投入量の寄与度は、
80年代は＋1.2％と成長率を押し上げていたが、90
年代、2000年代はマイナスとなり成長率を押し下
げる要因となった。
先行きの潜在成長率をみると、2010年代は
0.3％とやや低下するが、2020年代は0.5％と再び

③ＴＦＰの3つの生産要素の平均的な投入水準から
得られる実質ＧＤＰ（ここでは実質県内総生産）の伸
び率が潜在成長率である。したがって、前記の(1)式
に各生産要素の平均的な投入水準（潜在投入量）を
代入することにより潜在成長率が算出される。
（潜在投入量の算出と将来推計の前提）
（1）潜在資本投入量
資本投入量は設備の稼働率を考慮していないの

で、実績部分については、実際の投入量＝潜在投入
量となる。
将来部分は過去10年間の年平均伸び率（年率
0.6％）で延長した。なお資本ストックのデータはより
実際の経済価値に近いとされる「Ｒ-ＪＩＰデータベー
ス」を用いた。

（2）潜在労働投入量（推計方法の詳細は末尾の「潜在労働投
入量の推計方法」を参照）

潜在労働投入量は次のように求めた。
 

①潜在労働力率（＝労働力人口／15歳以上人口）
労働力率（2015年）は、15-64歳男性79％（女
性62％）、65歳以上男性34％（女性16％）と、65歳
以上の労働力率の水準はかなり低い。今後高齢化
が進み65歳以上人口が増えると、労働力率は全体
として低下する。また、時系列推移をみると、15-64
歳男性の労働力率は緩やかに低下しているのに対

し、女性の労働力率は15-64歳、65歳以上ともに上
昇傾向にある。こうした傾向を反映するように、年齢
別・男女別に分け潜在労働力率を算出した。
将来の潜在労働力率は、年齢別（15-64歳と65
歳以上）・男女別に分けた労働力率のトレンドを延長
し、各グループの人口構成比で加重平均した。ただ
し65歳以上男性の労働力率は低下傾向に歯止め
がかかりつつあるので、2015年の潜在労働力率の
水準で不変とした。

②潜在就業率（＝就業者数／労働力人口）
労働力率の算出と同様に、人口動態の影響を反
映するように、年齢別・男女別に分けて算出した。将
来部分は2015年の水準が続くと想定した。
③潜在総労働時間
所定内労働時間と所定外労働時間に分けて推
計した。将来部分は2015年の水準で不変とした。
④潜在労働投入量

上昇する。2000年代から2020年代までは、おおよ
そ0.5％程度の潜在成長率が維持されるという結
果となった。

次に5年ごとの潜在成長率をみてみよう。2000-05
年に0.7％あった潜在成長率は、05-10年0.3％、
10-15年0.1％とここ10年でかなり低下している。
低下の主因は資本投入量の寄与の低下である。こ
の間、ＴＦＰの寄与にはほとんど変化はなく、労働投
入量の寄与はマイナスとなり成長率を引き下げてい
るが寄与度はほとんど変わっていない。
先行きも資本投入量の寄与度は0.2％、ＴＦＰの寄
与度は0.5％と横ばいが続くが、労働投入量の寄与
度が、15-20年▲0.2％、20-25年▲0.1％とやや縮

小するものの、25-30年以降は拡大し、団塊ジュニ
ア世代が65歳以上となる35-40年には▲0.7％と大
きくなる。この結果潜在成長率は10-15年の0.1％
から、15-30年には0.5％程度に拡大するが、30-35
年0.2％、35-40年0.0％とほぼゼロ成長となる。
このように埼玉県においては、少子高齢化による
潜在成長率への影響は2030年以降に本格化する。
（県民1人当たりの潜在成長率は1％程度を維持）
このように県全体の潜在成長率は、2030年代に
ゼロ近辺まで低下するが、県民1人当たりの潜在成
長率はどうだろうか（注2）。1人当たりの成長率は、90
年代には1％強だったが、2000年代前半には0.4％
に低下、05-15年はマイナスとなったが、先行きは
再び上昇し1％弱の伸びとなる。県全体の潜在成長
率がほぼゼロとなる35-40年も、一人当たりの成長
率でみると0.8％の伸びを保つ。

（求められる対応）
今回の試算結果からみて、人口動態の変化によ

る負の影響を和らげるために、
・上昇トレンドにある女性の労働力率をさらに高めて
いくこと、15-64歳男性の労働力率が長期にわた
り低下傾向にありこれに歯止めをかけ上昇させる
こと等により、雇用の量的拡大を図ること
・教育訓練など就業者への投資を拡大し生産性を
向上させる等、雇用の質的改善を図ること
・各産業の生産性の向上を図るとともに、生産性の
低い産業から高い産業への労働移動を促進し、産

以上のような前提のもとで推計した潜在労働投入
量は、15歳以上人口と潜在労働力率の低下を主因
として、25年後の2040年には2015年に比べ14.3％
（年率0.61％）減少する。潜在労働投入量がピークを
つけた1995年から2015年の20年間では11.3％
（同0.60％）の減少なので、過去20年間とほぼ同じ
テンポで減少することを想定していることになる。
人口が減少するにもかかわらず、潜在労働投入
量の減少テンポが過去20年間と同程度にとどまる
のは、潜在労働力率の低下が続くとはいえそのテン
ポが緩やかになるためである。これは女性の潜在労
働力率の上昇トレンドが続くと想定したことと、
2015年までに団塊の世代が全て労働力率の低い
65歳以上に移行するためである。2040年時点の
15-64歳女性の潜在労働力率は72.8％と2015年
の62.0％から約10ポイント高まる。これは労働力率
が、2015年時点で都道府県のなかで3番目に高い
富山県の73.0％とほぼ同じ水準である。

総務省の国勢調査によると、2015年の埼玉県の
人口は727万人と2010年の前回調査から1.0％増
加した。年齢別では、15歳未満人口（同▲4.5％）と
15～64歳人口（同▲5.1％）が減少したのに対し、65
歳以上人口は同22.1％増加し、増加率は全国トップ
となった。人口増加は続いているものの、県内でも生
産年齢人口の減少や少子高齢化が進行している。
本稿ではこうした人口動態の変化が将来の埼玉
県の経済成長にどの程度の影響を与えるのかを分
析した。概要は以下のとおりである。
○埼玉県の経済成長率は90年代以降大きく低下
したが、その要因をみると、資本投入量の低下に
よる影響が最も大きく、次に労働投入量の減少の
影響が大きかった。
○潜在成長率は、2000年代前半に0.7％程度まで
低下したが、現在（2010-15年）は0.1％程度とさ
らに低下したとみられる。
○先行きの潜在成長率は、2015-30年には0.5％
程度に拡大するが、30年以降は大きく低下し、団
塊ジュニア世代が65歳以上になる2035年以降
はほぼゼロとなる。
○人口動態の変化による負の影響を和らげるため
に、女性の労働力率をさらに高めるなど雇用の量
的拡大を図るとともに、雇用の質的改善を図るこ
と、企業の設備投資を促進すること、生産性の向
上を図ることなどの対応が考えられるだろう。

埼玉県経済はどのような要因で成長しているの
だろうか。ここでは成長会計の手法を用いて、埼玉
県経済の成長の要因を分析する。
成長会計とは、経済成長を供給サイドから捉える

もので、経済成長率（実質県内総生産の成長率）を、

①資本投入量、②労働投入量、③ＴＦＰ（Total 
Factor Productivity＝全要素生産性）の3つの要
因に分解し、経済成長がどの要素によってもたらさ
れたのかを分析するものである。
①の資本投入量は企業等の生産活動で使用され

る工場・機械設備・オフィス・店舗等の設備の量、②
の労働投入量は生産活動に投入される労働力の量
で、就業者数に労働時間を乗じたもの、③のＴＦＰは
技術進歩や生産効率等を意味し、資本や労働の投
入量では説明できない生産性の向上を表している。
成長会計によると、県内の経済成長率は次式のよ

うに、「資本分配率と資本投入量の伸び率の積」、
「労働分配率と労働投入量の伸び率の積」、「ＴＦＰの
伸び率」の3つの要因に分解され、①資本投入量、②
労働投入量、③ＴＦＰが、それぞれ経済成長にどの程
度寄与したのかを推計することができる（推計方法の詳細
は末尾の「成長会計による推計方法」を参照）。
 

（推計結果）
埼玉県の実質経済成長率の長期推移をみると、
80年代5.5％、90年代1.2％、2000年代0.9％、10
～15年1.0％（推計）と、80年代から90年代にかけ
て大きく低下し、90年代以降は1％程度の成長が続
いている。
前記の3つの要因（①資本投入量、②労働投入量、
③ＴＦＰ）が経済成長にどの程度寄与したのかをみる
と、まず労働投入量の寄与度は、80年代には＋
1.1％とプラスとなっていた（経済成長率を押し上げ
ていた）が、90年代には▲0.1％とマイナスに転じ、
2000年代以降もマイナスの寄与となり経済成長率
を押し下げる要因に転じた。資本投入量（上グラフ-
データは内閣府「都道府県別民間資本ストック」を
使用）は、80年代には＋3.6％の寄与があったが、90

年代は＋1.8％と半減し、2000年代以降は＋0.7％と
プラスの寄与は続いているものの低下している。
資本投入量に経済産業研究所の「Ｒ-ＪＩＰデータ

ベース2014」のデータを用いた場合の寄与度（下
グラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代
＋0.4％、10～15年＋0.1％と資本投入量の寄与度
はより小さくなっている。
ＴＦＰの寄与度は（上グラフ-内閣府ベース）、80
年代＋0.8％のあと、90年代は▲0.5％とマイナスと
なり、2000年代以降は＋0.7％と再びプラスとなっ
た。「Ｒ-ＪＩＰ」のデータを用いた場合の寄与度（下グ
ラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代＋
0.9％、10～15年＋1.3％とＴＦＰの寄与度は大きい。
80年代と2000年代を比較すると、成長率は
5.5％→0.9％に4.6％低下した。
その要因をみると、

・労働投入量：1.1％→▲0.4％（1.5％低下）
・資本投入量（内閣府ベース）：3.6％→0.7％（2.9％低
下）、同（Ｒ-ＪＩＰベース）：3.1％→0.4％（2.7％低下）
・ＴＦＰ（内閣府ベース）：0.8％→0.7％（0.1％低下）、
同（Ｒ-ＪＩＰベース）：1.3％→0.9％（0.4％低下）
となった。
3つの要因のうち、資本投入量の低下の影響が
最も大きく、次に労働投入量の減少の影響が大き
かった。ＴＦＰの低下の影響は比較的小さかった。
労働投入量は、労働基準法の改正により88年か

ら94年にかけて所定内労働時間が段階的に引き下
げられ、これに合わせ完全週休2日制が普及したた
め、90年代は労働時間の減少を主因として減少し、
2000年代以降は就業者数の減少を主因として減
少した。今後も生産年齢人口（15～64歳人口）の減
少により、就業者数の減少傾向は続くと予想され、
労働投入量は成長率を引き下げる方向に寄与する、
すなわち成長の足を引っ張る要因となる。
より深刻なのは、資本投入量の低下の影響である。
資本投入量の成長率に対する寄与度はプラスを維
持しているものの、寄与度の低下幅は最も大きい。
成長会計による分析からみると、企業による設備投
資の停滞をいかに食い止めるかが大きな課題である。

少子高齢化が続く埼玉県の経済成長率は、今後
どのように推移するのだろうか。ここでは人口動態
の変化を反映した埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行う（注1）。
潜在成長率は、中長期的に持続可能な経済成長
率、景気循環等の短期の変動を調整した趨勢的な
成長率、などと表現され、内閣府では、潜在ＧＤＰを
「経済の過去のトレンドからみて平均的な水準で生
産要素を投入した時に実現可能なＧＤＰ」と定義し
ている。すなわち、①資本投入量、②労働投入量、

業全体の生産性を向上させること
・資本投入量の潜在成長率への寄与が低下してい
ることから企業の設備投資を促進し、1人当たりの
資本装備率を引き上げること
・さらにその設備投資は、ＴＦＰを引き上げるような
省力化投資や生産性の向上に重点を置いたもの
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であること
などの対応が考えられるだろう。 （樋口広治）
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Research

もう一つは、潜在総労働時間を2015年の水準で
不変としたことによるものである。総労働時間は、正
社員に比べ労働時間の短いパートタイマーの比率
が上昇してきたことなどから低下傾向にあるが、こ
うした傾向が止まると想定していることになり、やや
非現実的かもしれない。
しかし、このような想定でも、団塊ジュニア世代

（1971～74年生まれ）が65歳以上になる2035年
から40年にかけて、潜在労働力率は急低下し、潜
在労働投入量の低下テンポも速まることになる。

（3）潜在ＴＦＰ
（1）式により残差として求められたＴＦＰは景気変
動を含んだものになっているため、ＨＰフィルターで
滑らかにした。将来部分は直近の伸び（0.4％）が続
くと想定した。
（潜在成長率は2030年以降に大きく低下）
以上の前提から埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行った。
潜在成長率は、80年代4.5％、90年代1.9％から
2000年代には0.5％と1％を切る水準にまで低下し
た。生産要素の寄与度をみると、資本投入量の寄
与度の低下が最も大きい。労働投入量の寄与度は、
80年代は＋1.2％と成長率を押し上げていたが、90
年代、2000年代はマイナスとなり成長率を押し下
げる要因となった。
先行きの潜在成長率をみると、2010年代は
0.3％とやや低下するが、2020年代は0.5％と再び

③ＴＦＰの3つの生産要素の平均的な投入水準から
得られる実質ＧＤＰ（ここでは実質県内総生産）の伸
び率が潜在成長率である。したがって、前記の(1)式
に各生産要素の平均的な投入水準（潜在投入量）を
代入することにより潜在成長率が算出される。
（潜在投入量の算出と将来推計の前提）
（1）潜在資本投入量
資本投入量は設備の稼働率を考慮していないの

で、実績部分については、実際の投入量＝潜在投入
量となる。
将来部分は過去10年間の年平均伸び率（年率
0.6％）で延長した。なお資本ストックのデータはより
実際の経済価値に近いとされる「Ｒ-ＪＩＰデータベー
ス」を用いた。

（2）潜在労働投入量（推計方法の詳細は末尾の「潜在労働投
入量の推計方法」を参照）

潜在労働投入量は次のように求めた。
 

①潜在労働力率（＝労働力人口／15歳以上人口）
労働力率（2015年）は、15-64歳男性79％（女
性62％）、65歳以上男性34％（女性16％）と、65歳
以上の労働力率の水準はかなり低い。今後高齢化
が進み65歳以上人口が増えると、労働力率は全体
として低下する。また、時系列推移をみると、15-64
歳男性の労働力率は緩やかに低下しているのに対

し、女性の労働力率は15-64歳、65歳以上ともに上
昇傾向にある。こうした傾向を反映するように、年齢
別・男女別に分け潜在労働力率を算出した。
将来の潜在労働力率は、年齢別（15-64歳と65
歳以上）・男女別に分けた労働力率のトレンドを延長
し、各グループの人口構成比で加重平均した。ただ
し65歳以上男性の労働力率は低下傾向に歯止め
がかかりつつあるので、2015年の潜在労働力率の
水準で不変とした。

②潜在就業率（＝就業者数／労働力人口）
労働力率の算出と同様に、人口動態の影響を反
映するように、年齢別・男女別に分けて算出した。将
来部分は2015年の水準が続くと想定した。
③潜在総労働時間
所定内労働時間と所定外労働時間に分けて推
計した。将来部分は2015年の水準で不変とした。
④潜在労働投入量

上昇する。2000年代から2020年代までは、おおよ
そ0.5％程度の潜在成長率が維持されるという結
果となった。

次に5年ごとの潜在成長率をみてみよう。2000-05
年に0.7％あった潜在成長率は、05-10年0.3％、
10-15年0.1％とここ10年でかなり低下している。
低下の主因は資本投入量の寄与の低下である。こ
の間、ＴＦＰの寄与にはほとんど変化はなく、労働投
入量の寄与はマイナスとなり成長率を引き下げてい
るが寄与度はほとんど変わっていない。
先行きも資本投入量の寄与度は0.2％、ＴＦＰの寄
与度は0.5％と横ばいが続くが、労働投入量の寄与
度が、15-20年▲0.2％、20-25年▲0.1％とやや縮

小するものの、25-30年以降は拡大し、団塊ジュニ
ア世代が65歳以上となる35-40年には▲0.7％と大
きくなる。この結果潜在成長率は10-15年の0.1％
から、15-30年には0.5％程度に拡大するが、30-35
年0.2％、35-40年0.0％とほぼゼロ成長となる。
このように埼玉県においては、少子高齢化による
潜在成長率への影響は2030年以降に本格化する。
（県民1人当たりの潜在成長率は1％程度を維持）
このように県全体の潜在成長率は、2030年代に
ゼロ近辺まで低下するが、県民1人当たりの潜在成
長率はどうだろうか（注2）。1人当たりの成長率は、90
年代には1％強だったが、2000年代前半には0.4％
に低下、05-15年はマイナスとなったが、先行きは
再び上昇し1％弱の伸びとなる。県全体の潜在成長
率がほぼゼロとなる35-40年も、一人当たりの成長
率でみると0.8％の伸びを保つ。

（求められる対応）
今回の試算結果からみて、人口動態の変化によ

る負の影響を和らげるために、
・上昇トレンドにある女性の労働力率をさらに高めて
いくこと、15-64歳男性の労働力率が長期にわた
り低下傾向にありこれに歯止めをかけ上昇させる
こと等により、雇用の量的拡大を図ること
・教育訓練など就業者への投資を拡大し生産性を
向上させる等、雇用の質的改善を図ること
・各産業の生産性の向上を図るとともに、生産性の
低い産業から高い産業への労働移動を促進し、産

以上のような前提のもとで推計した潜在労働投入
量は、15歳以上人口と潜在労働力率の低下を主因
として、25年後の2040年には2015年に比べ14.3％
（年率0.61％）減少する。潜在労働投入量がピークを
つけた1995年から2015年の20年間では11.3％
（同0.60％）の減少なので、過去20年間とほぼ同じ
テンポで減少することを想定していることになる。
人口が減少するにもかかわらず、潜在労働投入
量の減少テンポが過去20年間と同程度にとどまる
のは、潜在労働力率の低下が続くとはいえそのテン
ポが緩やかになるためである。これは女性の潜在労
働力率の上昇トレンドが続くと想定したことと、
2015年までに団塊の世代が全て労働力率の低い
65歳以上に移行するためである。2040年時点の
15-64歳女性の潜在労働力率は72.8％と2015年
の62.0％から約10ポイント高まる。これは労働力率
が、2015年時点で都道府県のなかで3番目に高い
富山県の73.0％とほぼ同じ水準である。

総務省の国勢調査によると、2015年の埼玉県の
人口は727万人と2010年の前回調査から1.0％増
加した。年齢別では、15歳未満人口（同▲4.5％）と
15～64歳人口（同▲5.1％）が減少したのに対し、65
歳以上人口は同22.1％増加し、増加率は全国トップ
となった。人口増加は続いているものの、県内でも生
産年齢人口の減少や少子高齢化が進行している。
本稿ではこうした人口動態の変化が将来の埼玉
県の経済成長にどの程度の影響を与えるのかを分
析した。概要は以下のとおりである。
○埼玉県の経済成長率は90年代以降大きく低下
したが、その要因をみると、資本投入量の低下に
よる影響が最も大きく、次に労働投入量の減少の
影響が大きかった。
○潜在成長率は、2000年代前半に0.7％程度まで
低下したが、現在（2010-15年）は0.1％程度とさ
らに低下したとみられる。
○先行きの潜在成長率は、2015-30年には0.5％
程度に拡大するが、30年以降は大きく低下し、団
塊ジュニア世代が65歳以上になる2035年以降
はほぼゼロとなる。
○人口動態の変化による負の影響を和らげるため
に、女性の労働力率をさらに高めるなど雇用の量
的拡大を図るとともに、雇用の質的改善を図るこ
と、企業の設備投資を促進すること、生産性の向
上を図ることなどの対応が考えられるだろう。

埼玉県経済はどのような要因で成長しているの
だろうか。ここでは成長会計の手法を用いて、埼玉
県経済の成長の要因を分析する。
成長会計とは、経済成長を供給サイドから捉える

もので、経済成長率（実質県内総生産の成長率）を、

①資本投入量、②労働投入量、③ＴＦＰ（Total 
Factor Productivity＝全要素生産性）の3つの要
因に分解し、経済成長がどの要素によってもたらさ
れたのかを分析するものである。
①の資本投入量は企業等の生産活動で使用され

る工場・機械設備・オフィス・店舗等の設備の量、②
の労働投入量は生産活動に投入される労働力の量
で、就業者数に労働時間を乗じたもの、③のＴＦＰは
技術進歩や生産効率等を意味し、資本や労働の投
入量では説明できない生産性の向上を表している。
成長会計によると、県内の経済成長率は次式のよ

うに、「資本分配率と資本投入量の伸び率の積」、
「労働分配率と労働投入量の伸び率の積」、「ＴＦＰの
伸び率」の3つの要因に分解され、①資本投入量、②
労働投入量、③ＴＦＰが、それぞれ経済成長にどの程
度寄与したのかを推計することができる（推計方法の詳細
は末尾の「成長会計による推計方法」を参照）。
 

（推計結果）
埼玉県の実質経済成長率の長期推移をみると、
80年代5.5％、90年代1.2％、2000年代0.9％、10
～15年1.0％（推計）と、80年代から90年代にかけ
て大きく低下し、90年代以降は1％程度の成長が続
いている。
前記の3つの要因（①資本投入量、②労働投入量、
③ＴＦＰ）が経済成長にどの程度寄与したのかをみる
と、まず労働投入量の寄与度は、80年代には＋
1.1％とプラスとなっていた（経済成長率を押し上げ
ていた）が、90年代には▲0.1％とマイナスに転じ、
2000年代以降もマイナスの寄与となり経済成長率
を押し下げる要因に転じた。資本投入量（上グラフ-
データは内閣府「都道府県別民間資本ストック」を
使用）は、80年代には＋3.6％の寄与があったが、90

年代は＋1.8％と半減し、2000年代以降は＋0.7％と
プラスの寄与は続いているものの低下している。
資本投入量に経済産業研究所の「Ｒ-ＪＩＰデータ

ベース2014」のデータを用いた場合の寄与度（下
グラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代
＋0.4％、10～15年＋0.1％と資本投入量の寄与度
はより小さくなっている。
ＴＦＰの寄与度は（上グラフ-内閣府ベース）、80
年代＋0.8％のあと、90年代は▲0.5％とマイナスと
なり、2000年代以降は＋0.7％と再びプラスとなっ
た。「Ｒ-ＪＩＰ」のデータを用いた場合の寄与度（下グ
ラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代＋
0.9％、10～15年＋1.3％とＴＦＰの寄与度は大きい。
80年代と2000年代を比較すると、成長率は
5.5％→0.9％に4.6％低下した。
その要因をみると、

・労働投入量：1.1％→▲0.4％（1.5％低下）
・資本投入量（内閣府ベース）：3.6％→0.7％（2.9％低
下）、同（Ｒ-ＪＩＰベース）：3.1％→0.4％（2.7％低下）
・ＴＦＰ（内閣府ベース）：0.8％→0.7％（0.1％低下）、
同（Ｒ-ＪＩＰベース）：1.3％→0.9％（0.4％低下）
となった。
3つの要因のうち、資本投入量の低下の影響が
最も大きく、次に労働投入量の減少の影響が大き
かった。ＴＦＰの低下の影響は比較的小さかった。
労働投入量は、労働基準法の改正により88年か

ら94年にかけて所定内労働時間が段階的に引き下
げられ、これに合わせ完全週休2日制が普及したた
め、90年代は労働時間の減少を主因として減少し、
2000年代以降は就業者数の減少を主因として減
少した。今後も生産年齢人口（15～64歳人口）の減
少により、就業者数の減少傾向は続くと予想され、
労働投入量は成長率を引き下げる方向に寄与する、
すなわち成長の足を引っ張る要因となる。
より深刻なのは、資本投入量の低下の影響である。
資本投入量の成長率に対する寄与度はプラスを維
持しているものの、寄与度の低下幅は最も大きい。
成長会計による分析からみると、企業による設備投
資の停滞をいかに食い止めるかが大きな課題である。

少子高齢化が続く埼玉県の経済成長率は、今後
どのように推移するのだろうか。ここでは人口動態
の変化を反映した埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行う（注1）。
潜在成長率は、中長期的に持続可能な経済成長
率、景気循環等の短期の変動を調整した趨勢的な
成長率、などと表現され、内閣府では、潜在ＧＤＰを
「経済の過去のトレンドからみて平均的な水準で生
産要素を投入した時に実現可能なＧＤＰ」と定義し
ている。すなわち、①資本投入量、②労働投入量、

（成長会計による推計方法）
県内生産量は、生産要素である労働と資本の投入量、および技
術進歩や生産効率等を意味するＴＦＰによって決まると考え、次の
ようなコブ・ダグラス型の生産関数を仮定する。
Ｙ＝（１－α）Ｋ＋αＬ＋Ａ
　（いずれも対数表示）
　Ｙ：県内生産量（実質県内総生産）
　Ｋ：資本投入量　　Ｌ：労働投入量
　Ａ：ＴＦＰ
　α：労働分配率　　1－α：資本分配率

この式の両辺を時間tで微分すると、

となり、県内生産の成長率は、「資本分配率と資本投入量の伸び
率の積」、「労働分配率と労働投入量の伸び率の積」、「ＴＦＰの伸
び率」の3つの要因に分解され、経済成長がどの要因によりもたら
されたのかがわかる。
Ｙ、Ｋ、Ｌのデータは観察可能なので、労働分配率αが決まれば、
Ａ（ＴＦＰ）は残差として求められる。

（使用データ）
（1）県内生産量
実質県内総生産は、以下の内閣府「県民経済計算」のデータを
使用し伸び率をもとに各系列を接続した。
　・2001～2013年度：93SNA、平成17年基準計数
　・1996～2000年度：93SNA、平成12年基準計数
　・1990～1995年度：93SNA、平成7年基準計数
　・1980～1989年度：68SNA、平成2年基準計数

（2）資本投入量
資本投入量は次の2つのデータを使用した。
　①内閣府「都道府県別民間資本ストック」
　②経済産業研究所「Ｒ-ＪＩＰデータベース2014」
①は減価償却を反映しない粗概念の民間企業資本ストックなの

で、資本ストックの経済価値を過大に評価していることが指摘されて
いる。②は技術革新に伴う資本設備の陳腐化も考慮に入れた純概
念の資本ストックであり、より実際の経済価値に近いとされている。
①は2009年度まで、②は2009年（暦年）までのデータが公表さ

れているが、①は2013年度、②は2012年まで延長推計した。
（3）労働投入量
労働投入量は就業者数×総実労働時間とした。
就業者数：総務省「国勢調査」
労働時間：埼玉県「毎月勤労統計調査」

事業所規模5人以上（1989年以前は事業所規模30
人以上、伸び率で接続）を用いた。

（4）労働分配率
労働分配率は、内閣府「県民経済計算」を用い次式で算出した。

（潜在労働投入量の推計方法）
総労働時間は埼玉県「毎月勤労統計調査」、その他は総務省

「国勢調査」のデータを使用した。将来部分の人口は、国立社会保
障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口推計（平成25年3月
推計）」を用いた。
①潜在労働力率
労働力人口／15歳以上人口とし、年齢別・男女別にみて労働力
率の水準が異なるため、高齢化などの人口動態の影響が反映され
るように算出した。
実績部分は年齢別（15-64歳と65歳以上）・男女別に分けた労
働力率について、それぞれトレンドを抽出し（推計期間1980～
2015年）、各グループの人口構成比で加重平均し潜在労働力率
とした。将来部分はトレンドを延長し（65歳以上男性を除く）、各グ
ループの人口構成比で加重平均した。
②潜在就業率
就業者数／労働力人口（＝1－失業率）とし、労働力率の算出と

同様に、人口動態の影響を反映するように、年齢別・男女別に分け
て算出した。
実績部分は、年齢別（15-64歳と65歳以上）・男女別に分けた就
業率について、それぞれトレンドを抽出し（推計期間1980～2010
年）、各グループの労働力人口で加重平均し潜在就業率とした。実
績部分は2010年までのトレンド推計値を用いたが、2015年の就
業率がトレンドから外れ上昇したので、将来部分は2015年の水準
が続くと想定した。
③昼夜間就業者比率
人口に労働力率、就業率を乗じた就業者数は常住地（居住地）

ベースの就業者（すなわち埼玉県民の就業者）なので、これを就業
地ベース（埼玉県内における就業者）の就業者数に転換するため、
総務省「平成27年国勢調査」から、次式により昼夜間就業者比率
を算出し、将来も2015年の水準（78％）が続くと想定した。
　

　 
④潜在総労働時間
所定内労働時間と所定外労働時間に分けて推計した。所定内労
働時間は変動が小さくほぼ横ばいとなっている期間はその期間平
均値を、労働基準法改正等によりダウントレンドとなっている期間は
そのトレンドを潜在所定内労働時間とした。所定外労働時間は92年
を境にレベルシフトがみられるため、80～91年と92～15年それぞれ
の期間平均値を潜在値とした。潜在所定内労働時間に潜在所定外
労働時間を加えたものが、潜在総労働時間である。
将来部分は2015年の水準で不変とした。

(注1)潜在成長率の推計にはいくつかの仮定を置いているため推計結果は幅を持ってみる必要
がある。

(注2)県民1人当たりの潜在成長率
＝潜在成長率－県民人口の伸び率（各々年率、％）
なお、第1項は県内に就業する就業者が生み出した県内総生産（“県内”概念）の伸び率、第
2項は県内居住者の人口の伸び（“県民”概念）であり、厳密には対応していないが、目安と
して算出した。

業全体の生産性を向上させること
・資本投入量の潜在成長率への寄与が低下してい
ることから企業の設備投資を促進し、1人当たりの
資本装備率を引き上げること
・さらにその設備投資は、ＴＦＰを引き上げるような
省力化投資や生産性の向上に重点を置いたもの
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●埼玉県の潜在成長率（10年ごと）

資料：内閣府「県民経済計算」他
（注）資本投入量は「Ｒ-ＪＩＰデータベース2014」のデータを使用

●埼玉県の潜在成長率（5年ごと）

資料：内閣府「県民経済計算」他
（注）10-15年度は実績推計、資本投入量は「Ｒ-ＪＩＰデータベース2014」のデータを使用

●県民1人当たりの潜在成長率（埼玉県）

資料：総務省「国勢調査」、内閣府「県民経済計算」他
（注）県民1人当たりの潜在成長率＝潜在成長率－県民人口の伸び（各々年率、％）
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Research

もう一つは、潜在総労働時間を2015年の水準で
不変としたことによるものである。総労働時間は、正
社員に比べ労働時間の短いパートタイマーの比率
が上昇してきたことなどから低下傾向にあるが、こ
うした傾向が止まると想定していることになり、やや
非現実的かもしれない。
しかし、このような想定でも、団塊ジュニア世代

（1971～74年生まれ）が65歳以上になる2035年
から40年にかけて、潜在労働力率は急低下し、潜
在労働投入量の低下テンポも速まることになる。

（3）潜在ＴＦＰ
（1）式により残差として求められたＴＦＰは景気変
動を含んだものになっているため、ＨＰフィルターで
滑らかにした。将来部分は直近の伸び（0.4％）が続
くと想定した。
（潜在成長率は2030年以降に大きく低下）
以上の前提から埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行った。
潜在成長率は、80年代4.5％、90年代1.9％から
2000年代には0.5％と1％を切る水準にまで低下し
た。生産要素の寄与度をみると、資本投入量の寄
与度の低下が最も大きい。労働投入量の寄与度は、
80年代は＋1.2％と成長率を押し上げていたが、90
年代、2000年代はマイナスとなり成長率を押し下
げる要因となった。
先行きの潜在成長率をみると、2010年代は
0.3％とやや低下するが、2020年代は0.5％と再び

③ＴＦＰの3つの生産要素の平均的な投入水準から
得られる実質ＧＤＰ（ここでは実質県内総生産）の伸
び率が潜在成長率である。したがって、前記の(1)式
に各生産要素の平均的な投入水準（潜在投入量）を
代入することにより潜在成長率が算出される。
（潜在投入量の算出と将来推計の前提）
（1）潜在資本投入量
資本投入量は設備の稼働率を考慮していないの

で、実績部分については、実際の投入量＝潜在投入
量となる。
将来部分は過去10年間の年平均伸び率（年率
0.6％）で延長した。なお資本ストックのデータはより
実際の経済価値に近いとされる「Ｒ-ＪＩＰデータベー
ス」を用いた。

（2）潜在労働投入量（推計方法の詳細は末尾の「潜在労働投
入量の推計方法」を参照）

潜在労働投入量は次のように求めた。
 

①潜在労働力率（＝労働力人口／15歳以上人口）
労働力率（2015年）は、15-64歳男性79％（女
性62％）、65歳以上男性34％（女性16％）と、65歳
以上の労働力率の水準はかなり低い。今後高齢化
が進み65歳以上人口が増えると、労働力率は全体
として低下する。また、時系列推移をみると、15-64
歳男性の労働力率は緩やかに低下しているのに対

し、女性の労働力率は15-64歳、65歳以上ともに上
昇傾向にある。こうした傾向を反映するように、年齢
別・男女別に分け潜在労働力率を算出した。
将来の潜在労働力率は、年齢別（15-64歳と65
歳以上）・男女別に分けた労働力率のトレンドを延長
し、各グループの人口構成比で加重平均した。ただ
し65歳以上男性の労働力率は低下傾向に歯止め
がかかりつつあるので、2015年の潜在労働力率の
水準で不変とした。

②潜在就業率（＝就業者数／労働力人口）
労働力率の算出と同様に、人口動態の影響を反
映するように、年齢別・男女別に分けて算出した。将
来部分は2015年の水準が続くと想定した。
③潜在総労働時間
所定内労働時間と所定外労働時間に分けて推
計した。将来部分は2015年の水準で不変とした。
④潜在労働投入量

上昇する。2000年代から2020年代までは、おおよ
そ0.5％程度の潜在成長率が維持されるという結
果となった。

次に5年ごとの潜在成長率をみてみよう。2000-05
年に0.7％あった潜在成長率は、05-10年0.3％、
10-15年0.1％とここ10年でかなり低下している。
低下の主因は資本投入量の寄与の低下である。こ
の間、ＴＦＰの寄与にはほとんど変化はなく、労働投
入量の寄与はマイナスとなり成長率を引き下げてい
るが寄与度はほとんど変わっていない。
先行きも資本投入量の寄与度は0.2％、ＴＦＰの寄
与度は0.5％と横ばいが続くが、労働投入量の寄与
度が、15-20年▲0.2％、20-25年▲0.1％とやや縮

小するものの、25-30年以降は拡大し、団塊ジュニ
ア世代が65歳以上となる35-40年には▲0.7％と大
きくなる。この結果潜在成長率は10-15年の0.1％
から、15-30年には0.5％程度に拡大するが、30-35
年0.2％、35-40年0.0％とほぼゼロ成長となる。
このように埼玉県においては、少子高齢化による
潜在成長率への影響は2030年以降に本格化する。
（県民1人当たりの潜在成長率は1％程度を維持）
このように県全体の潜在成長率は、2030年代に
ゼロ近辺まで低下するが、県民1人当たりの潜在成
長率はどうだろうか（注2）。1人当たりの成長率は、90
年代には1％強だったが、2000年代前半には0.4％
に低下、05-15年はマイナスとなったが、先行きは
再び上昇し1％弱の伸びとなる。県全体の潜在成長
率がほぼゼロとなる35-40年も、一人当たりの成長
率でみると0.8％の伸びを保つ。

（求められる対応）
今回の試算結果からみて、人口動態の変化によ

る負の影響を和らげるために、
・上昇トレンドにある女性の労働力率をさらに高めて
いくこと、15-64歳男性の労働力率が長期にわた
り低下傾向にありこれに歯止めをかけ上昇させる
こと等により、雇用の量的拡大を図ること
・教育訓練など就業者への投資を拡大し生産性を
向上させる等、雇用の質的改善を図ること
・各産業の生産性の向上を図るとともに、生産性の
低い産業から高い産業への労働移動を促進し、産

以上のような前提のもとで推計した潜在労働投入
量は、15歳以上人口と潜在労働力率の低下を主因
として、25年後の2040年には2015年に比べ14.3％
（年率0.61％）減少する。潜在労働投入量がピークを
つけた1995年から2015年の20年間では11.3％
（同0.60％）の減少なので、過去20年間とほぼ同じ
テンポで減少することを想定していることになる。
人口が減少するにもかかわらず、潜在労働投入
量の減少テンポが過去20年間と同程度にとどまる
のは、潜在労働力率の低下が続くとはいえそのテン
ポが緩やかになるためである。これは女性の潜在労
働力率の上昇トレンドが続くと想定したことと、
2015年までに団塊の世代が全て労働力率の低い
65歳以上に移行するためである。2040年時点の
15-64歳女性の潜在労働力率は72.8％と2015年
の62.0％から約10ポイント高まる。これは労働力率
が、2015年時点で都道府県のなかで3番目に高い
富山県の73.0％とほぼ同じ水準である。

総務省の国勢調査によると、2015年の埼玉県の
人口は727万人と2010年の前回調査から1.0％増
加した。年齢別では、15歳未満人口（同▲4.5％）と
15～64歳人口（同▲5.1％）が減少したのに対し、65
歳以上人口は同22.1％増加し、増加率は全国トップ
となった。人口増加は続いているものの、県内でも生
産年齢人口の減少や少子高齢化が進行している。
本稿ではこうした人口動態の変化が将来の埼玉
県の経済成長にどの程度の影響を与えるのかを分
析した。概要は以下のとおりである。
○埼玉県の経済成長率は90年代以降大きく低下
したが、その要因をみると、資本投入量の低下に
よる影響が最も大きく、次に労働投入量の減少の
影響が大きかった。
○潜在成長率は、2000年代前半に0.7％程度まで
低下したが、現在（2010-15年）は0.1％程度とさ
らに低下したとみられる。
○先行きの潜在成長率は、2015-30年には0.5％
程度に拡大するが、30年以降は大きく低下し、団
塊ジュニア世代が65歳以上になる2035年以降
はほぼゼロとなる。
○人口動態の変化による負の影響を和らげるため
に、女性の労働力率をさらに高めるなど雇用の量
的拡大を図るとともに、雇用の質的改善を図るこ
と、企業の設備投資を促進すること、生産性の向
上を図ることなどの対応が考えられるだろう。

埼玉県経済はどのような要因で成長しているの
だろうか。ここでは成長会計の手法を用いて、埼玉
県経済の成長の要因を分析する。
成長会計とは、経済成長を供給サイドから捉える

もので、経済成長率（実質県内総生産の成長率）を、

①資本投入量、②労働投入量、③ＴＦＰ（Total 
Factor Productivity＝全要素生産性）の3つの要
因に分解し、経済成長がどの要素によってもたらさ
れたのかを分析するものである。
①の資本投入量は企業等の生産活動で使用され

る工場・機械設備・オフィス・店舗等の設備の量、②
の労働投入量は生産活動に投入される労働力の量
で、就業者数に労働時間を乗じたもの、③のＴＦＰは
技術進歩や生産効率等を意味し、資本や労働の投
入量では説明できない生産性の向上を表している。
成長会計によると、県内の経済成長率は次式のよ

うに、「資本分配率と資本投入量の伸び率の積」、
「労働分配率と労働投入量の伸び率の積」、「ＴＦＰの
伸び率」の3つの要因に分解され、①資本投入量、②
労働投入量、③ＴＦＰが、それぞれ経済成長にどの程
度寄与したのかを推計することができる（推計方法の詳細
は末尾の「成長会計による推計方法」を参照）。
 

（推計結果）
埼玉県の実質経済成長率の長期推移をみると、
80年代5.5％、90年代1.2％、2000年代0.9％、10
～15年1.0％（推計）と、80年代から90年代にかけ
て大きく低下し、90年代以降は1％程度の成長が続
いている。
前記の3つの要因（①資本投入量、②労働投入量、
③ＴＦＰ）が経済成長にどの程度寄与したのかをみる
と、まず労働投入量の寄与度は、80年代には＋
1.1％とプラスとなっていた（経済成長率を押し上げ
ていた）が、90年代には▲0.1％とマイナスに転じ、
2000年代以降もマイナスの寄与となり経済成長率
を押し下げる要因に転じた。資本投入量（上グラフ-
データは内閣府「都道府県別民間資本ストック」を
使用）は、80年代には＋3.6％の寄与があったが、90

年代は＋1.8％と半減し、2000年代以降は＋0.7％と
プラスの寄与は続いているものの低下している。
資本投入量に経済産業研究所の「Ｒ-ＪＩＰデータ

ベース2014」のデータを用いた場合の寄与度（下
グラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代
＋0.4％、10～15年＋0.1％と資本投入量の寄与度
はより小さくなっている。
ＴＦＰの寄与度は（上グラフ-内閣府ベース）、80
年代＋0.8％のあと、90年代は▲0.5％とマイナスと
なり、2000年代以降は＋0.7％と再びプラスとなっ
た。「Ｒ-ＪＩＰ」のデータを用いた場合の寄与度（下グ
ラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代＋
0.9％、10～15年＋1.3％とＴＦＰの寄与度は大きい。
80年代と2000年代を比較すると、成長率は
5.5％→0.9％に4.6％低下した。
その要因をみると、

・労働投入量：1.1％→▲0.4％（1.5％低下）
・資本投入量（内閣府ベース）：3.6％→0.7％（2.9％低
下）、同（Ｒ-ＪＩＰベース）：3.1％→0.4％（2.7％低下）
・ＴＦＰ（内閣府ベース）：0.8％→0.7％（0.1％低下）、
同（Ｒ-ＪＩＰベース）：1.3％→0.9％（0.4％低下）
となった。
3つの要因のうち、資本投入量の低下の影響が
最も大きく、次に労働投入量の減少の影響が大き
かった。ＴＦＰの低下の影響は比較的小さかった。
労働投入量は、労働基準法の改正により88年か

ら94年にかけて所定内労働時間が段階的に引き下
げられ、これに合わせ完全週休2日制が普及したた
め、90年代は労働時間の減少を主因として減少し、
2000年代以降は就業者数の減少を主因として減
少した。今後も生産年齢人口（15～64歳人口）の減
少により、就業者数の減少傾向は続くと予想され、
労働投入量は成長率を引き下げる方向に寄与する、
すなわち成長の足を引っ張る要因となる。
より深刻なのは、資本投入量の低下の影響である。
資本投入量の成長率に対する寄与度はプラスを維
持しているものの、寄与度の低下幅は最も大きい。
成長会計による分析からみると、企業による設備投
資の停滞をいかに食い止めるかが大きな課題である。

少子高齢化が続く埼玉県の経済成長率は、今後
どのように推移するのだろうか。ここでは人口動態
の変化を反映した埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行う（注1）。
潜在成長率は、中長期的に持続可能な経済成長
率、景気循環等の短期の変動を調整した趨勢的な
成長率、などと表現され、内閣府では、潜在ＧＤＰを
「経済の過去のトレンドからみて平均的な水準で生
産要素を投入した時に実現可能なＧＤＰ」と定義し
ている。すなわち、①資本投入量、②労働投入量、

（成長会計による推計方法）
県内生産量は、生産要素である労働と資本の投入量、および技
術進歩や生産効率等を意味するＴＦＰによって決まると考え、次の
ようなコブ・ダグラス型の生産関数を仮定する。
Ｙ＝（１－α）Ｋ＋αＬ＋Ａ
　（いずれも対数表示）
　Ｙ：県内生産量（実質県内総生産）
　Ｋ：資本投入量　　Ｌ：労働投入量
　Ａ：ＴＦＰ
　α：労働分配率　　1－α：資本分配率

この式の両辺を時間tで微分すると、

となり、県内生産の成長率は、「資本分配率と資本投入量の伸び
率の積」、「労働分配率と労働投入量の伸び率の積」、「ＴＦＰの伸
び率」の3つの要因に分解され、経済成長がどの要因によりもたら
されたのかがわかる。
Ｙ、Ｋ、Ｌのデータは観察可能なので、労働分配率αが決まれば、
Ａ（ＴＦＰ）は残差として求められる。

（使用データ）
（1）県内生産量
実質県内総生産は、以下の内閣府「県民経済計算」のデータを
使用し伸び率をもとに各系列を接続した。
　・2001～2013年度：93SNA、平成17年基準計数
　・1996～2000年度：93SNA、平成12年基準計数
　・1990～1995年度：93SNA、平成7年基準計数
　・1980～1989年度：68SNA、平成2年基準計数

（2）資本投入量
資本投入量は次の2つのデータを使用した。
　①内閣府「都道府県別民間資本ストック」
　②経済産業研究所「Ｒ-ＪＩＰデータベース2014」
①は減価償却を反映しない粗概念の民間企業資本ストックなの

で、資本ストックの経済価値を過大に評価していることが指摘されて
いる。②は技術革新に伴う資本設備の陳腐化も考慮に入れた純概
念の資本ストックであり、より実際の経済価値に近いとされている。
①は2009年度まで、②は2009年（暦年）までのデータが公表さ

れているが、①は2013年度、②は2012年まで延長推計した。
（3）労働投入量
労働投入量は就業者数×総実労働時間とした。
就業者数：総務省「国勢調査」
労働時間：埼玉県「毎月勤労統計調査」

事業所規模5人以上（1989年以前は事業所規模30
人以上、伸び率で接続）を用いた。

（4）労働分配率
労働分配率は、内閣府「県民経済計算」を用い次式で算出した。

（潜在労働投入量の推計方法）
総労働時間は埼玉県「毎月勤労統計調査」、その他は総務省

「国勢調査」のデータを使用した。将来部分の人口は、国立社会保
障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口推計（平成25年3月
推計）」を用いた。
①潜在労働力率
労働力人口／15歳以上人口とし、年齢別・男女別にみて労働力
率の水準が異なるため、高齢化などの人口動態の影響が反映され
るように算出した。
実績部分は年齢別（15-64歳と65歳以上）・男女別に分けた労
働力率について、それぞれトレンドを抽出し（推計期間1980～
2015年）、各グループの人口構成比で加重平均し潜在労働力率
とした。将来部分はトレンドを延長し（65歳以上男性を除く）、各グ
ループの人口構成比で加重平均した。
②潜在就業率
就業者数／労働力人口（＝1－失業率）とし、労働力率の算出と

同様に、人口動態の影響を反映するように、年齢別・男女別に分け
て算出した。
実績部分は、年齢別（15-64歳と65歳以上）・男女別に分けた就
業率について、それぞれトレンドを抽出し（推計期間1980～2010
年）、各グループの労働力人口で加重平均し潜在就業率とした。実
績部分は2010年までのトレンド推計値を用いたが、2015年の就
業率がトレンドから外れ上昇したので、将来部分は2015年の水準
が続くと想定した。
③昼夜間就業者比率
人口に労働力率、就業率を乗じた就業者数は常住地（居住地）

ベースの就業者（すなわち埼玉県民の就業者）なので、これを就業
地ベース（埼玉県内における就業者）の就業者数に転換するため、
総務省「平成27年国勢調査」から、次式により昼夜間就業者比率
を算出し、将来も2015年の水準（78％）が続くと想定した。
　

　 
④潜在総労働時間
所定内労働時間と所定外労働時間に分けて推計した。所定内労
働時間は変動が小さくほぼ横ばいとなっている期間はその期間平
均値を、労働基準法改正等によりダウントレンドとなっている期間は
そのトレンドを潜在所定内労働時間とした。所定外労働時間は92年
を境にレベルシフトがみられるため、80～91年と92～15年それぞれ
の期間平均値を潜在値とした。潜在所定内労働時間に潜在所定外
労働時間を加えたものが、潜在総労働時間である。
将来部分は2015年の水準で不変とした。

(注1)潜在成長率の推計にはいくつかの仮定を置いているため推計結果は幅を持ってみる必要
がある。

(注2)県民1人当たりの潜在成長率
＝潜在成長率－県民人口の伸び率（各々年率、％）
なお、第1項は県内に就業する就業者が生み出した県内総生産（“県内”概念）の伸び率、第
2項は県内居住者の人口の伸び（“県民”概念）であり、厳密には対応していないが、目安と
して算出した。

業全体の生産性を向上させること
・資本投入量の潜在成長率への寄与が低下してい
ることから企業の設備投資を促進し、1人当たりの
資本装備率を引き上げること
・さらにその設備投資は、ＴＦＰを引き上げるような
省力化投資や生産性の向上に重点を置いたもの

従業地による15歳以上就業者数
常住地による15歳以上就業者数

県内雇用者報酬
県内雇用者
報酬 ＋ ＋ －営業余剰・

混合所得
固定資本
減耗

家計の
営業余剰（持ち家）

＝ ＋ ＋（１-α） αＹ
・

Ｙ
K
・

K
L
・

L
A
・

A

●埼玉県の潜在成長率（10年ごと）

資料：内閣府「県民経済計算」他
（注）資本投入量は「Ｒ-ＪＩＰデータベース2014」のデータを使用

●埼玉県の潜在成長率（5年ごと）

資料：内閣府「県民経済計算」他
（注）10-15年度は実績推計、資本投入量は「Ｒ-ＪＩＰデータベース2014」のデータを使用

●県民1人当たりの潜在成長率（埼玉県）

資料：総務省「国勢調査」、内閣府「県民経済計算」他
（注）県民1人当たりの潜在成長率＝潜在成長率－県民人口の伸び（各々年率、％）
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などの対応が考えられるだろう。 （樋口広治）
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アンケート調査

もう一つは、潜在総労働時間を2015年の水準で
不変としたことによるものである。総労働時間は、正
社員に比べ労働時間の短いパートタイマーの比率
が上昇してきたことなどから低下傾向にあるが、こ
うした傾向が止まると想定していることになり、やや
非現実的かもしれない。
しかし、このような想定でも、団塊ジュニア世代

（1971～74年生まれ）が65歳以上になる2035年
から40年にかけて、潜在労働力率は急低下し、潜
在労働投入量の低下テンポも速まることになる。

（3）潜在ＴＦＰ
（1）式により残差として求められたＴＦＰは景気変
動を含んだものになっているため、ＨＰフィルターで
滑らかにした。将来部分は直近の伸び（0.4％）が続
くと想定した。
（潜在成長率は2030年以降に大きく低下）
以上の前提から埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行った。
潜在成長率は、80年代4.5％、90年代1.9％から
2000年代には0.5％と1％を切る水準にまで低下し
た。生産要素の寄与度をみると、資本投入量の寄
与度の低下が最も大きい。労働投入量の寄与度は、
80年代は＋1.2％と成長率を押し上げていたが、90
年代、2000年代はマイナスとなり成長率を押し下
げる要因となった。
先行きの潜在成長率をみると、2010年代は
0.3％とやや低下するが、2020年代は0.5％と再び

③ＴＦＰの3つの生産要素の平均的な投入水準から
得られる実質ＧＤＰ（ここでは実質県内総生産）の伸
び率が潜在成長率である。したがって、前記の(1)式
に各生産要素の平均的な投入水準（潜在投入量）を
代入することにより潜在成長率が算出される。
（潜在投入量の算出と将来推計の前提）
（1）潜在資本投入量
資本投入量は設備の稼働率を考慮していないの

で、実績部分については、実際の投入量＝潜在投入
量となる。
将来部分は過去10年間の年平均伸び率（年率
0.6％）で延長した。なお資本ストックのデータはより
実際の経済価値に近いとされる「Ｒ-ＪＩＰデータベー
ス」を用いた。

（2）潜在労働投入量（推計方法の詳細は末尾の「潜在労働投
入量の推計方法」を参照）

潜在労働投入量は次のように求めた。
 

①潜在労働力率（＝労働力人口／15歳以上人口）
労働力率（2015年）は、15-64歳男性79％（女
性62％）、65歳以上男性34％（女性16％）と、65歳
以上の労働力率の水準はかなり低い。今後高齢化
が進み65歳以上人口が増えると、労働力率は全体
として低下する。また、時系列推移をみると、15-64
歳男性の労働力率は緩やかに低下しているのに対

し、女性の労働力率は15-64歳、65歳以上ともに上
昇傾向にある。こうした傾向を反映するように、年齢
別・男女別に分け潜在労働力率を算出した。
将来の潜在労働力率は、年齢別（15-64歳と65
歳以上）・男女別に分けた労働力率のトレンドを延長
し、各グループの人口構成比で加重平均した。ただ
し65歳以上男性の労働力率は低下傾向に歯止め
がかかりつつあるので、2015年の潜在労働力率の
水準で不変とした。

②潜在就業率（＝就業者数／労働力人口）
労働力率の算出と同様に、人口動態の影響を反
映するように、年齢別・男女別に分けて算出した。将
来部分は2015年の水準が続くと想定した。
③潜在総労働時間
所定内労働時間と所定外労働時間に分けて推
計した。将来部分は2015年の水準で不変とした。
④潜在労働投入量

上昇する。2000年代から2020年代までは、おおよ
そ0.5％程度の潜在成長率が維持されるという結
果となった。

次に5年ごとの潜在成長率をみてみよう。2000-05
年に0.7％あった潜在成長率は、05-10年0.3％、
10-15年0.1％とここ10年でかなり低下している。
低下の主因は資本投入量の寄与の低下である。こ
の間、ＴＦＰの寄与にはほとんど変化はなく、労働投
入量の寄与はマイナスとなり成長率を引き下げてい
るが寄与度はほとんど変わっていない。
先行きも資本投入量の寄与度は0.2％、ＴＦＰの寄
与度は0.5％と横ばいが続くが、労働投入量の寄与
度が、15-20年▲0.2％、20-25年▲0.1％とやや縮

小するものの、25-30年以降は拡大し、団塊ジュニ
ア世代が65歳以上となる35-40年には▲0.7％と大
きくなる。この結果潜在成長率は10-15年の0.1％
から、15-30年には0.5％程度に拡大するが、30-35
年0.2％、35-40年0.0％とほぼゼロ成長となる。
このように埼玉県においては、少子高齢化による
潜在成長率への影響は2030年以降に本格化する。
（県民1人当たりの潜在成長率は1％程度を維持）
このように県全体の潜在成長率は、2030年代に
ゼロ近辺まで低下するが、県民1人当たりの潜在成
長率はどうだろうか（注2）。1人当たりの成長率は、90
年代には1％強だったが、2000年代前半には0.4％
に低下、05-15年はマイナスとなったが、先行きは
再び上昇し1％弱の伸びとなる。県全体の潜在成長
率がほぼゼロとなる35-40年も、一人当たりの成長
率でみると0.8％の伸びを保つ。

（求められる対応）
今回の試算結果からみて、人口動態の変化によ

る負の影響を和らげるために、
・上昇トレンドにある女性の労働力率をさらに高めて
いくこと、15-64歳男性の労働力率が長期にわた
り低下傾向にありこれに歯止めをかけ上昇させる
こと等により、雇用の量的拡大を図ること
・教育訓練など就業者への投資を拡大し生産性を
向上させる等、雇用の質的改善を図ること
・各産業の生産性の向上を図るとともに、生産性の
低い産業から高い産業への労働移動を促進し、産

以上のような前提のもとで推計した潜在労働投入
量は、15歳以上人口と潜在労働力率の低下を主因
として、25年後の2040年には2015年に比べ14.3％
（年率0.61％）減少する。潜在労働投入量がピークを
つけた1995年から2015年の20年間では11.3％
（同0.60％）の減少なので、過去20年間とほぼ同じ
テンポで減少することを想定していることになる。
人口が減少するにもかかわらず、潜在労働投入
量の減少テンポが過去20年間と同程度にとどまる
のは、潜在労働力率の低下が続くとはいえそのテン
ポが緩やかになるためである。これは女性の潜在労
働力率の上昇トレンドが続くと想定したことと、
2015年までに団塊の世代が全て労働力率の低い
65歳以上に移行するためである。2040年時点の
15-64歳女性の潜在労働力率は72.8％と2015年
の62.0％から約10ポイント高まる。これは労働力率
が、2015年時点で都道府県のなかで3番目に高い
富山県の73.0％とほぼ同じ水準である。

総務省の国勢調査によると、2015年の埼玉県の
人口は727万人と2010年の前回調査から1.0％増
加した。年齢別では、15歳未満人口（同▲4.5％）と
15～64歳人口（同▲5.1％）が減少したのに対し、65
歳以上人口は同22.1％増加し、増加率は全国トップ
となった。人口増加は続いているものの、県内でも生
産年齢人口の減少や少子高齢化が進行している。
本稿ではこうした人口動態の変化が将来の埼玉
県の経済成長にどの程度の影響を与えるのかを分
析した。概要は以下のとおりである。
○埼玉県の経済成長率は90年代以降大きく低下
したが、その要因をみると、資本投入量の低下に
よる影響が最も大きく、次に労働投入量の減少の
影響が大きかった。
○潜在成長率は、2000年代前半に0.7％程度まで
低下したが、現在（2010-15年）は0.1％程度とさ
らに低下したとみられる。
○先行きの潜在成長率は、2015-30年には0.5％
程度に拡大するが、30年以降は大きく低下し、団
塊ジュニア世代が65歳以上になる2035年以降
はほぼゼロとなる。
○人口動態の変化による負の影響を和らげるため
に、女性の労働力率をさらに高めるなど雇用の量
的拡大を図るとともに、雇用の質的改善を図るこ
と、企業の設備投資を促進すること、生産性の向
上を図ることなどの対応が考えられるだろう。

埼玉県経済はどのような要因で成長しているの
だろうか。ここでは成長会計の手法を用いて、埼玉
県経済の成長の要因を分析する。
成長会計とは、経済成長を供給サイドから捉える

もので、経済成長率（実質県内総生産の成長率）を、

①資本投入量、②労働投入量、③ＴＦＰ（Total 
Factor Productivity＝全要素生産性）の3つの要
因に分解し、経済成長がどの要素によってもたらさ
れたのかを分析するものである。
①の資本投入量は企業等の生産活動で使用され

る工場・機械設備・オフィス・店舗等の設備の量、②
の労働投入量は生産活動に投入される労働力の量
で、就業者数に労働時間を乗じたもの、③のＴＦＰは
技術進歩や生産効率等を意味し、資本や労働の投
入量では説明できない生産性の向上を表している。
成長会計によると、県内の経済成長率は次式のよ

うに、「資本分配率と資本投入量の伸び率の積」、
「労働分配率と労働投入量の伸び率の積」、「ＴＦＰの
伸び率」の3つの要因に分解され、①資本投入量、②
労働投入量、③ＴＦＰが、それぞれ経済成長にどの程
度寄与したのかを推計することができる（推計方法の詳細
は末尾の「成長会計による推計方法」を参照）。
 

（推計結果）
埼玉県の実質経済成長率の長期推移をみると、
80年代5.5％、90年代1.2％、2000年代0.9％、10
～15年1.0％（推計）と、80年代から90年代にかけ
て大きく低下し、90年代以降は1％程度の成長が続
いている。
前記の3つの要因（①資本投入量、②労働投入量、
③ＴＦＰ）が経済成長にどの程度寄与したのかをみる
と、まず労働投入量の寄与度は、80年代には＋
1.1％とプラスとなっていた（経済成長率を押し上げ
ていた）が、90年代には▲0.1％とマイナスに転じ、
2000年代以降もマイナスの寄与となり経済成長率
を押し下げる要因に転じた。資本投入量（上グラフ-
データは内閣府「都道府県別民間資本ストック」を
使用）は、80年代には＋3.6％の寄与があったが、90

年代は＋1.8％と半減し、2000年代以降は＋0.7％と
プラスの寄与は続いているものの低下している。
資本投入量に経済産業研究所の「Ｒ-ＪＩＰデータ

ベース2014」のデータを用いた場合の寄与度（下
グラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代
＋0.4％、10～15年＋0.1％と資本投入量の寄与度
はより小さくなっている。
ＴＦＰの寄与度は（上グラフ-内閣府ベース）、80
年代＋0.8％のあと、90年代は▲0.5％とマイナスと
なり、2000年代以降は＋0.7％と再びプラスとなっ
た。「Ｒ-ＪＩＰ」のデータを用いた場合の寄与度（下グ
ラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代＋
0.9％、10～15年＋1.3％とＴＦＰの寄与度は大きい。
80年代と2000年代を比較すると、成長率は
5.5％→0.9％に4.6％低下した。
その要因をみると、

・労働投入量：1.1％→▲0.4％（1.5％低下）
・資本投入量（内閣府ベース）：3.6％→0.7％（2.9％低
下）、同（Ｒ-ＪＩＰベース）：3.1％→0.4％（2.7％低下）
・ＴＦＰ（内閣府ベース）：0.8％→0.7％（0.1％低下）、
同（Ｒ-ＪＩＰベース）：1.3％→0.9％（0.4％低下）
となった。
3つの要因のうち、資本投入量の低下の影響が
最も大きく、次に労働投入量の減少の影響が大き
かった。ＴＦＰの低下の影響は比較的小さかった。
労働投入量は、労働基準法の改正により88年か

ら94年にかけて所定内労働時間が段階的に引き下
げられ、これに合わせ完全週休2日制が普及したた
め、90年代は労働時間の減少を主因として減少し、
2000年代以降は就業者数の減少を主因として減
少した。今後も生産年齢人口（15～64歳人口）の減
少により、就業者数の減少傾向は続くと予想され、
労働投入量は成長率を引き下げる方向に寄与する、
すなわち成長の足を引っ張る要因となる。
より深刻なのは、資本投入量の低下の影響である。
資本投入量の成長率に対する寄与度はプラスを維
持しているものの、寄与度の低下幅は最も大きい。
成長会計による分析からみると、企業による設備投
資の停滞をいかに食い止めるかが大きな課題である。

少子高齢化が続く埼玉県の経済成長率は、今後
どのように推移するのだろうか。ここでは人口動態
の変化を反映した埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行う（注1）。
潜在成長率は、中長期的に持続可能な経済成長
率、景気循環等の短期の変動を調整した趨勢的な
成長率、などと表現され、内閣府では、潜在ＧＤＰを
「経済の過去のトレンドからみて平均的な水準で生
産要素を投入した時に実現可能なＧＤＰ」と定義し
ている。すなわち、①資本投入量、②労働投入量、

埼玉県内企業経営動向調査
自社業況は大きく改善

国内景気 自社業況 売上高 設備投資
（現状）
最近（2016年10月中旬）の国内景気に対する見方

は、「上昇」4％、「下降」17％で、ＢＳＩ（「上昇」－「下
降」の企業割合）は▲13となり、前回調査（2016年7
月）の▲23から10ポイントの改善となった。
国内景気に対する見方は、円高や株価の低下など

から大幅に悪化した４月調査から２期連続で改善した。
ただ、消費や生産などの持ち直しの動きが弱く、海外経
済の不透明感もありＢＳＩは依然マイナスとなっている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ▲17で前回調査の
▲26から9ポイントの改善、非製造業は▲10で前回調
査の▲20から10ポイントの改善となった。

（先行き）
先行き（約6カ月後）については「上昇」7％、「下降」
24％で、ＢＳＩは▲17と現状から4ポイントの悪化となっ
た。国内景気については、先行き慎重な見方をするとこ
ろが多くなっている。
業種別では、製造業はＢＳＩ▲10で現状から7ポイント

の改善、非製造業は▲22で12ポイントの悪化となった。

（現状）
最近の自社の業況に対する見方は、「良い」とする
企業24％、「悪い」とする企業8％で、ＢＳＩは＋16となり
前回調査の＋8から8ポイントの改善となった。
「良い」とするところが増加する一方、「悪い」とする
ところが減少し、ＢＳＩは今回調査で比較的大きな改善
となった。国内景気の見方も改善しており、自社の業況
は堅調とみるところが多い。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋8で前回調査の＋1

から7ポイントの改善、非製造業は＋20で前回調査の＋
12から8ポイントの改善となった。

（先行き）
先行きについては「良い」とする企業19％に対し、

「悪い」とする企業は13％、ＢＳＩは＋6と現状から10ポ
イントの悪化となった。自社の業況について先行き慎重
な見方をするところも多くなっているが、ＢＳＩはプラスを
持続している。
業種別では､製造業はＢＳＩが＋4で現状から4ポイン

トの悪化、非製造業は＋7で13ポイントの悪化となって
いる。

（現状）
2016年7～9月期の売上高は、季調済ＢＳＩ（「増加」

－「減少」の企業割合、季節調整済）が＋1となり、前回
調査対象期間（2016年4～6月期）の＋7から6ポイント
の悪化となった。
売上高のＢＳＩは、2015年10～12月期以降3期連続

で改善し、比較的順調に改善が続いていたが、今回調
査では悪化となった。ただ、ＢＳＩは引き続きプラスを維
持しており、前期に比べ勢いは鈍化したものの、売上の
増加は続いている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋2で前回調査の＋3

から1ポイントの悪化、非製造業は▲1で前回調査の
＋9から10ポイントの悪化となった。

（先行き）
先行きについては、2016年10～12月期のＢＳＩが＋
4、2017年1～3月期は＋10となり、先行きについては
改善の見通しとなっている。
業種別では、製造業が2016年7～9月期、10～12月
期、2017年1～3月期に＋2→＋17→＋11、非製造業
では▲1→▲6→＋8となっている。

（現状）
2016年7～9月期の設備投資は、季調済ＢＳＩが＋4と

なり、前回調査対象期間（2016年4～6月期）の＋10か
ら6ポイントの悪化となった。設備投資については、前回
調査では改善、今回は悪化となるなど、改善、悪化を繰
り返す動きとなっているが、ＢＳＩはプラスが続いており、
総じて持ち直しの動きが続いている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋10で前回調査の

＋3から7ポイントの改善、非製造業は▲1で前回調査
の＋16から17ポイントの悪化となった。

（先行き）
先行きについては、2016年10～12月期のＢＳＩが＋
7、2017年1～3月期は0となった。ＢＳＩは一進一退の動
きであるが、慎重な姿勢が強まっている。
業種別では、製造業が2016年7～9月期、10～12月
期、2017年1～3月期に＋10→＋13→▲2、非製造業
では▲1→＋5→0となっている。 （吉嶺暢嗣）

●国内景気 ●自社業況
実績ＢＳＩ（上昇ー下降） 見通し
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●設備投資
実績 見通しＢＳＩ（増加ー減少）季調済

13

6

3

5

1 2
4

2

4

9
7

10

0
0

3

▲1

10 10

-10

7

10

20

2016年10月中旬実施。対象企業数982社、
回答企業数271社、回答率27.6％。

業全体の生産性を向上させること
・資本投入量の潜在成長率への寄与が低下してい
ることから企業の設備投資を促進し、1人当たりの
資本装備率を引き上げること
・さらにその設備投資は、ＴＦＰを引き上げるような
省力化投資や生産性の向上に重点を置いたもの

であること
などの対応が考えられるだろう。 （樋口広治）
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アンケート調査

もう一つは、潜在総労働時間を2015年の水準で
不変としたことによるものである。総労働時間は、正
社員に比べ労働時間の短いパートタイマーの比率
が上昇してきたことなどから低下傾向にあるが、こ
うした傾向が止まると想定していることになり、やや
非現実的かもしれない。
しかし、このような想定でも、団塊ジュニア世代

（1971～74年生まれ）が65歳以上になる2035年
から40年にかけて、潜在労働力率は急低下し、潜
在労働投入量の低下テンポも速まることになる。

（3）潜在ＴＦＰ
（1）式により残差として求められたＴＦＰは景気変
動を含んだものになっているため、ＨＰフィルターで
滑らかにした。将来部分は直近の伸び（0.4％）が続
くと想定した。
（潜在成長率は2030年以降に大きく低下）
以上の前提から埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行った。
潜在成長率は、80年代4.5％、90年代1.9％から
2000年代には0.5％と1％を切る水準にまで低下し
た。生産要素の寄与度をみると、資本投入量の寄
与度の低下が最も大きい。労働投入量の寄与度は、
80年代は＋1.2％と成長率を押し上げていたが、90
年代、2000年代はマイナスとなり成長率を押し下
げる要因となった。
先行きの潜在成長率をみると、2010年代は
0.3％とやや低下するが、2020年代は0.5％と再び

③ＴＦＰの3つの生産要素の平均的な投入水準から
得られる実質ＧＤＰ（ここでは実質県内総生産）の伸
び率が潜在成長率である。したがって、前記の(1)式
に各生産要素の平均的な投入水準（潜在投入量）を
代入することにより潜在成長率が算出される。
（潜在投入量の算出と将来推計の前提）
（1）潜在資本投入量
資本投入量は設備の稼働率を考慮していないの

で、実績部分については、実際の投入量＝潜在投入
量となる。
将来部分は過去10年間の年平均伸び率（年率
0.6％）で延長した。なお資本ストックのデータはより
実際の経済価値に近いとされる「Ｒ-ＪＩＰデータベー
ス」を用いた。

（2）潜在労働投入量（推計方法の詳細は末尾の「潜在労働投
入量の推計方法」を参照）

潜在労働投入量は次のように求めた。
 

①潜在労働力率（＝労働力人口／15歳以上人口）
労働力率（2015年）は、15-64歳男性79％（女
性62％）、65歳以上男性34％（女性16％）と、65歳
以上の労働力率の水準はかなり低い。今後高齢化
が進み65歳以上人口が増えると、労働力率は全体
として低下する。また、時系列推移をみると、15-64
歳男性の労働力率は緩やかに低下しているのに対

し、女性の労働力率は15-64歳、65歳以上ともに上
昇傾向にある。こうした傾向を反映するように、年齢
別・男女別に分け潜在労働力率を算出した。
将来の潜在労働力率は、年齢別（15-64歳と65
歳以上）・男女別に分けた労働力率のトレンドを延長
し、各グループの人口構成比で加重平均した。ただ
し65歳以上男性の労働力率は低下傾向に歯止め
がかかりつつあるので、2015年の潜在労働力率の
水準で不変とした。

②潜在就業率（＝就業者数／労働力人口）
労働力率の算出と同様に、人口動態の影響を反
映するように、年齢別・男女別に分けて算出した。将
来部分は2015年の水準が続くと想定した。
③潜在総労働時間
所定内労働時間と所定外労働時間に分けて推
計した。将来部分は2015年の水準で不変とした。
④潜在労働投入量

上昇する。2000年代から2020年代までは、おおよ
そ0.5％程度の潜在成長率が維持されるという結
果となった。

次に5年ごとの潜在成長率をみてみよう。2000-05
年に0.7％あった潜在成長率は、05-10年0.3％、
10-15年0.1％とここ10年でかなり低下している。
低下の主因は資本投入量の寄与の低下である。こ
の間、ＴＦＰの寄与にはほとんど変化はなく、労働投
入量の寄与はマイナスとなり成長率を引き下げてい
るが寄与度はほとんど変わっていない。
先行きも資本投入量の寄与度は0.2％、ＴＦＰの寄
与度は0.5％と横ばいが続くが、労働投入量の寄与
度が、15-20年▲0.2％、20-25年▲0.1％とやや縮

小するものの、25-30年以降は拡大し、団塊ジュニ
ア世代が65歳以上となる35-40年には▲0.7％と大
きくなる。この結果潜在成長率は10-15年の0.1％
から、15-30年には0.5％程度に拡大するが、30-35
年0.2％、35-40年0.0％とほぼゼロ成長となる。
このように埼玉県においては、少子高齢化による
潜在成長率への影響は2030年以降に本格化する。
（県民1人当たりの潜在成長率は1％程度を維持）
このように県全体の潜在成長率は、2030年代に
ゼロ近辺まで低下するが、県民1人当たりの潜在成
長率はどうだろうか（注2）。1人当たりの成長率は、90
年代には1％強だったが、2000年代前半には0.4％
に低下、05-15年はマイナスとなったが、先行きは
再び上昇し1％弱の伸びとなる。県全体の潜在成長
率がほぼゼロとなる35-40年も、一人当たりの成長
率でみると0.8％の伸びを保つ。

（求められる対応）
今回の試算結果からみて、人口動態の変化によ

る負の影響を和らげるために、
・上昇トレンドにある女性の労働力率をさらに高めて
いくこと、15-64歳男性の労働力率が長期にわた
り低下傾向にありこれに歯止めをかけ上昇させる
こと等により、雇用の量的拡大を図ること
・教育訓練など就業者への投資を拡大し生産性を
向上させる等、雇用の質的改善を図ること
・各産業の生産性の向上を図るとともに、生産性の
低い産業から高い産業への労働移動を促進し、産

以上のような前提のもとで推計した潜在労働投入
量は、15歳以上人口と潜在労働力率の低下を主因
として、25年後の2040年には2015年に比べ14.3％
（年率0.61％）減少する。潜在労働投入量がピークを
つけた1995年から2015年の20年間では11.3％
（同0.60％）の減少なので、過去20年間とほぼ同じ
テンポで減少することを想定していることになる。
人口が減少するにもかかわらず、潜在労働投入
量の減少テンポが過去20年間と同程度にとどまる
のは、潜在労働力率の低下が続くとはいえそのテン
ポが緩やかになるためである。これは女性の潜在労
働力率の上昇トレンドが続くと想定したことと、
2015年までに団塊の世代が全て労働力率の低い
65歳以上に移行するためである。2040年時点の
15-64歳女性の潜在労働力率は72.8％と2015年
の62.0％から約10ポイント高まる。これは労働力率
が、2015年時点で都道府県のなかで3番目に高い
富山県の73.0％とほぼ同じ水準である。

総務省の国勢調査によると、2015年の埼玉県の
人口は727万人と2010年の前回調査から1.0％増
加した。年齢別では、15歳未満人口（同▲4.5％）と
15～64歳人口（同▲5.1％）が減少したのに対し、65
歳以上人口は同22.1％増加し、増加率は全国トップ
となった。人口増加は続いているものの、県内でも生
産年齢人口の減少や少子高齢化が進行している。
本稿ではこうした人口動態の変化が将来の埼玉
県の経済成長にどの程度の影響を与えるのかを分
析した。概要は以下のとおりである。
○埼玉県の経済成長率は90年代以降大きく低下
したが、その要因をみると、資本投入量の低下に
よる影響が最も大きく、次に労働投入量の減少の
影響が大きかった。
○潜在成長率は、2000年代前半に0.7％程度まで
低下したが、現在（2010-15年）は0.1％程度とさ
らに低下したとみられる。
○先行きの潜在成長率は、2015-30年には0.5％
程度に拡大するが、30年以降は大きく低下し、団
塊ジュニア世代が65歳以上になる2035年以降
はほぼゼロとなる。
○人口動態の変化による負の影響を和らげるため
に、女性の労働力率をさらに高めるなど雇用の量
的拡大を図るとともに、雇用の質的改善を図るこ
と、企業の設備投資を促進すること、生産性の向
上を図ることなどの対応が考えられるだろう。

埼玉県経済はどのような要因で成長しているの
だろうか。ここでは成長会計の手法を用いて、埼玉
県経済の成長の要因を分析する。
成長会計とは、経済成長を供給サイドから捉える

もので、経済成長率（実質県内総生産の成長率）を、

①資本投入量、②労働投入量、③ＴＦＰ（Total 
Factor Productivity＝全要素生産性）の3つの要
因に分解し、経済成長がどの要素によってもたらさ
れたのかを分析するものである。
①の資本投入量は企業等の生産活動で使用され

る工場・機械設備・オフィス・店舗等の設備の量、②
の労働投入量は生産活動に投入される労働力の量
で、就業者数に労働時間を乗じたもの、③のＴＦＰは
技術進歩や生産効率等を意味し、資本や労働の投
入量では説明できない生産性の向上を表している。
成長会計によると、県内の経済成長率は次式のよ

うに、「資本分配率と資本投入量の伸び率の積」、
「労働分配率と労働投入量の伸び率の積」、「ＴＦＰの
伸び率」の3つの要因に分解され、①資本投入量、②
労働投入量、③ＴＦＰが、それぞれ経済成長にどの程
度寄与したのかを推計することができる（推計方法の詳細
は末尾の「成長会計による推計方法」を参照）。
 

（推計結果）
埼玉県の実質経済成長率の長期推移をみると、
80年代5.5％、90年代1.2％、2000年代0.9％、10
～15年1.0％（推計）と、80年代から90年代にかけ
て大きく低下し、90年代以降は1％程度の成長が続
いている。
前記の3つの要因（①資本投入量、②労働投入量、
③ＴＦＰ）が経済成長にどの程度寄与したのかをみる
と、まず労働投入量の寄与度は、80年代には＋
1.1％とプラスとなっていた（経済成長率を押し上げ
ていた）が、90年代には▲0.1％とマイナスに転じ、
2000年代以降もマイナスの寄与となり経済成長率
を押し下げる要因に転じた。資本投入量（上グラフ-
データは内閣府「都道府県別民間資本ストック」を
使用）は、80年代には＋3.6％の寄与があったが、90

年代は＋1.8％と半減し、2000年代以降は＋0.7％と
プラスの寄与は続いているものの低下している。
資本投入量に経済産業研究所の「Ｒ-ＪＩＰデータ

ベース2014」のデータを用いた場合の寄与度（下
グラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代
＋0.4％、10～15年＋0.1％と資本投入量の寄与度
はより小さくなっている。
ＴＦＰの寄与度は（上グラフ-内閣府ベース）、80
年代＋0.8％のあと、90年代は▲0.5％とマイナスと
なり、2000年代以降は＋0.7％と再びプラスとなっ
た。「Ｒ-ＪＩＰ」のデータを用いた場合の寄与度（下グ
ラフ）も内閣府ベースと同じ傾向だが、2000年代＋
0.9％、10～15年＋1.3％とＴＦＰの寄与度は大きい。
80年代と2000年代を比較すると、成長率は
5.5％→0.9％に4.6％低下した。
その要因をみると、

・労働投入量：1.1％→▲0.4％（1.5％低下）
・資本投入量（内閣府ベース）：3.6％→0.7％（2.9％低
下）、同（Ｒ-ＪＩＰベース）：3.1％→0.4％（2.7％低下）
・ＴＦＰ（内閣府ベース）：0.8％→0.7％（0.1％低下）、
同（Ｒ-ＪＩＰベース）：1.3％→0.9％（0.4％低下）
となった。
3つの要因のうち、資本投入量の低下の影響が
最も大きく、次に労働投入量の減少の影響が大き
かった。ＴＦＰの低下の影響は比較的小さかった。
労働投入量は、労働基準法の改正により88年か

ら94年にかけて所定内労働時間が段階的に引き下
げられ、これに合わせ完全週休2日制が普及したた
め、90年代は労働時間の減少を主因として減少し、
2000年代以降は就業者数の減少を主因として減
少した。今後も生産年齢人口（15～64歳人口）の減
少により、就業者数の減少傾向は続くと予想され、
労働投入量は成長率を引き下げる方向に寄与する、
すなわち成長の足を引っ張る要因となる。
より深刻なのは、資本投入量の低下の影響である。
資本投入量の成長率に対する寄与度はプラスを維
持しているものの、寄与度の低下幅は最も大きい。
成長会計による分析からみると、企業による設備投
資の停滞をいかに食い止めるかが大きな課題である。

少子高齢化が続く埼玉県の経済成長率は、今後
どのように推移するのだろうか。ここでは人口動態
の変化を反映した埼玉県の潜在成長率の将来推
計を行う（注1）。
潜在成長率は、中長期的に持続可能な経済成長
率、景気循環等の短期の変動を調整した趨勢的な
成長率、などと表現され、内閣府では、潜在ＧＤＰを
「経済の過去のトレンドからみて平均的な水準で生
産要素を投入した時に実現可能なＧＤＰ」と定義し
ている。すなわち、①資本投入量、②労働投入量、

埼玉県内企業経営動向調査
自社業況は大きく改善

国内景気 自社業況 売上高 設備投資
（現状）
最近（2016年10月中旬）の国内景気に対する見方

は、「上昇」4％、「下降」17％で、ＢＳＩ（「上昇」－「下
降」の企業割合）は▲13となり、前回調査（2016年7
月）の▲23から10ポイントの改善となった。
国内景気に対する見方は、円高や株価の低下など

から大幅に悪化した４月調査から２期連続で改善した。
ただ、消費や生産などの持ち直しの動きが弱く、海外経
済の不透明感もありＢＳＩは依然マイナスとなっている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ▲17で前回調査の
▲26から9ポイントの改善、非製造業は▲10で前回調
査の▲20から10ポイントの改善となった。

（先行き）
先行き（約6カ月後）については「上昇」7％、「下降」
24％で、ＢＳＩは▲17と現状から4ポイントの悪化となっ
た。国内景気については、先行き慎重な見方をするとこ
ろが多くなっている。
業種別では、製造業はＢＳＩ▲10で現状から7ポイント

の改善、非製造業は▲22で12ポイントの悪化となった。

（現状）
最近の自社の業況に対する見方は、「良い」とする
企業24％、「悪い」とする企業8％で、ＢＳＩは＋16となり
前回調査の＋8から8ポイントの改善となった。
「良い」とするところが増加する一方、「悪い」とする
ところが減少し、ＢＳＩは今回調査で比較的大きな改善
となった。国内景気の見方も改善しており、自社の業況
は堅調とみるところが多い。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋8で前回調査の＋1

から7ポイントの改善、非製造業は＋20で前回調査の＋
12から8ポイントの改善となった。

（先行き）
先行きについては「良い」とする企業19％に対し、

「悪い」とする企業は13％、ＢＳＩは＋6と現状から10ポ
イントの悪化となった。自社の業況について先行き慎重
な見方をするところも多くなっているが、ＢＳＩはプラスを
持続している。
業種別では､製造業はＢＳＩが＋4で現状から4ポイン

トの悪化、非製造業は＋7で13ポイントの悪化となって
いる。

（現状）
2016年7～9月期の売上高は、季調済ＢＳＩ（「増加」

－「減少」の企業割合、季節調整済）が＋1となり、前回
調査対象期間（2016年4～6月期）の＋7から6ポイント
の悪化となった。
売上高のＢＳＩは、2015年10～12月期以降3期連続

で改善し、比較的順調に改善が続いていたが、今回調
査では悪化となった。ただ、ＢＳＩは引き続きプラスを維
持しており、前期に比べ勢いは鈍化したものの、売上の
増加は続いている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋2で前回調査の＋3

から1ポイントの悪化、非製造業は▲1で前回調査の
＋9から10ポイントの悪化となった。

（先行き）
先行きについては、2016年10～12月期のＢＳＩが＋
4、2017年1～3月期は＋10となり、先行きについては
改善の見通しとなっている。
業種別では、製造業が2016年7～9月期、10～12月
期、2017年1～3月期に＋2→＋17→＋11、非製造業
では▲1→▲6→＋8となっている。

（現状）
2016年7～9月期の設備投資は、季調済ＢＳＩが＋4と

なり、前回調査対象期間（2016年4～6月期）の＋10か
ら6ポイントの悪化となった。設備投資については、前回
調査では改善、今回は悪化となるなど、改善、悪化を繰
り返す動きとなっているが、ＢＳＩはプラスが続いており、
総じて持ち直しの動きが続いている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋10で前回調査の

＋3から7ポイントの改善、非製造業は▲1で前回調査
の＋16から17ポイントの悪化となった。

（先行き）
先行きについては、2016年10～12月期のＢＳＩが＋
7、2017年1～3月期は0となった。ＢＳＩは一進一退の動
きであるが、慎重な姿勢が強まっている。
業種別では、製造業が2016年7～9月期、10～12月
期、2017年1～3月期に＋10→＋13→▲2、非製造業
では▲1→＋5→0となっている。 （吉嶺暢嗣）
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景気動向指数 改善を示している

10月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：86.0（前月比＋3.4ポイント）、一致指数：162.2
（同▲2.9ポイント）、遅行指数：97.1（同▲1.0ポイン
ト）となった。
先行指数は2カ月ぶりに上昇した。
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＋0.97ポイント
と、4カ月連続で上昇した。埼玉県は、景気の基調判
断を、6カ月連続で「改善を示している」としている。
遅行指数は3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４カ月ぶりに増加

11月の百貨店・スーパー販売額は858億円、前年
比＋0.1％（既存店）と4カ月ぶりに増加した。業態別
では、百貨店（同▲3.7％）が減少したが、スーパー
（同＋1.3％）は増加した。新設店を含む全店ベースの
販売額は同▲1.3％と7カ月連続で減少した。
12月の新車販売台数（乗用車）は12,835台、前年
比＋13.4％と大幅に増加した。新型車の販売が好調
だった。車種別では普通乗用車が6,564台（同＋
6.0％）、小型乗用車は6,271台（同＋22.3％）だった。

住 宅 8カ月ぶりに前年を下回る

11月の新設住宅着工戸数は5,164戸、前年比▲
0.6％と8カ月ぶりに前年を下回った。
利用関係別では、持家が1,342戸（前年比＋
0.2％）と4カ月ぶりに増加し、貸家も2,355戸（同＋
9.2％）と7カ月連続で増加したものの、分譲が
1,466戸（同▲13.7％）と4カ月ぶりに減少した。　
分譲住宅は、戸建が1,196戸（同▲5.1％）と8カ

月ぶりに減少し、マンションも266戸（同▲39.3％）と
4カ月ぶりに減少した。

公共工事 2カ月ぶりに前年を下回る

12月の公共工事請負金額は215億円、前年比▲
22.7％と2カ月ぶりに前年を下回った。4～12月累計
でも、同▲6.6％と前年を下回っている。
発注者別では、国（前年比＋36.7％）と都道府県

（同＋43.0％）は増加したものの、市町村（同▲
20.9％）と地方公社（同▲89.6％）、独立行政法人
等（同▲92.0％）は減少した。
なお、請負件数は797件（同＋5.8％）と前年を上
回っている。

生 産 2カ月連続で減少

10月の鉱工業指数をみると、生産指数は91.5、
前月比▲2.8％と2カ月連続で減少した。
業種別では、印刷、電子部品・デバイス、食料品な

どが増加したものの、化学、生産用機械、業務用機
械などが減少した。
在庫指数は114.8、前月比▲3.4％と3カ月連続で
減少した。
業種別では、パルプ・紙・紙加工品、金属製品、プ

ラスチック製品などが増加したものの、輸送機械、は
ん用機械、電子部品・デバイスなどが減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.10倍

11月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から横ばいの1.10倍となった。　
有効求職者数が81,729人（前年比▲6.1％）と、
78カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
95,375人（同＋13.3％）と、41カ月連続で前年を上
回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.03ポイント上昇の1.77倍となっている。
なお、11月の就業地別有効求人倍率（季節調整
値）も、前月から横ばいの1.30倍であった。
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月次経済指標 月次経済指標
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●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値
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128.7

130.7

130.3

127.4

127.8

127.4

118.8

114.8

41.9

▲ 21.5

52.0

▲ 14.8

0.6

6.8

▲ 4.1

▲ 0.4

▲ 1.6

▲ 2.3

1.6

▲ 0.3

▲ 2.2

0.3

▲ 0.3

▲ 6.8

▲ 3.4

110.5

105.7

112.3

112.3

111.9

112.3

112.7

112.4

112.2

115.4

113.4

113.9

113.9

111.2

111.5

110.9

108.6

106.9

5.2

▲ 4.3

6.2

0.0

▲ 1.2

0.4

0.4

▲ 0.3

▲ 0.2

2.9

▲ 1.7

0.4

0.0

▲ 2.4

0.3

▲ 0.5

▲ 2.1

▲ 1.6

2,705

3,378

3,038

2,376

223

175

176

108

288

182

161

263

159

159

247

179

235

264

24.9

24.9

▲ 10.1

▲ 21.8

▲ 30.7

12.1

13.4

▲ 29.9

15.1

▲ 16.5

▲ 19.6

6.0

▲ 22.5

▲ 29.7

21.0

85.7

5.4

50.3

50,184

55,947

53,818

50,695

4,252

3,803

3,962

3,460

4,013

4,019

3,858

5,051

4,679

3,862

4,877

4,463

4,093

4,199

6.2

11.5

▲ 3.8

▲ 5.8

▲ 22.1

▲ 6.8

6.7

▲ 11.1

▲ 12.0

12.7

▲ 22.0

19.0

4.2

▲ 19.1

16.7

10.8

▲ 3.7

10.4

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

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

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2012年

2013年

2014年

2015年

15年10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

資料出所

59,605

63,024

56,504

57,357

5,285

5,195

4,951

4,125

4,644

4,512

4,915

6,216

5,670

5,230

5,584

5,321

5,730

5,164

3.2

5.7

▲ 10.3

1.5

13.0

4.0

▲ 5.5

▲ 1.2

3.3

▲ 2.2

8.0

36.8

8.1

7.3

18.5

12.9

8.4

▲ 0.6

882,797

980,025

892,261

909,299

77,153

79,697

75,452

67,815

72,831

75,744

82,398

78,728

85,953

85,208

82,242

85,622

87,707

85,051

5.8

11.0

▲ 9.0

1.9

▲ 2.5

1.7

▲ 1.3

0.2

7.8

8.4

9.0

9.8

▲ 2.5

8.9

2.5

10.0

13.7

6.7

13.8

14.5

15.3

16.8

16.8

17.2

16.6

14.5

16.5

16.3

16.3

14.3

16.1

16.5

16.1

16.7

18.0

9.2

12.8

12.6

▲ 6.9

▲ 8.6

▲ 14.7

▲ 21.4

▲ 9.9

▲ 11.3

▲ 10.0

▲ 8.4

▲ 4.0

0.0

0.7

2.6

▲ 6.7

7.2

15.8

16.4

17.5

17.6

17.9

18.3

18.2

16.1

17.5

17.9

17.7

15.9

17.2

17.7

16.7

17.6

17.9

P 18.4

0.3

4.3

6.8

▲ 0.5

0.1

0.0

▲ 1.2

▲ 4.2

▲ 2.2

▲ 1.6

▲ 1.1

▲ 2.4

0.0

1.1

▲1.1

▲0.5

0.0

P 0.5

102.5

102.5

103.0

104.5

104.6

104.6

104.1

104.6

104.2

103.1

104.5

104.7

104.8

104.3

104.6

104.0

103.7

0.2

0.0

0.5

1.5

0.7

0.7

0.2

▲ 0.4

▲ 0.4

0.3

▲ 0.1

▲ 0.2

0.1

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 0.7

▲ 0.9

99.7

99.5

99.9

100.9

101.2

101.3

101.5

101.2

100.9

100.3

101.9

102.0

102.3

102.3

102.2

102.1

102.1

P 102.2

▲ 0.3

▲ 0.2

0.4

1.0

1.2

1.2

1.3

1.2

1.0

1.2

0.8

0.8

0.9

0.8

0.9

1.0

0.9

P 0.9

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

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

埼玉県

2012年

2013年

2014年

2015年

15年10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

資料出所

0.57

0.62

0.74

0.85

0.91

0.91

0.93

0.94

0.96

0.98

1.01

1.03

1.03

1.03

1.07

1.08

1.10

1.10

0.80

0.93

1.09

1.20

1.24

1.26

1.27

1.28

1.28

1.30

1.34

1.36

1.37

1.37

1.37

1.38

1.40

1.41

23,604

23,721

24,898

27,136

32,544

28,117

26,061

31,953

32,720

29,107

29,226

28,120

28,848

29,659

30,626

32,851

34,186

32,318

4.8

0.5

5.0

9.0

14.1

19.9

17.5

6.4

19.1

15.6

15.2

17.2

11.9

8.8

19.1

16.9

5.0

14.9

737

794

834

863

967

829

781

972

966

921

895

853

907

891

888

944

956

893

12.5

7.8

5.0

3.5

5.4

9.3

6.2

2.7

9.6

5.2

3.9

10.3

5.7

▲ 1.1

8.8

9.1

▲ 1.1

7.7

10,428

10,575

10,799

10,573

837

868

1,067

870

789

863

806

850

823

873

800

775

833

858

▲ 2.0

▲ 2.6

1.4

▲ 1.0

1.6

▲ 1.9

▲ 1.9

1.4

3.8

▲ 1.7

0.3

▲ 1.3

▲ 1.1

0.2

▲ 4.3

▲ 3.0

▲ 0.2

0.1

195,916

197,774

201,973

200,491

16,072

16,490

20,925

16,913

14,886

16,463

15,456

15,978

15,675

17,210

15,541

14,705

15,966

16,479

▲ 0.8

▲ 0.4

0.9

0.4

2.9

▲ 1.6

0.0

0.9

2.2

▲ 1.2

▲ 0.7

▲ 2.2

▲ 1.5

0.6

▲ 3.6

▲ 3.2

▲ 1.0

▲ 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（％）

●有効求人倍率の年次は原数値。百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース



19 20

月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2017.2埼玉りそな経済情報2017.2

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値

2013年

2014年

2015年

2016年

15年10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

資料出所

158,230

156,168

147,166

152,979

11,774

11,221

11,319

11,515

13,381

18,458

9,610

10,806

13,429

13,231

10,165

15,000

11,475

13,074

12,835

▲ 4.2

▲ 1.3

▲ 5.8

3.9

3.5

▲ 0.3

3.1

0.4

▲ 1.1

▲ 0.7

7.9

7.6

5.4

▲ 0.9

2.8

4.7

▲ 2.5

16.5

13.4

2,872,111

2,860,472

2,704,485

2,801,491

206,608

203,014

204,327

210,384

239,409

346,794

184,562

193,891

248,301

244,215

190,749

269,713

209,836

235,871

227,766

▲ 4.7

▲ 0.4

▲ 5.5

3.6

▲ 0.0

▲ 0.4

3.0

1.3

▲ 4.1

▲ 2.7

8.4

7.3

3.6

▲ 0.6

5.5

3.8

1.6

16.2

11.5

483

403

359

354

28

31

28

25

31

17

26

28

30

38

38

29

27

27

38

74,225

56,640

36,187

65,358

3,327

3,915

1,073

1,413

2,276

3,967

8,911

2,368

1,892

11,792

4,485

6,633

3,138

3,470

15,013

10,855

9,731

8,812

8,446

742

711

699

675

723

746

695

671

763

712

726

649

683

693

710

2,782,347

1,874,065

2,112,382

2,006,119

106,241

141,650

385,353

126,927

163,516

175,899

103,344

115,852

108,065

124,019

126,049

85,063

111,235

594,484

171,666

96.4

99.1

100.0

100.1

99.7

99.8

99.5

99.7

99.6

99.8

99.8

99.7

99.5

99.5

99.5

100.1

99.9

0.6

2.8

0.9

0.2

0.3

0.0

▲ 0.1

0.1

▲ 0.2

▲ 0.6

▲ 0.6

▲ 0.5

▲ 0.5

▲ 0.7

▲ 0.7

0.0

0.2

96.6

99.2

100.0

100.2

99.9

99.8

99.5

99.6

99.7

99.9

100.0

99.9

99.6

99.7

99.8

100.4

100.4

0.4

2.7

0.8

0.3

0.3

0.2

▲ 0.1

0.2

0.0

▲ 0.3

▲ 0.5

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.5

▲ 0.5

0.1

0.5

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（％）

2012年

2013年

2014年

2015年

15年10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

資料出所

96.3

93.1

97.6

95.5

95.4

96.0

93.9

98.4

93.3

94.8

93.4

93.1

93.8

94.0

98.0

94.1

91.5

▲ 2.2

▲ 3.3

4.8

▲ 2.2

▲ 1.0

0.6

▲ 2.2

4.8

▲ 5.2

1.6

▲ 1.5

▲ 0.3

0.8

0.2

4.3

▲ 4.0

▲ 2.8

97.8

97.0

99.0

97.8

98.2

97.1

95.9

98.3

93.2

96.7

97.2

94.7

96.9

96.5

97.8

98.4

98.4

99.9

0.6

▲ 0.8

2.1

▲ 1.2

1.2

▲ 1.1

▲ 1.2

2.5

▲ 5.2

3.8

0.5

▲ 2.6

2.3

▲ 0.4

1.3

0.6

0.0

1.5

143.0

112.2

170.6

145.3

131.2

140.1

134.4

133.9

131.7

128.7

130.7

130.3

127.4

127.8

127.4

118.8

114.8

41.9

▲ 21.5

52.0

▲ 14.8

0.6

6.8

▲ 4.1

▲ 0.4

▲ 1.6

▲ 2.3

1.6

▲ 0.3

▲ 2.2

0.3

▲ 0.3

▲ 6.8

▲ 3.4

110.5

105.7

112.3

112.3

111.9

112.3

112.7

112.4

112.2

115.4

113.4

113.9

113.9

111.2

111.5

110.9

108.6

106.9

5.2

▲ 4.3

6.2

0.0

▲ 1.2

0.4

0.4

▲ 0.3

▲ 0.2

2.9

▲ 1.7

0.4

0.0

▲ 2.4

0.3

▲ 0.5

▲ 2.1

▲ 1.6

2,705

3,378

3,038

2,376

223

175

176

108

288

182

161

263

159

159

247

179

235

264

24.9

24.9

▲ 10.1

▲ 21.8

▲ 30.7

12.1

13.4

▲ 29.9

15.1

▲ 16.5

▲ 19.6

6.0

▲ 22.5

▲ 29.7

21.0

85.7

5.4

50.3

50,184

55,947

53,818

50,695

4,252

3,803

3,962

3,460

4,013

4,019

3,858

5,051

4,679

3,862

4,877

4,463

4,093

4,199

6.2

11.5

▲ 3.8

▲ 5.8

▲ 22.1

▲ 6.8

6.7

▲ 11.1

▲ 12.0

12.7

▲ 22.0

19.0

4.2

▲ 19.1

16.7

10.8

▲ 3.7

10.4

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

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

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2012年

2013年

2014年

2015年

15年10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

資料出所

59,605

63,024

56,504

57,357

5,285

5,195

4,951

4,125

4,644

4,512

4,915

6,216

5,670

5,230

5,584

5,321

5,730

5,164

3.2

5.7

▲ 10.3

1.5

13.0

4.0

▲ 5.5

▲ 1.2

3.3

▲ 2.2

8.0

36.8

8.1

7.3

18.5

12.9

8.4

▲ 0.6

882,797

980,025

892,261

909,299

77,153

79,697

75,452

67,815

72,831

75,744

82,398

78,728

85,953

85,208

82,242

85,622

87,707

85,051

5.8

11.0

▲ 9.0

1.9

▲ 2.5

1.7

▲ 1.3

0.2

7.8

8.4

9.0

9.8

▲ 2.5

8.9

2.5

10.0

13.7

6.7

13.8

14.5

15.3

16.8

16.8

17.2

16.6

14.5

16.5

16.3

16.3

14.3

16.1

16.5

16.1

16.7

18.0

9.2

12.8

12.6

▲ 6.9

▲ 8.6

▲ 14.7

▲ 21.4

▲ 9.9

▲ 11.3

▲ 10.0

▲ 8.4

▲ 4.0

0.0

0.7

2.6

▲ 6.7

7.2

15.8

16.4

17.5

17.6

17.9

18.3

18.2

16.1

17.5

17.9

17.7

15.9

17.2

17.7

16.7

17.6

17.9

P 18.4

0.3

4.3

6.8

▲ 0.5

0.1

0.0

▲ 1.2

▲ 4.2

▲ 2.2

▲ 1.6

▲ 1.1

▲ 2.4

0.0

1.1

▲1.1

▲0.5

0.0

P 0.5

102.5

102.5

103.0

104.5

104.6

104.6

104.1

104.6

104.2

103.1

104.5

104.7

104.8

104.3

104.6

104.0

103.7

0.2

0.0

0.5

1.5

0.7

0.7

0.2

▲ 0.4

▲ 0.4

0.3

▲ 0.1

▲ 0.2

0.1

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 0.7

▲ 0.9

99.7

99.5

99.9

100.9

101.2

101.3

101.5

101.2

100.9

100.3

101.9

102.0

102.3

102.3

102.2

102.1

102.1

P 102.2

▲ 0.3

▲ 0.2

0.4

1.0

1.2

1.2

1.3

1.2

1.0

1.2

0.8

0.8

0.9

0.8

0.9

1.0

0.9

P 0.9

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
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水と緑と文化の調和した元気都市　かぞ

加須市長　大橋 良一氏

加須市
市長のメッセージ
加須市は、関東のどまんなか、「うどん」と「こいのぼり」のまちであるとともに、市内を流

れる利根川、ラムサール条約湿地登録の渡良瀬遊水地など、水と緑豊かな自然と肥沃な大
地に恵まれた埼玉一の米どころのまちです。
現在、総合振興計画後期基本計画と加須市版総合戦略との一体的な取り組みにより、防
災、子育て、福祉、健康、医療等の各分野で加須市ならではの工夫を凝らしたまちづくりを
積極的に推進しております。
今後も、本市の地域特性や魅力を活かし、市民の皆様と協働して、将来都市像である「水

と緑と文化の調和した元気都市 かぞ」の実現を目指してまいります。

加須市概要

●東武伊勢崎線　加須駅、花崎駅
　東武日光線　新古河駅、柳生駅
●東北自動車道　加須ＩＣから市役所まで約3㎞

主な交通機関

人口（平成29年1月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成28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

資料：「埼玉県市町村勢概要」(平成28年3月)ほか

113,917人

45,382世帯

46.6歳

133.30k㎡

310所

3,707.5億円

759店

1,791.0億円

47.7％

68.9％

さいたま市

加須市

羽生市
行田市

鴻巣市 久喜市

はじめに
加須市は、都心から概ね50km圏内、県の東北部

に位置しており、県内では西を羽生市と行田市、南を
鴻巣市、東を久喜市、県では茨城県、栃木県と群馬
県に接している。市内には、東武伊勢崎線の加須
駅・花崎駅と、東武日光線の新古河駅・柳生駅があ
るほか、ＪＲ宇都宮線・東武日光線の栗橋駅を身近に
利用できる。道路でも、市内に東北自動車道の加須
ＩＣがあるほか、国道122号や125号、354号などが
縦横に走っており、交通の利便性は極めて高い。
また、加須市では、東日本大震災の後、福島県双
葉町から町役場の機能と、約1,200人の避難住民を
受け入れるなどの支援を行ってきた縁で、2016年
11月3日、同町と「友好都市」の盟約を締結した。今
後とも同町と様々な交流等を続け、友好の絆をより
一層深めていくことを目指している。

更なるステップアップに向けて4つの目標
加須市でも、他の多くの自治体と同様に人口減少

への対応は喫緊の課題となっている。そこで、人口
減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力ある地域
社会を維持していくため、「加須市まち・ひと・しごと
創生総合戦略」を、昨年2月に策定した。
この総合戦略のなかで、市は独自の人口ビジョン
から導き出された目指すべき方向に対し、つぎの4つ
の基本目標を設定して、積極的な取り組みを進めて
いるところだ。

①安定した雇用を創出する
市のアンケートでは、転入・転出ともに就職、転勤

など仕事の都合を理由とする人が最も多かったため、
求職者の人材育成等の支援や企業誘致などを柱と
する「人を繋ぐ『かぞ』雇用創出プロジェクト」を通じ
て、雇用創出の拡大を図っていく。
②新しいひとの流れをつくる
交流人口の拡大を図るため、スポーツクライミン

グ、女子硬式野球、トライアスロンなどのスポーツを
積極的に支援し、若者が集うまちづくりを推進すると
ともに、うどんやこいのぼりなどの観光資源を活かし
て、市の魅力を効果的に発信するシティプロモーショ
ンを展開し、住んでみたくなるまちづくり、訪れてみた
くなるまちづくりを進めていく。
③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
出会いから結婚までを積極的に支援し、それ以後

の不妊治療や保育・幼稚園教育、学童、医療費負担
の軽減など日本一子どもを産み育てやすいまちづく
りを目指していく。
④時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
「埼玉一の健康寿命のまちづくり」、「日本一のリ
サイクルのまちづくり」に引き続き取り組むとともに、
中心市街地の活性化や将来を担う人づくりの充実、
渡良瀬遊水地や利根川など、市特有の資源を活か
したふるさとづくりなどを進めていく。
これら4つの目標の着実な実現を通して、加須市
は更なるステップアップを目指している。

不動ヶ岡不動尊總願寺の節分会
加須市にある玉嶹山總願寺は、成田山新勝寺、

高幡山金剛寺と並んで関東三大不動尊の一つに数
えられ、不動ケ岡不動尊とも称される名刹である。
2月の立春の前日にあたる節分には、今でも豆ま

きを行う家庭が少なくないが、總願寺の節分会で行
われる大護摩供鬼追い豆まき式は、およそ380年前
から行われている伝統行事である。赤鬼、青鬼、黒
鬼が本堂の回廊を駆け回る全国でも珍しい勇壮な
もので、赤鬼が持つ長さ約3ｍ、重さ約25kgの大松
明が、真っ赤に燃え盛る様は本当に見事である。豆
をまくのは、年男の皆さんだが、特別ゲストとして大
相撲の力士や芸能人などが参加するのも、参拝者
の楽しみの一つになっている。
加須といえば、うどんが有名だが、江戸時代半ば、

不動ヶ岡不動尊の門前などで参拝客にふるまっても
てなしたのが、この地のうどんの始まりとされる。加
須の肥沃な土地が、小麦の栽培に適していたことが
普及を後押しした。
加須のうどんの特徴は、「足踏み」、「寝かせ」と

いった手打ちうどん独特の作業を、通常の倍も重ね
ることによる強いコシと、つるりとしたのど越しの良さ
にある。市内の手打ちうどん店は、各々が画一化さ
れた味ではない。夏・冬と季節によって麺の太さを変
えたり、つゆに工夫をこらすなど、それぞれに精進を
重ねているので、ぜひ立ち寄って、お気に入りの店を
みつけていただきたい。

「クライミングのまち かぞ」
2016年8月、スポーツクライミングが2020年東京

オリンピックの追加種目に正式決定した。スポーツク
ライミングは、道具に頼らず、自分の手足の力だけで
登るフリークライミングの一種で、ホールドが打ち込
まれた人工壁を使って競われる。
加須市は、彩の国まごころ国体の山岳競技（クラ

イミング）の開催地に決まったことを契機に、2000年
からスポーツクライミングの普及促進に努めてきた。
国体に向けて整備された可動式のクライミング
ウォールは、2009年と2016年のボルダリング・ワー
ルドカップでも利用されるなど、数多くのビッグイベン
トの舞台となってきた。
加須市は、「クライミングのまちかぞ」として、

2020年東京オリンピックのキャンプ地や関連イベン
トの誘致に取り組み、世界の若者が集い、交流を深
められる地域づくりを目指していく。 （井上博夫）

切り立った人工壁に挑むクライマー

ぎょくとうさん

おお ご　ま　く
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加須市は、「クライミングのまちかぞ」として、

2020年東京オリンピックのキャンプ地や関連イベン
トの誘致に取り組み、世界の若者が集い、交流を深
められる地域づくりを目指していく。 （井上博夫）

切り立った人工壁に挑むクライマー

ぎょくとうさん

おお ご　ま　く
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彩論  埼玉県病院事業管理者 名和肇 氏
 埼玉県立病院とその医療機能

ズームアップ  株式会社クリタエイムデリカ
経営者セミナー  歴史から見たリーダーの条件
  小説家 童門冬二 氏
調査  潜在成長率からみた埼玉県経済の将来
アンケート調査  埼玉県内企業経営動向調査
 自社業況は大きく改善

県内経済の動き

月次経済指標

タウンスケープ  加須市
 水と緑と文化の調和した元気都市　かぞ
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市町村経済データ
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資料：埼玉県「人口動態概況（概数）」
（注）自然増減数＝出生数－死亡数

市町村名 死亡数
自然
増減数

自然
増減数

自然
増減数死亡数 死亡数市町村名 市町村名

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

ときがわ町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計

489

124

406

74

▲ 140

▲ 440

▲ 212

175

89

56

▲ 115

▲ 141

▲ 285

17

▲ 166

187

40

▲ 57

▲ 3,976

107

▲ 107

▲ 194

▲ 95

16

▲ 87

▲ 266

▲ 110

▲ 141

▲ 110

▲ 99

▲ 88

▲ 102

▲ 79

▲ 175

▲ 43

▲ 91

▲ 105

▲ 104

▲ 209

▲ 121

▲ 187

▲ 118

▲ 2,508

▲ 6,484

142

160

205

418

211

220

157

156

136

155

113

221

52

165

180

306

400

342

422

269

5,437

62,561

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴ヶ島 市

日 高 市

吉 川 市

ふじみ野市

白 岡 市

市 　 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

さいたま市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

9,874

3,050

2,126

4,871

979

849

2,672

842

1,179

907

857

2,033

1,440

611

1,011

1,506

1,832

1,973

2,638

683

839

1,219

出生数 出生数 出生数

1,368

656

859

1,327

480

965

386

797

973

1,169

419

684

295

505

353

655

958

385

53,148

394

237

182

47

176

118

152

101

79

47

57

48

53

34

46

9

74

75

202

191

221

235

151

2,929

56,077

10,735

2,688

1,464

4,949

532

435

2,690

506

672

536

690

1,536

954

342

785

1,022

1,706

1,857

2,708

579

1,512

1,016

861

▲ 362

▲ 662

78

▲ 447

▲ 414

18

▲ 336

▲ 507

▲ 371

▲ 167

▲ 497

▲ 486

▲ 269

▲ 226

▲ 484

▲ 126

▲ 116

70

▲ 104

673

▲ 203

出生数・死亡数および自然増減数（平成27年）

879

532

453

1,253

620

1,405

598

622

884

1,113

534

825

580

488

519

468

918

442

57,124

287

344

376

（人）


