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最近は病院近くの調剤薬局ではなく、「かかりつけ
薬局」として家の近くの調剤薬局を利用している患
者が増えているという。
「処方箋というと、どうしても病院の近くの薬局へ
……というイメージがありましたが、最近は自宅近く
で受け取る方が増えています。例えば内科と整形外
科の2つの病院にかかっている方ですと、処方箋を一
つの薬局に一緒に出すことで、胃腸薬が重複して出
されていることに気づき、1つを止めましょうと処方医
に処方変更してもらうこともできます。お薬手帳だけ
で管理するよりも便利だと思います」
同社は今後、ドラッグストア併設型調剤薬局の展
開に力を入れながら、地域密着型の「かかりつけ薬
局」として、地域医療や地域住民に貢献していく考
えだ。

配置薬販売、ドラッグストア、調剤薬局のほか、同
社は、医療用医薬品の開発・製造も行っている。
平成25年には、腎臓機能の低い人でも利用できる

痛風薬(高尿酸血症治療剤)を開発し販売。また以前
から、腎機能検査薬や皮膚バリア粘着プレートといっ
た医薬品や医療機器を開発・製造・販売する。現在も
新薬開発に注力し臨床試験などを実施している。
そのほかにも、高品質なプライベートブランドの栄
養・美容ドリンク等を開発して、平成21年から6年連
続してモンドセレクションを受賞した。
「品質の良さや製品の企画力、さらに、私どもは製
薬企業でもあるため、医薬品を基準に健康食品もつ
くりますから、安全で安心な商品というところで、評価
されているのではないかと思っております」
医薬品などの研究・開発から、製造、配置販売、ド

ラッグストア、調剤とトータルなサービスを提供できる
強みを持つ同社。さらなる複合型医薬品企業を追求
しながら、地域医療に貢献し、顧客のニーズに応える
サービスを次々展開していくに違いない。

全国へと展開していきました」
当初は同業他社と同じように、配置薬メーカーから
商品を仕入れて販売していたが、販路の拡大に伴い、
自社で医薬品を製造することを決断し、昭和61年に
富山県に工場を建設した。しかし、薬の販売会社だっ
た同社にとって、製造は未知の領域。製造技術者を
集め、手探りでのスタートとなった。
「当社の強みの１つは、自社製品を自社工場でつく
るようにしたこと。それによって収益性が格段に改善
されました。その決断をした名誉顧問から、苦労話を
いろいろ聞いています。当時の売り上げでは厳しい設
備投資だったらしいのですが、医薬品の製造が軌道
に乗ってからは高度成長という時代もあり、業績が伸
びていたこともあってすぐに回収できました」
工場設立の同年、総合胃腸薬「富士胃腸薬」を、

昭和63年には総合感冒薬「新ジキナ顆粒」の生産を
開始。どちらの製品も、現在まで多くの顧客の支持を
集めるロングセラーとなっている。

高度成長期、ドラッグストアも黎明期で今ほど一般
化していない時代、配置薬販売は置いておくだけで
ビジネスになると考えたのか、多くの企業が配置薬販
売事業に参入した。なかには、テレビ業界や家電量
販店、ガソリンスタンド等、異業種からの参入も数多
くあった。しかし、3～4年でそのほとんどが撤退したと
いう。
「その頃、まだ医薬品は定価販売でした。当社は医
薬品を自社生産していましたし、お客さまのニーズに
合わせ便利な2日分という短い単位で商品をパッ
ケージして、他の市販薬より使いやすく、かつ安く提
供するなどしていましたから売り上げが伸びていた。
それが他社から見ると、医薬品を置くだけでビジネス
になると思われたのかもしれません」
外から見る配置薬販売は、置くだけで顧客が使っ

てくれる……というイメージが強い。しかし実際は、

ご存じの方も多いと思うが、配置薬販売とは、配置
販売業の許可を得た事業者が直接消費者の家庭や
法人を訪問して医薬品を置いてもらい、次の訪問で
それまでに使用した分の代金を回収するという商法。
江戸時代の富山で生まれ、現代まで続く優れたビジ
ネスモデルだ。
株式会社富士薬品は、配置薬販売事業で業界トッ

プの実績を持つ。
「現在、配置薬は全国350万軒のお客さまにお届
けしており、約7割が一般のご家庭で、3割が法人で
す。配置薬はドラッグストアが出店し始める頃までは
業界全体で伸びていました。今は全体的にシュリンク
していますが、当社の場合は、横ばいを保っていま
す」（高柳昌幸社長）
業界全体で売り上げが低迷するなか、同社が配置
薬の売り上げを下げずに維持できているのは、設立
から60余年の歴史で育まれた、きめ細やかな営業ノ
ウハウと安全・安心の品質にある。
この主力となる配置薬販売事業を軸にしつつ、ド
ラッグストア「ドラッグセイムス」の店舗展開を進め、
さらに、医療用医薬品の研究開発、医薬品製造事業

と、幅広い事業を手掛け業績を伸ばしている。
全国に約300カ所の配置薬営業所と４つの工場を
持つほか、2カ所の研究所を有する同社。薬の開発、
製造から販売までの一貫したサービスを提供する
「複合型医薬品企業」として、業界で唯一無二の存
在感を示している。

同社は昭和5（1930）年、配置薬販売が生まれた
地・富山で配置薬販売事業を創業。昭和29年、当時
顧客が最も多かった大宮(現・さいたま市)に拠点を移
して、有限会社高柳薬品商会を設立、昭和38年に有
限会社富士薬品に社名を変更し、昭和44年に株式
会社へと組織変更する。
高度経済成長で家庭数も増えていく時代。顧客の

ニーズの高まりに応じて、同社は関東、北陸、北九州、
東海……と全国に販売拠点を展開していく。
「その時代は営業すれば売れた時代でした。当時、
同じように全国に販売拠点を広げていた事業者はい
くつかありましたが、当社はどこよりも速いスピードで

購入してもらうためのさまざまなきめ細かいサービス
や商品開発が必須なのだ。
「お客さまが配置薬を使う一番の理由は、便利だ
からということ。また、お客さまは当社の配置薬営業
の担当者が変わることを気にされます。お客さまが配
置薬に求めるものは薬だけではなく、いつも来てくれ
るという、人も含めた安心感なのです」
そのため、同社は人材教育に力を注ぐ。「相当な時
間とお金をかけてやっています」と、社長が語るよう
に、基本となるＯＪＴはもとより、人間性向上のための
トレーニングなど地域の現場で徹底した教育を行っ

ている。それが、配置薬販売事業を成長させている
同社の強みの1つでもある。

平成4（1992）年、同社は時代の流れを読み、ド
ラッグストア事業に参入する。「ドラッグセイムス」の
名で店舗網を拡大、さらには各地のドラッグストア
チェーンをM＆Aすることで、現在、約1,200店舗を
数える。ヘルス＆ビューティーをメインとした多彩な
品ぞろえが魅力の「ドラッグセイムス」は、多くの客か
ら高い支持を獲得。配置薬販売事業とドラッグストア

事業を展開しているのは、業界でも同社だけだ。
「基本的に配置薬から見ればドラッグストアは敵で
すからね。エリア店舗数でいうと、埼玉県が一番多く
て、埼玉だけで『ドラッグセイムス』は180店舗ほどあ
ります。ドラッグストアに来店されるお客さまは、豊富
な商品を見比べながら買う楽しさや価格の安さを求
めていらっしゃる。配置薬とドラッグストアでは、それ
ぞれニーズに違いがあります」
現在、2020年を目標にドラッグストアの全国展開

を目指している。配置薬販売事業で培った全国規模
の販売オペレーションノウハウを生かしながら、２つの

販売チャネルで新たなサービスの展開を考えている。
「お客さまが緊急を要するような場合には、店舗の
ものをお届けするというようなサービスもできるので
はないかと考えています。全国に展開する配置薬販
売網という他社にないものを持つことが、当社の強み
ですから、それを生かすためにも店舗数を全国に広
げていきたいです」

さらに、同社はドラッグストア併設と単独店を併せ
て約300店舗という、調剤薬局も展開している。

いち早く自社生産に取り組む

配置薬販売とドラッグストア「ドラッグセイムス」の２つの
販売チャネルで、さらなるサービス向上を目指す
配置薬販売とは、富山を発祥とするいわゆる「置き薬」。テレビＣＭ等でおなじみの富士薬品は、置き薬をはじめとする
事業のほか、ドラッグストア、調剤薬局、医薬品の製造など、薬を軸に幅広い事業を展開する。きめ細やかな営業ノウ
ハウと高品質な製品開発で顧客の信頼を集め、配置薬販売業トップの実績を持つ。

株式会社富士薬品

●代 表 者 代表取締役社長　高柳 昌幸
●創　　業 昭和5年2月
●設　　立 昭和29年4月
●資 本 金 3億1,455万9,500円
●従業員数 4,416名（2014年3月末現在）
●事業内容 医薬品等の配置薬販売事業、薬局販売等、医薬品等の製造
●所 在 地 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町4-383 
 TEL 048-644-3240　FAX 048-644-3241
●U R L http://www.fujiyakuhin.co.jp 

代表取締役社長　高柳 昌幸氏

埼玉の未来に向けて

埼玉労働局長
阿部 充氏

県内の雇用失業情勢は、平成２２年１月を底
に緩やかに改善しており、平成２６年１２月の有
効求人倍率は０．８１倍と着実に上昇してきてい
ます。ただし、埼玉県に居住する求職者の約3
割が、東京・群馬・千葉等の他都県の企業に就
職していることを割り引いても、全国の１．１５倍
に比べると低く、持ち直しているものの、依然と
して厳しい状況にあると考えています。
しかしながら、平成２７年３月新規高等学校卒
業予定者の職業紹介状況は、平成２６年１２月
末現在で、求人数は対前年同期と比べて
32.5%増の１１，７８１人となり、平成２０年度以
来６年ぶりに１万人を超え、また、就職内定率は
前年同期と比べて０．８ポイント増の８７．０％、就
職内定者数は前年同期と比べて７．０％増の
6,336人となり、平成１９年度以来７年ぶりに
６千人を超え、リーマンショック前の水準に確実
に回復しているところです。特に、関東地区
（１都６県）では、求人数は東京都に次ぐ第２位、
就職内定者数は第１位となっています。
埼玉県は、中小企業比率が全国的に見ても

高く、地域に根差した優良な企業が多く存在
し、各企業は、県内の新規高校卒業者等の若
者を採用し、社内で生涯にわたり活躍していく
環境を整備しているものと考えます。そのため、
新規高卒者の職業紹介状況から雇用情勢回
復の傾向が見て取れるのではないかと考えて
います。
一方、就職後３年以内に離職する若者は、

中卒７割弱、高卒５割弱、大卒３割強で、いわゆ
る「７・５・３」と言われています。早期離職は、企
業にとっても、若者にとっても不幸なこととなり
ます。
このため、埼玉労働局では、県内の若者を育
てていこうとする企業を後押しするため、様々な
支援策を講じています。
例えば、若者の職場定着に効果的に取り組

むため、平成２６年１０月１４日に、埼玉県雇用対
策協議会と埼玉労働局との間で、新規学卒者
等に対する職場定着支援や職場実習の受入
等を内容とする就職支援協定を締結し、各地
区の雇用対策協議会とハローワークの連携を
これまで以上に密にして、傘下企業に対して、
新規学卒者等の雇用確保及び職場定着のた
めの支援を行うこととしております。
また、過重労働の解消も重要な課題となって
おり、大宮駅前の「わかものハローワーク」の在
職者相談窓口でも、若者の「使い捨て」が疑わ
れる企業等に関する相談を受け付け、この相談
情報を基に、労働基準監督署における監督指
導を実施することとしております。
埼玉で生まれ育った若者が、埼玉の企業で

活き活きと働き続けられるような社会環境が、
埼玉県にはあると思います。その環境を最大限
に活かすことができれば、埼玉の未来はますま
す輝けることでしょう。
埼玉労働局として、少しでもそのお役に立て

れば、幸いです。
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最近は病院近くの調剤薬局ではなく、「かかりつけ
薬局」として家の近くの調剤薬局を利用している患
者が増えているという。
「処方箋というと、どうしても病院の近くの薬局へ
……というイメージがありましたが、最近は自宅近く
で受け取る方が増えています。例えば内科と整形外
科の2つの病院にかかっている方ですと、処方箋を一
つの薬局に一緒に出すことで、胃腸薬が重複して出
されていることに気づき、1つを止めましょうと処方医
に処方変更してもらうこともできます。お薬手帳だけ
で管理するよりも便利だと思います」
同社は今後、ドラッグストア併設型調剤薬局の展
開に力を入れながら、地域密着型の「かかりつけ薬
局」として、地域医療や地域住民に貢献していく考
えだ。

配置薬販売、ドラッグストア、調剤薬局のほか、同
社は、医療用医薬品の開発・製造も行っている。
平成25年には、腎臓機能の低い人でも利用できる

痛風薬(高尿酸血症治療剤)を開発し販売。また以前
から、腎機能検査薬や皮膚バリア粘着プレートといっ
た医薬品や医療機器を開発・製造・販売する。現在も
新薬開発に注力し臨床試験などを実施している。
そのほかにも、高品質なプライベートブランドの栄
養・美容ドリンク等を開発して、平成21年から6年連
続してモンドセレクションを受賞した。
「品質の良さや製品の企画力、さらに、私どもは製
薬企業でもあるため、医薬品を基準に健康食品もつ
くりますから、安全で安心な商品というところで、評価
されているのではないかと思っております」
医薬品などの研究・開発から、製造、配置販売、ド

ラッグストア、調剤とトータルなサービスを提供できる
強みを持つ同社。さらなる複合型医薬品企業を追求
しながら、地域医療に貢献し、顧客のニーズに応える
サービスを次々展開していくに違いない。

全国へと展開していきました」
当初は同業他社と同じように、配置薬メーカーから
商品を仕入れて販売していたが、販路の拡大に伴い、
自社で医薬品を製造することを決断し、昭和61年に
富山県に工場を建設した。しかし、薬の販売会社だっ
た同社にとって、製造は未知の領域。製造技術者を
集め、手探りでのスタートとなった。
「当社の強みの１つは、自社製品を自社工場でつく
るようにしたこと。それによって収益性が格段に改善
されました。その決断をした名誉顧問から、苦労話を
いろいろ聞いています。当時の売り上げでは厳しい設
備投資だったらしいのですが、医薬品の製造が軌道
に乗ってからは高度成長という時代もあり、業績が伸
びていたこともあってすぐに回収できました」
工場設立の同年、総合胃腸薬「富士胃腸薬」を、

昭和63年には総合感冒薬「新ジキナ顆粒」の生産を
開始。どちらの製品も、現在まで多くの顧客の支持を
集めるロングセラーとなっている。

高度成長期、ドラッグストアも黎明期で今ほど一般
化していない時代、配置薬販売は置いておくだけで
ビジネスになると考えたのか、多くの企業が配置薬販
売事業に参入した。なかには、テレビ業界や家電量
販店、ガソリンスタンド等、異業種からの参入も数多
くあった。しかし、3～4年でそのほとんどが撤退したと
いう。
「その頃、まだ医薬品は定価販売でした。当社は医
薬品を自社生産していましたし、お客さまのニーズに
合わせ便利な2日分という短い単位で商品をパッ
ケージして、他の市販薬より使いやすく、かつ安く提
供するなどしていましたから売り上げが伸びていた。
それが他社から見ると、医薬品を置くだけでビジネス
になると思われたのかもしれません」
外から見る配置薬販売は、置くだけで顧客が使っ

てくれる……というイメージが強い。しかし実際は、

ご存じの方も多いと思うが、配置薬販売とは、配置
販売業の許可を得た事業者が直接消費者の家庭や
法人を訪問して医薬品を置いてもらい、次の訪問で
それまでに使用した分の代金を回収するという商法。
江戸時代の富山で生まれ、現代まで続く優れたビジ
ネスモデルだ。
株式会社富士薬品は、配置薬販売事業で業界トッ

プの実績を持つ。
「現在、配置薬は全国350万軒のお客さまにお届
けしており、約7割が一般のご家庭で、3割が法人で
す。配置薬はドラッグストアが出店し始める頃までは
業界全体で伸びていました。今は全体的にシュリンク
していますが、当社の場合は、横ばいを保っていま
す」（高柳昌幸社長）
業界全体で売り上げが低迷するなか、同社が配置
薬の売り上げを下げずに維持できているのは、設立
から60余年の歴史で育まれた、きめ細やかな営業ノ
ウハウと安全・安心の品質にある。
この主力となる配置薬販売事業を軸にしつつ、ド
ラッグストア「ドラッグセイムス」の店舗展開を進め、
さらに、医療用医薬品の研究開発、医薬品製造事業

と、幅広い事業を手掛け業績を伸ばしている。
全国に約300カ所の配置薬営業所と４つの工場を
持つほか、2カ所の研究所を有する同社。薬の開発、
製造から販売までの一貫したサービスを提供する
「複合型医薬品企業」として、業界で唯一無二の存
在感を示している。

同社は昭和5（1930）年、配置薬販売が生まれた
地・富山で配置薬販売事業を創業。昭和29年、当時
顧客が最も多かった大宮(現・さいたま市)に拠点を移
して、有限会社高柳薬品商会を設立、昭和38年に有
限会社富士薬品に社名を変更し、昭和44年に株式
会社へと組織変更する。
高度経済成長で家庭数も増えていく時代。顧客の

ニーズの高まりに応じて、同社は関東、北陸、北九州、
東海……と全国に販売拠点を展開していく。
「その時代は営業すれば売れた時代でした。当時、
同じように全国に販売拠点を広げていた事業者はい
くつかありましたが、当社はどこよりも速いスピードで

購入してもらうためのさまざまなきめ細かいサービス
や商品開発が必須なのだ。
「お客さまが配置薬を使う一番の理由は、便利だ
からということ。また、お客さまは当社の配置薬営業
の担当者が変わることを気にされます。お客さまが配
置薬に求めるものは薬だけではなく、いつも来てくれ
るという、人も含めた安心感なのです」
そのため、同社は人材教育に力を注ぐ。「相当な時
間とお金をかけてやっています」と、社長が語るよう
に、基本となるＯＪＴはもとより、人間性向上のための
トレーニングなど地域の現場で徹底した教育を行っ

ている。それが、配置薬販売事業を成長させている
同社の強みの1つでもある。

平成4（1992）年、同社は時代の流れを読み、ド
ラッグストア事業に参入する。「ドラッグセイムス」の
名で店舗網を拡大、さらには各地のドラッグストア
チェーンをM＆Aすることで、現在、約1,200店舗を
数える。ヘルス＆ビューティーをメインとした多彩な
品ぞろえが魅力の「ドラッグセイムス」は、多くの客か
ら高い支持を獲得。配置薬販売事業とドラッグストア

事業を展開しているのは、業界でも同社だけだ。
「基本的に配置薬から見ればドラッグストアは敵で
すからね。エリア店舗数でいうと、埼玉県が一番多く
て、埼玉だけで『ドラッグセイムス』は180店舗ほどあ
ります。ドラッグストアに来店されるお客さまは、豊富
な商品を見比べながら買う楽しさや価格の安さを求
めていらっしゃる。配置薬とドラッグストアでは、それ
ぞれニーズに違いがあります」
現在、2020年を目標にドラッグストアの全国展開

を目指している。配置薬販売事業で培った全国規模
の販売オペレーションノウハウを生かしながら、２つの

販売チャネルで新たなサービスの展開を考えている。
「お客さまが緊急を要するような場合には、店舗の
ものをお届けするというようなサービスもできるので
はないかと考えています。全国に展開する配置薬販
売網という他社にないものを持つことが、当社の強み
ですから、それを生かすためにも店舗数を全国に広
げていきたいです」

さらに、同社はドラッグストア併設と単独店を併せ
て約300店舗という、調剤薬局も展開している。

いち早く自社生産に取り組む

配置薬販売とドラッグストア「ドラッグセイムス」の２つの
販売チャネルで、さらなるサービス向上を目指す
配置薬販売とは、富山を発祥とするいわゆる「置き薬」。テレビＣＭ等でおなじみの富士薬品は、置き薬をはじめとする
事業のほか、ドラッグストア、調剤薬局、医薬品の製造など、薬を軸に幅広い事業を展開する。きめ細やかな営業ノウ
ハウと高品質な製品開発で顧客の信頼を集め、配置薬販売業トップの実績を持つ。

株式会社富士薬品

●代 表 者 代表取締役社長　高柳 昌幸
●創　　業 昭和5年2月
●設　　立 昭和29年4月
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 TEL 048-644-3240　FAX 048-644-3241
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代表取締役社長　高柳 昌幸氏

埼玉の未来に向けて

埼玉労働局長
阿部 充氏

県内の雇用失業情勢は、平成２２年１月を底
に緩やかに改善しており、平成２６年１２月の有
効求人倍率は０．８１倍と着実に上昇してきてい
ます。ただし、埼玉県に居住する求職者の約3
割が、東京・群馬・千葉等の他都県の企業に就
職していることを割り引いても、全国の１．１５倍
に比べると低く、持ち直しているものの、依然と
して厳しい状況にあると考えています。
しかしながら、平成２７年３月新規高等学校卒
業予定者の職業紹介状況は、平成２６年１２月
末現在で、求人数は対前年同期と比べて
32.5%増の１１，７８１人となり、平成２０年度以
来６年ぶりに１万人を超え、また、就職内定率は
前年同期と比べて０．８ポイント増の８７．０％、就
職内定者数は前年同期と比べて７．０％増の
6,336人となり、平成１９年度以来７年ぶりに
６千人を超え、リーマンショック前の水準に確実
に回復しているところです。特に、関東地区
（１都６県）では、求人数は東京都に次ぐ第２位、
就職内定者数は第１位となっています。
埼玉県は、中小企業比率が全国的に見ても

高く、地域に根差した優良な企業が多く存在
し、各企業は、県内の新規高校卒業者等の若
者を採用し、社内で生涯にわたり活躍していく
環境を整備しているものと考えます。そのため、
新規高卒者の職業紹介状況から雇用情勢回
復の傾向が見て取れるのではないかと考えて
います。
一方、就職後３年以内に離職する若者は、

中卒７割弱、高卒５割弱、大卒３割強で、いわゆ
る「７・５・３」と言われています。早期離職は、企
業にとっても、若者にとっても不幸なこととなり
ます。
このため、埼玉労働局では、県内の若者を育
てていこうとする企業を後押しするため、様々な
支援策を講じています。
例えば、若者の職場定着に効果的に取り組

むため、平成２６年１０月１４日に、埼玉県雇用対
策協議会と埼玉労働局との間で、新規学卒者
等に対する職場定着支援や職場実習の受入
等を内容とする就職支援協定を締結し、各地
区の雇用対策協議会とハローワークの連携を
これまで以上に密にして、傘下企業に対して、
新規学卒者等の雇用確保及び職場定着のた
めの支援を行うこととしております。
また、過重労働の解消も重要な課題となって
おり、大宮駅前の「わかものハローワーク」の在
職者相談窓口でも、若者の「使い捨て」が疑わ
れる企業等に関する相談を受け付け、この相談
情報を基に、労働基準監督署における監督指
導を実施することとしております。
埼玉で生まれ育った若者が、埼玉の企業で

活き活きと働き続けられるような社会環境が、
埼玉県にはあると思います。その環境を最大限
に活かすことができれば、埼玉の未来はますま
す輝けることでしょう。
埼玉労働局として、少しでもそのお役に立て

れば、幸いです。
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配置薬救急箱富山工場 富山第二工場

ドラッグセイムス

最近は病院近くの調剤薬局ではなく、「かかりつけ
薬局」として家の近くの調剤薬局を利用している患
者が増えているという。
「処方箋というと、どうしても病院の近くの薬局へ
……というイメージがありましたが、最近は自宅近く
で受け取る方が増えています。例えば内科と整形外
科の2つの病院にかかっている方ですと、処方箋を一
つの薬局に一緒に出すことで、胃腸薬が重複して出
されていることに気づき、1つを止めましょうと処方医
に処方変更してもらうこともできます。お薬手帳だけ
で管理するよりも便利だと思います」
同社は今後、ドラッグストア併設型調剤薬局の展
開に力を入れながら、地域密着型の「かかりつけ薬
局」として、地域医療や地域住民に貢献していく考
えだ。

配置薬販売、ドラッグストア、調剤薬局のほか、同
社は、医療用医薬品の開発・製造も行っている。
平成25年には、腎臓機能の低い人でも利用できる
痛風薬(高尿酸血症治療剤)を開発し販売。また以前
から、腎機能検査薬や皮膚バリア粘着プレートといっ
た医薬品や医療機器を開発・製造・販売する。現在も
新薬開発に注力し臨床試験などを実施している。
そのほかにも、高品質なプライベートブランドの栄
養・美容ドリンク等を開発して、平成21年から6年連
続してモンドセレクションを受賞した。
「品質の良さや製品の企画力、さらに、私どもは製
薬企業でもあるため、医薬品を基準に健康食品もつ
くりますから、安全で安心な商品というところで、評価
されているのではないかと思っております」
医薬品などの研究・開発から、製造、配置販売、ド

ラッグストア、調剤とトータルなサービスを提供できる
強みを持つ同社。さらなる複合型医薬品企業を追求
しながら、地域医療に貢献し、顧客のニーズに応える
サービスを次々展開していくに違いない。

全国へと展開していきました」
当初は同業他社と同じように、配置薬メーカーから
商品を仕入れて販売していたが、販路の拡大に伴い、
自社で医薬品を製造することを決断し、昭和61年に
富山県に工場を建設した。しかし、薬の販売会社だっ
た同社にとって、製造は未知の領域。製造技術者を
集め、手探りでのスタートとなった。
「当社の強みの１つは、自社製品を自社工場でつく
るようにしたこと。それによって収益性が格段に改善
されました。その決断をした名誉顧問から、苦労話を
いろいろ聞いています。当時の売り上げでは厳しい設
備投資だったらしいのですが、医薬品の製造が軌道
に乗ってからは高度成長という時代もあり、業績が伸
びていたこともあってすぐに回収できました」
工場設立の同年、総合胃腸薬「富士胃腸薬」を、
昭和63年には総合感冒薬「新ジキナ顆粒」の生産を
開始。どちらの製品も、現在まで多くの顧客の支持を
集めるロングセラーとなっている。

高度成長期、ドラッグストアも黎明期で今ほど一般
化していない時代、配置薬販売は置いておくだけで
ビジネスになると考えたのか、多くの企業が配置薬販
売事業に参入した。なかには、テレビ業界や家電量
販店、ガソリンスタンド等、異業種からの参入も数多
くあった。しかし、3～4年でそのほとんどが撤退したと
いう。
「その頃、まだ医薬品は定価販売でした。当社は医
薬品を自社生産していましたし、お客さまのニーズに
合わせ便利な2日分という短い単位で商品をパッ
ケージして、他の市販薬より使いやすく、かつ安く提
供するなどしていましたから売り上げが伸びていた。
それが他社から見ると、医薬品を置くだけでビジネス
になると思われたのかもしれません」
外から見る配置薬販売は、置くだけで顧客が使っ

てくれる……というイメージが強い。しかし実際は、

ご存じの方も多いと思うが、配置薬販売とは、配置
販売業の許可を得た事業者が直接消費者の家庭や
法人を訪問して医薬品を置いてもらい、次の訪問で
それまでに使用した分の代金を回収するという商法。
江戸時代の富山で生まれ、現代まで続く優れたビジ
ネスモデルだ。
株式会社富士薬品は、配置薬販売事業で業界トッ

プの実績を持つ。
「現在、配置薬は全国350万軒のお客さまにお届
けしており、約7割が一般のご家庭で、3割が法人で
す。配置薬はドラッグストアが出店し始める頃までは
業界全体で伸びていました。今は全体的にシュリンク
していますが、当社の場合は、横ばいを保っていま
す」（高柳昌幸社長）
業界全体で売り上げが低迷するなか、同社が配置
薬の売り上げを下げずに維持できているのは、設立
から60余年の歴史で育まれた、きめ細やかな営業ノ
ウハウと安全・安心の品質にある。
この主力となる配置薬販売事業を軸にしつつ、ド
ラッグストア「ドラッグセイムス」の店舗展開を進め、
さらに、医療用医薬品の研究開発、医薬品製造事業

と、幅広い事業を手掛け業績を伸ばしている。
全国に約300カ所の配置薬営業所と４つの工場を
持つほか、2カ所の研究所を有する同社。薬の開発、
製造から販売までの一貫したサービスを提供する
「複合型医薬品企業」として、業界で唯一無二の存
在感を示している。

同社は昭和5（1930）年、配置薬販売が生まれた
地・富山で配置薬販売事業を創業。昭和29年、当時
顧客が最も多かった大宮(現・さいたま市)に拠点を移
して、有限会社高柳薬品商会を設立、昭和38年に有
限会社富士薬品に社名を変更し、昭和44年に株式
会社へと組織変更する。
高度経済成長で家庭数も増えていく時代。顧客の

ニーズの高まりに応じて、同社は関東、北陸、北九州、
東海……と全国に販売拠点を展開していく。
「その時代は営業すれば売れた時代でした。当時、
同じように全国に販売拠点を広げていた事業者はい
くつかありましたが、当社はどこよりも速いスピードで

購入してもらうためのさまざまなきめ細かいサービス
や商品開発が必須なのだ。
「お客さまが配置薬を使う一番の理由は、便利だ
からということ。また、お客さまは当社の配置薬営業
の担当者が変わることを気にされます。お客さまが配
置薬に求めるものは薬だけではなく、いつも来てくれ
るという、人も含めた安心感なのです」
そのため、同社は人材教育に力を注ぐ。「相当な時
間とお金をかけてやっています」と、社長が語るよう
に、基本となるＯＪＴはもとより、人間性向上のための
トレーニングなど地域の現場で徹底した教育を行っ

ている。それが、配置薬販売事業を成長させている
同社の強みの1つでもある。

平成4（1992）年、同社は時代の流れを読み、ド
ラッグストア事業に参入する。「ドラッグセイムス」の
名で店舗網を拡大、さらには各地のドラッグストア
チェーンをM＆Aすることで、現在、約1,200店舗を
数える。ヘルス＆ビューティーをメインとした多彩な
品ぞろえが魅力の「ドラッグセイムス」は、多くの客か
ら高い支持を獲得。配置薬販売事業とドラッグストア

事業を展開しているのは、業界でも同社だけだ。
「基本的に配置薬から見ればドラッグストアは敵で
すからね。エリア店舗数でいうと、埼玉県が一番多く
て、埼玉だけで『ドラッグセイムス』は180店舗ほどあ
ります。ドラッグストアに来店されるお客さまは、豊富
な商品を見比べながら買う楽しさや価格の安さを求
めていらっしゃる。配置薬とドラッグストアでは、それ
ぞれニーズに違いがあります」
現在、2020年を目標にドラッグストアの全国展開

を目指している。配置薬販売事業で培った全国規模
の販売オペレーションノウハウを生かしながら、２つの

販売チャネルで新たなサービスの展開を考えている。
「お客さまが緊急を要するような場合には、店舗の
ものをお届けするというようなサービスもできるので
はないかと考えています。全国に展開する配置薬販
売網という他社にないものを持つことが、当社の強み
ですから、それを生かすためにも店舗数を全国に広
げていきたいです」

さらに、同社はドラッグストア併設と単独店を併せ
て約300店舗という、調剤薬局も展開している。

株式会社富士薬品ZOOM UP

新薬や健康食品の開発・製造にも注力

調剤薬局で地域医療に貢献

強みとなる2つの販売チャネル

売り上げを支えるサービス

本社社屋
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配置薬救急箱富山工場 富山第二工場

ドラッグセイムス
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求められる地方公共団体の
インフラマネジメント
～民間活用の可能性とその条件～ 主席研究員

萩原 淳司

はじめに
近年、人口減少下での公共施設を含むインフラ

（以下、インフラと総称する）の老朽化・更新時期の
到来への対応は、地方公共団体にとって大きな政
策課題となっている。本報告は、こうした状況を踏
まえ、地方公共団体に求められるインフラマネジメ
ントを明らかにし、民間活用の可能性とその条件を
示すため、さいたま市行財政改革推進部、公益社
団法人日本ファシリティマネジメント協会（JFMA）
の協力を得て共同研究としてまとめたものである。
文責はすべて筆者にある。

インフラマネジメントの動向
平成24年12月の笹子トンネル天井板落下事故な

どインフラの老朽化が問題となる中、「新しく造るこ
とから賢く使うことへ」の方向転換が示された「経済
財政運営と改革の基本方針～脱デフレ・経済再生
～」（平成25年6月閣議決定）に続き「インフラ長寿
命化基本計画」が平成25年11月末に公表された。
それに基づき作成された「インフラ長寿命化計
画（行動計画）」（平成26年5月国土交通省）では、
道路は5年に１度、ダムは3年に１度など、施設ごと
の定期的な点検と、国や都道府県、市町村が地域
単位で協議会をつくりインフラの維持管理での協
力を求め、データベースの整備や新技術の導入も
促している。
平成26年４月には、総務省から地方公共団体に

「公共施設等総合管理計画の策定」の要請がなさ
れた。総合管理計画は「インフラ長寿命化計画」の
地方公共団体の行動計画にあたる。以下の７つの
方針を明確にして、平成28年度までに策定が求め
られている。

総合管理計画には「地方公共団体の現状や課
題に対する認識と、計画期間における公共施設等
の数や延べ床面積等の公共施設等の数量に関す
る目標の記載」が求められている。ただし、総務省
の要請には、「まずは現段階において把握可能な
公共施設等の状態を整理」し、「策定後も、当該計
画及び個別施設計画に基づく点検・診断等の実施
を通じて不断の見直しを実施」とあり、計画策定後
の充実を前提としている。
また、総合管理計画は、改正都市再生特別措置
法（平成26年8月施行）における市町村が作成する
立地適正化計画において要請される「まちづくりへ
の公的不動産の活用」とも整合が求められている。
さらに、平成26年12月に施行された「まち・ひと・

しごと創生法」に基づく国の５カ年計画の「まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」においても、総務省の主
な施策の「既存ストックのマネジメント強化」の中
に「公共施設等総合管理計画の策定促進等」とし
て位置づけられている。

求められるマネジメント業務
「インフラ長寿命化基本計画」は、「インフラの中
には、建設年度や構造形式等の施設諸元や、劣化
や損傷等の老朽化の進展状況など、維持管理に必
要な情報が不明な施設も多く存在している」、「維持
管理に係る基準やマニュアル等は管理者間でばら

つきが存在するほか、国・地方を通じ職員定数の削
減が進む中、地方公共団体の中には維持管理を担
当する技術職員が不在、若しくは不足している団体
も存在する」と現状を述べている。すなわち、基礎的
な情報の未整備と行政内のノウハウとマンパワーの
不足をインフラマネジメントの課題としている。また、
同計画では、産学官の連携により新技術を開発、メ
ンテナンス産業を育成するとの対応の方向性を示し
ている。それを踏まえ、以下に、専門的な知見を必要
とし、膨大な量の対応が必要となると思われるイン
フラマネジメントの８つの業務を挙げる。
①情報（設計図書・修繕記録など）の整理、保存
「多くの施設では、維持管理・更新等に必要な情
報は、法令等に基づき、台帳として整備・保管する
こととされている。しかしながら、施設によっては、
建設年度が古い等の理由により台帳そのものが存
在しないものや、台帳は存在しているものの記載さ
れている情報が不十分なものもあり、修繕等の実
施に当たって、改めて必要な情報を収集するなど、
多くの手間を要している」（国土交通省インフラ長
寿命化計画（行動計画））、「設計図書のように建
築物には必要不可欠な書類がわずか10年という
期間を経て廃棄されている」（北海道 包括外部監
査の結果に関する報告（概要）平成17年3月）とい
うように国・県レベルでもインフラについての基本
的な情報の不備が指摘されており、情報の整理、
保存とその仕組みの整備が求められる。
建設当初の設計図書だけでなく、修繕記録にも

不備があり、そのコストが不明な場合も多い。これま
での記録の整理とともに、今後の記録を正確に蓄
積して過去の記録と接合する仕組みも必要である。
②調査・点検・診断の実施
①にみられる情報の整理にあたっては、書類上の

整理とともに、実態調査が不可欠である。公共施設
等総合管理計画においても点検・診断等の実施方
針の明記が求められているが、実施にあたり、特に
建築物については確立した手法がない状況である。
JFMAでは、数量、品質、コスト、管理体制の４つの
面から対象を評価するよう評価マニュアル（試行版）

を作成しており、今後とも充実がされる予定である。
③維持管理・改修・更新コストの明確化
光熱費や清掃・警備コストも施設分野、建物・部

屋ごと、時期・時間ごとなどきめ細かく把握すること
が望まれる。さらに点検・診断から、概算でも必要な
改修部分とそのコストを明確化しておくことが必要
である。改修の緊急性とコストを明確化することに
よって、インフラや施設ごとの改修の優先順位が比
較できるようになる。

また、改修か更新かの判断も求められるため、更
新コストも一定程度把握しておくことが望まれる。
④利用状況と運営コストの明確化
インフラの利用についても、年間の総数だけでな

く、施設分野別、建物・部屋別、事業別、時期・時間
別に、利用者の年齢・性別・住所などの属性の把握
が望まれる。個人情報保護の観点からどこまで把
握・公表するかの慎重な判断が必要だが、有効な
インフラ活用のためにはきめ細かな把握が求めら
れる。また、利用に対応するインフラの運営コストの
把握も必要である。
⑤長期修繕計画の策定、公共施設等総合管理計
画の改訂
民間の分譲マンションで当然のように作成してい

る長期の修繕計画を、策定しているインフラは少な
い。埼玉県でも「中長期修繕計画を策定している施
設は橋長15ｍ以上の橋梁、排水機場、上水道、大
型公共施設10施設及び公共・県営住宅のみであり、
他のインフラ施設や建物等施設については策定さ
れていない」（埼玉県　平成22年度 包括外部監査
結果（概要））という状況であり、市町村レベルで個
別インフラについての長期修繕計画の策定の範囲
と内容充実が求められる。インフラの適正配置、統
廃合までを視野に入れれば、①～④の実施が前提で
あるが、同時に計画を策定する施設を増やし、既に

策定されている計画の精度を向上させていくことが
現実的であろう。また、公共施設等総合管理計画も
①～④及び個別インフラの長期修繕計画の策定の
進捗に応じて見直すことが必要である。
⑥地方公会計との連動
平成27年１月23日に「統一的な基準による地方
公会計の整備促進について」の中で、「統一的な
基準による地方公会計マニュアル」が総務省から
公表され、それを参考に統一的な基準による財務
書類等を、原則として平成27～29年度の3年間で
全ての地方公共団体において作成するよう要請が
なされた。「公共施設等の老朽化対策にも活用可
能である固定資産台帳が未整備である地方公共
団体においては、早期に同台帳を整備すること」も
要請されている。インフラマネジメントをこの地方
公会計の改革と連動させることも必要である。
⑦職員の教育、市民・議会・民間企業への情報提供
「新しく造ることから賢く使うことへ」の転換は、
これまでの行政の方向を大きく変えるものであり、
計画策定、会計方法や業務内容も変わってくる。制
度や組織の大きな転換とともにデータの継続的な
収集・記録などの地道な作業も必要となる。それに
対応する職員の教育が求められるが、同時に市民、
議会の理解が不可欠となる。特に施設の利用方法
や配置変更、統廃合にあたっては、確固とした方針
とともに実証的なデータに基づいた説明が強く求
められる。また、インフラの状況を「見える化」する
ために3D画像や動画の利用も望まれる。　　　
さらに、今後、広く民間の提案や事業への参加を
募るためには民間企業への情報提供が必要となる。
コスト削減提案を募るにも、施設や業務の現状とコ
ストが明らかでなければ、民間企業は改善の提案
ができない。また、民間企業を活用することにより
得られる改善の程度を市民や議会に説明するため
にも、現状の公共サービスの水準やコストを明らか
にしておくことが求められる。
⑧評価の共通化、システムの自治体間での相互利用
インフラの効率的な維持、利用には、その達成を
評価する必要がある。評価とは比較であるといわれ

利用できる。建物や設備の全体像を把握しやすく、
住民説明や民間企業の提案公募などの資料とし
ても活用が可能である。デジタルデータをインター
ネット上で保管すれば、保管スペースの節約ができ
るとともに、災害時にも失われることはなく、国や関
係機関が利用でき救援・復旧のためにも役立つ。
2000年に入ってから地方自治体でも公共事業の
電子化（CALS/EC）が推進され、建設部門の情報
化として発注のデジタル化、設計図の電子納品など
が行われてきたが、既存のインフラの維持管理につ
いては紙ベースで行われている部分が多いと思わ
れる。実物から３Dデータ化する技術も進んでおり、
既存インフラに対する活用の取り組みが求められる。
・GIS（地理情報システム）の活用
既にカーナビなどでGISの利用は一般的である

が、施設利用者のアクセスの改善、再配置や統廃
合の最適化のためにも利用できる。現在では距離
とともに土地の高低差などもスマートフォン利用で
簡単に測定でき、市民と行政が同じ目線で施設ア
クセスを「見える化」し、その改善などの取り組み
に活用が望まれる。
・POS・小額決済機能の利用者把握への活用
民間では、顧客の属性と買物を集計するPOS

（Point Of Sales）レジがコンビニやスーパーで広
く普及し、データは商品の品ぞろえや陳列に活用さ
れ、来客数カウンターと連動させる取り組みも進ん
でいる。スマートフォンアプリでの低コストのPOSシ
ステムも開発されており、これらを公共施設利用に
応用することも考えられる。また、公共施設の有料
化などの取り組みにおいて料金徴収等の手間・人
員配置などが課題となっているが、電子マネーのよ
うな小額決済機能を合わせて導入することも有効
と考えられる。ただし、その際にも個人情報保護の
要請とバランスをとる必要がある。

民間活用の条件
現在の行政には、インフラ情報の把握に関する
専門ノウハウ・人材・資金ともに不足している状況
であり、それらはむしろ民間に存在する。今後両者

をつなぐ取り組みが必要と考える。
行政として、まず取り組むべき事項は、インフラに

かかわる現状とサービス要求水準・コストの明確化
であろう。そして、それをどのように進めたいのかと
いう方針や要求を明確化する必要がある。
次に、その事業に民間の参入があるか否か、また、
可能かを確認することが求められる。
行政側からは、公共サービスの向上と行政支出

の削減、民間からはビジネスチャンスとなる事業の
枠組みを、行政と民間事業者が対等な立場で、透
明性を確保しながらつくりあげる場が必要となる。
そのような先進的な取り組み事例として、さいたま
市の提案型公共サービス公民連携制度やさいた
ま公民連携コミュニティが挙げられる。

民間においてもインフラマネジメントを新たな成
長市場としたい意欲は高い。PFIと同様にインフラ
マネジメントの特別目的会社を組成することによっ
て、資金調達、多数の専門会社によるインフラの維
持管理、改修、更新など長期にわたる事業を行い、
公共サービスの向上と行政支出の削減を実現しつ
つ収益も確保するというスキームも民間の研究会
などで検討されている。しかし、現状では大多数の
地方公共団体のインフラの状況や窓口が不明確
なため、実現に踏み出せない状況にあり、これを解
決することが民間活用の条件となる。

まとめ
地方公共団体には公共施設等総合管理計画策
定後を展望した取り組みとして、よりきめ細かなイ
ンフラの実態とコストの把握、実現したいサービス
とその水準の明確化が求められる。そして技術革
新を活用するためにも民間事業者と連携した事業
構築の場づくりが不可欠となる。

るように、これまでのサービス水準やコストがどれだ
け改善したかの時系列な比較とともに、団体間での
比較が求められる。また、民間との比較も必要とな
ろう。コストについてのベンチマーク（水準を示す指
標）はJFMAなどの機関が公表しているが、人口密
度や分布、地形や気候の差異もあるので、同様な
環境にある市町村間の比較をできるよう、県や国が
主導的にデータ整備や協議会づくりに取り組むこと
が望まれる。その際には、データの条件を同一とし、
システムも共通化することが効率的だろう。

ITを中心とする新技術の活用の可能性
地方公共団体には、財政がきわめて厳しい中、
低コストで、かつ、公平性と個人情報保護の要求を
満たしつつ①～⑧を実施することが求められる。IT
の活用は長年提唱されてきたが、近年、インター
ネット・スマートフォン等に関連する技術を中心とし
て低コストで大量の画像を含むデータを扱える技
術革新が一層進んでおり、その成果をインフラ管
理に応用することが期待される。以下、例をあげる。
・画像診断システムとドローンの活用
平成26年末に構造物内部の劣化状態を映像か

ら推定する技術が公表されたが、ここ数年、ジャイ
ロセンサー技術の革新により劇的に低コスト化した
ドローン（無人飛行機）のカメラと組み合わせてイ
ンフラの劣化診断を行うことが考えられる。目視に
よる点検の困難な高い建物の壁面や、メンテナン
スのための設備が不十分な既存建物の屋上や屋
根の診断には大きな効果が得られるだろう。
ドローンについては、アメリカでも利用のための
法制度を検討中であり、商用利用について早期の
安全な利用基準の確立が求められる。
・BIM(Building Information Modeling)の活用
BIMとは、３次元の建物のデジタル情報モデル

であり、民間で急速に普及しつつある。国土交通省
でも、平成26年３月にガイドラインを定め官庁営繕
事業（設計業務及び工事）に適用している。BIMは、
設計・建築時だけでなく、改修や維持管理の必要
資材・作業コスト等の算出、時系列な記録などにも

これに対し、埼玉県の雇用者数は、2002年度の
前年比＋0.1％以降、2011年度の同＋0.0％まで、
大きな変動がなく、ほぼ横ばい水準で推移してきた。
足元では、ごく緩やかに伸びが鈍化しているものの、
雇用者数は、埼玉県の県民雇用者報酬の変動にほ
とんど影響を及ぼしていない。
一方、一人当たり県民雇用者報酬の推移をみる

県民雇用者報酬は、雇用者が働いた場所により、
県内で働いた県内雇用者報酬と、県外からの雇用
者報酬の純受取（県外で働いて得た雇用者報酬―
県外へ支払った雇用者報酬）に分けられる。
2012年度の埼玉県の一人当たり県民雇用者報
酬が、4,674千円であるのに対して、一人当たり県
内雇用者報酬は、4,236千円にとどまっている。
これは、埼玉県の県民雇用者報酬には、賃金水
準の高い東京都内で働く、いわゆる埼玉都民が受
け取った雇用者報酬が含まれ、一人当たり県民雇用
者報酬が引き上げられているためだ。
しかし、埼玉県外で就業する15歳以上人口の推
移をみると、1990年に99.8万人いた県外就業者
のうち、東京都で勤務する、いわゆる埼玉都民は
93.0万人を占めていたが、1995年に100.0万人ま
で増加した後は徐々に減少し、2000年に94.6万人、
2005年に89.6万人、2010年には84.1万人となっ
た（注）。この間、その他の道府県における就業者数
は、1990年の6.8万人から2010年の10.2万人に
増加している。

こうした結果、県外から受け取る埼玉県の雇用者
報酬の額も、2002年度には6.2兆円だったが、
2012年度には5.6兆円まで減少してきた。

埼玉県の雇用者は、団塊の世代の埼玉都民がリ
タイアするなかでも、県内の労働力によってカバー
され、その数は、ほぼ横ばい水準で維持されてきた。
しかし、中小企業比率が高いこともあって、県内で
新たに雇用される人は、都内に比べ総じて賃金水
準が低く抑えられている。これが埼玉県の一人当た
り県民雇用者報酬の減少の一因と考えられる。
また、近年は全国的に非正規雇用者の比率が高
まっているが、埼玉県は、全国と比べても、その比率
が高めに推移してきた。非正規雇用者の賃金水準
は、正規雇用者に比べて低いことから、これも埼玉
県の一人当たり雇用者報酬の水準を引き下げる方
向に働いている。これらをごく単純化すると、埼玉都
民から県内非正規雇用者への代替という流れが生
じていたとみることもできよう。
埼玉都民は、埼玉県経済を特徴づける存在の一

つであり、その動向は、県経済に様々な影響をもた
らしてきた。しかし、足元では、都内・埼玉県ともに、
雇用情勢は改善傾向にあり、今後、企業の正規雇
用者採用の姿勢が強まるようだと、埼玉都民の動き
にも、変化が生じる可能性がある。
県民雇用者報酬の今後を考えるにあたっては、こ

れまで以上に、埼玉都民の動向に注目していく必要
があるだろう。 （井上博夫）

埼玉県の個人消費（＝民間最終消費支出）は、
「県内総生産（支出側）」に占める割合が最も高く、
県経済の動向を考える際には、外せない項目の一
つである。この個人消費は、消費税率引き上げのよ
うな制度変更や、株価の上下に伴う金融資産の増
減にも影響されるが、ベースになっているのは県民
雇用者報酬の動きである。
そこで、以下では、個人消費を考える一助とする

ため、埼玉県の県民雇用者報酬の動向について、
概観してみたい。

国の経済成長率は、本来、新たに生み出された
付加価値の合計である国内総生産（＝ＧＤＰ）の伸
び率であらわされるが、一般に経済成長率を説明
する場合には、支出された金額の合計である国内
総生産（支出側）の伸び率を使うことが多い。
これは、生産側の統計がまとまるまでには、ある程
度の時間がかかるのに対し、支出側の統計の発表
は比較的早く、利用しやすいことなどが影響してい
る。当財団が埼玉県の経済見通しを発表する場合
も、県内総生産（支出側）の伸び率を、経済成長率
として推計している。

県内総生産（支出側）は、個人消費、住宅投資、
設備投資、政府消費、公共投資などを合計したもの
だが、2012年度の埼玉県の名目県内総生産（支出
側）20.4兆円のうち、個人消費が16.9兆円を占め
ているように、その割合は最も高く、かつ安定的に
推移している。このため、県経済の動向を考える際
には、外せない項目の一つになっている。

そもそも、個人消費は、個人が食品や服、乗用車
といったモノや、旅行、美容などのサービスに支払っ
た金額を合計したものであり、例えば、人々が財布
のひもを締めていくと、景気にはマイナスに働くこと
になる。ちなみに、個人が購入する住宅に関しては、
金額が特に大きいことなどから、個人消費には含め
ず、住宅投資として別に集計される。
個人がモノやサービスを購入するためには、お金

が必要である。元々、多額の資産を有している人な
ど例外もあるが、多くの場合、人は収入に見合った
額の支出をしていると考えられる。政府が、企業に
賃上げを促すのも、個人の収入を安定的に底上げ
していくことが、デフレから脱し、わが国経済を成長
させるために必要と判断しているからだろう。　
埼玉県における名目個人消費と、サラリーマンの
給料・ボーナスなどを合計した県民雇用者報酬との

関係をみると、その伸び率は、概ね似通った推移を
示していることがわかる。

埼玉県の家計部門の収入である、2012年度の
受取は、23.2兆円となっているが、このうち県民雇
用者報酬は14.8兆円にのぼる。
この県民雇用者報酬のうち、最も多いのが、サラ

リーマンの給料・ボーナスなどにあたる「賃金・俸
給」12.9兆円で、この他、健康保険や厚生年金・適
格退職年金などに対する雇主の負担金である「雇
主の現実社会負担」が1.5兆円、退職一時金などの
「雇主の帰属社会負担」は4千億円となっている。
近年の推移をみると、2001年度に15.1兆円だっ

た埼玉県の県民雇用者報酬は、2002年度から景
気が緩やかに回復するなかでも、ほぼ横ばい水準で
推移していたが、2007年度の15.3兆円を経て、
2008年度には15.5兆円まで増加した。しかし、リー

マン・ショックに伴う景気の急激な悪化を受けて、県
民雇用者報酬は減少に転じ、2012年度には14.8
兆円となっている。
この県民雇用者報酬を内訳別にみると、2001年
度に13.4兆円だった「賃金・俸給」は、2008年度に
13.6兆円まで増加した後、2012年度の12.9兆円
まで減少したが、この間、「雇主の現実社会負担」は、
保険料率の引き上げなどを受けて、2001年度の
1.3兆円から2012年度の1.5兆円まで増加した。
2001年度に4千億円だった「雇主の帰属社会負
担」は、退職者の増加などを受けて、2008・2009
年度に5千億円まで増加したが、2012年度には4千
億円に戻っている。

埼玉県の県民雇用者報酬の伸び率を、全国と比
較すると、2002年度から2010年度まで、ほとんど
の年で埼玉県が全国を上回ってきたが、近年はそ
の差が縮小し、2011年度には両者が逆転した。
そこで、県民雇用者報酬を、県民雇用者数と一人
当たり県民雇用者報酬に分けてみてみると、全国の
雇用者数は、景気の底だった2002年度の前年比
▲0.8％から2007年度の同＋0.4％まで回復した後、
2009年度には同▲0.7％へ低下した。足元では再
び持ち直しつつあるものの、2011年度でも同▲
0.4％と、依然として前年を下回っている。

と、2006年度を除き、2002年度から2008年度ま
で埼玉県が全国の伸びを上回っていたが、2009年
度以降は、埼玉県と全国がほぼ同じ水準となり、
2011年度には埼玉県が全国を下回った。
すなわち、埼玉県では、団塊の世代の雇用者がリ

タイアするなかでも、県民雇用者の数は全国より高
めに維持されてきたが、一人当たり県民雇用者報酬
は、近年伸びが低下しており、雇用者の中身になん
らかの変化がみられる。

2011年度の一人当たり県民雇用者報酬を都道
府県別にみてみると、圧倒的に高いのが、東京都の
6,385千円で、以下、大阪府の5,291千円、神奈川
県の5,014千円、奈良県の4,817千円、栃木県の
4,769千円、千葉県の4,692千円と続いており、埼
玉県は全国7位の4,650千円となっている。
東京都はもちろんだが、近畿地方で大阪府、中部
地方で愛知県など、各地方の中心的な都道府県の
一人当たり県民雇用者報酬が高く、賃金・俸給の比
較的高い大企業の多さが寄与していると思われる。
なお、東京都の一人当たり県民雇用者報酬が飛
び抜けて高く、雇用者の数も多いことから、全国平
均が引き上げられており、埼玉県を含む41道府県
で、全国平均の4,677千円を下回っている。

①点検・診断等の実施方針 
②維持管理・修繕・更新等の実施方針
③安全確保の実施方針 　
④耐震化の実施方針 
⑤長寿命化の実施方針 　
⑥統合や廃止の推進方針
⑦総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針

●必要改修コストのまとめ（例）

金額が高いほど欄の色が濃い

合計
インフラA
インフラB
インフラC

…円
…円
…円

低
…円
…円
…円

中
…円
…円
…円

高緊急度
…円
…円
…円… … … ……
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求められる地方公共団体の
インフラマネジメント
～民間活用の可能性とその条件～ 主席研究員

萩原 淳司

はじめに
近年、人口減少下での公共施設を含むインフラ

（以下、インフラと総称する）の老朽化・更新時期の
到来への対応は、地方公共団体にとって大きな政
策課題となっている。本報告は、こうした状況を踏
まえ、地方公共団体に求められるインフラマネジメ
ントを明らかにし、民間活用の可能性とその条件を
示すため、さいたま市行財政改革推進部、公益社
団法人日本ファシリティマネジメント協会（JFMA）
の協力を得て共同研究としてまとめたものである。
文責はすべて筆者にある。

インフラマネジメントの動向
平成24年12月の笹子トンネル天井板落下事故な

どインフラの老朽化が問題となる中、「新しく造るこ
とから賢く使うことへ」の方向転換が示された「経済
財政運営と改革の基本方針～脱デフレ・経済再生
～」（平成25年6月閣議決定）に続き「インフラ長寿
命化基本計画」が平成25年11月末に公表された。
それに基づき作成された「インフラ長寿命化計
画（行動計画）」（平成26年5月国土交通省）では、
道路は5年に１度、ダムは3年に１度など、施設ごと
の定期的な点検と、国や都道府県、市町村が地域
単位で協議会をつくりインフラの維持管理での協
力を求め、データベースの整備や新技術の導入も
促している。
平成26年４月には、総務省から地方公共団体に

「公共施設等総合管理計画の策定」の要請がなさ
れた。総合管理計画は「インフラ長寿命化計画」の
地方公共団体の行動計画にあたる。以下の７つの
方針を明確にして、平成28年度までに策定が求め
られている。

総合管理計画には「地方公共団体の現状や課
題に対する認識と、計画期間における公共施設等
の数や延べ床面積等の公共施設等の数量に関す
る目標の記載」が求められている。ただし、総務省
の要請には、「まずは現段階において把握可能な
公共施設等の状態を整理」し、「策定後も、当該計
画及び個別施設計画に基づく点検・診断等の実施
を通じて不断の見直しを実施」とあり、計画策定後
の充実を前提としている。
また、総合管理計画は、改正都市再生特別措置
法（平成26年8月施行）における市町村が作成する
立地適正化計画において要請される「まちづくりへ
の公的不動産の活用」とも整合が求められている。
さらに、平成26年12月に施行された「まち・ひと・

しごと創生法」に基づく国の５カ年計画の「まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」においても、総務省の主
な施策の「既存ストックのマネジメント強化」の中
に「公共施設等総合管理計画の策定促進等」とし
て位置づけられている。

求められるマネジメント業務
「インフラ長寿命化基本計画」は、「インフラの中
には、建設年度や構造形式等の施設諸元や、劣化
や損傷等の老朽化の進展状況など、維持管理に必
要な情報が不明な施設も多く存在している」、「維持
管理に係る基準やマニュアル等は管理者間でばら

つきが存在するほか、国・地方を通じ職員定数の削
減が進む中、地方公共団体の中には維持管理を担
当する技術職員が不在、若しくは不足している団体
も存在する」と現状を述べている。すなわち、基礎的
な情報の未整備と行政内のノウハウとマンパワーの
不足をインフラマネジメントの課題としている。また、
同計画では、産学官の連携により新技術を開発、メ
ンテナンス産業を育成するとの対応の方向性を示し
ている。それを踏まえ、以下に、専門的な知見を必要
とし、膨大な量の対応が必要となると思われるイン
フラマネジメントの８つの業務を挙げる。
①情報（設計図書・修繕記録など）の整理、保存
「多くの施設では、維持管理・更新等に必要な情
報は、法令等に基づき、台帳として整備・保管する
こととされている。しかしながら、施設によっては、
建設年度が古い等の理由により台帳そのものが存
在しないものや、台帳は存在しているものの記載さ
れている情報が不十分なものもあり、修繕等の実
施に当たって、改めて必要な情報を収集するなど、
多くの手間を要している」（国土交通省インフラ長
寿命化計画（行動計画））、「設計図書のように建
築物には必要不可欠な書類がわずか10年という
期間を経て廃棄されている」（北海道 包括外部監
査の結果に関する報告（概要）平成17年3月）とい
うように国・県レベルでもインフラについての基本
的な情報の不備が指摘されており、情報の整理、
保存とその仕組みの整備が求められる。
建設当初の設計図書だけでなく、修繕記録にも

不備があり、そのコストが不明な場合も多い。これま
での記録の整理とともに、今後の記録を正確に蓄
積して過去の記録と接合する仕組みも必要である。
②調査・点検・診断の実施
①にみられる情報の整理にあたっては、書類上の

整理とともに、実態調査が不可欠である。公共施設
等総合管理計画においても点検・診断等の実施方
針の明記が求められているが、実施にあたり、特に
建築物については確立した手法がない状況である。
JFMAでは、数量、品質、コスト、管理体制の４つの
面から対象を評価するよう評価マニュアル（試行版）

を作成しており、今後とも充実がされる予定である。
③維持管理・改修・更新コストの明確化
光熱費や清掃・警備コストも施設分野、建物・部

屋ごと、時期・時間ごとなどきめ細かく把握すること
が望まれる。さらに点検・診断から、概算でも必要な
改修部分とそのコストを明確化しておくことが必要
である。改修の緊急性とコストを明確化することに
よって、インフラや施設ごとの改修の優先順位が比
較できるようになる。

また、改修か更新かの判断も求められるため、更
新コストも一定程度把握しておくことが望まれる。
④利用状況と運営コストの明確化
インフラの利用についても、年間の総数だけでな

く、施設分野別、建物・部屋別、事業別、時期・時間
別に、利用者の年齢・性別・住所などの属性の把握
が望まれる。個人情報保護の観点からどこまで把
握・公表するかの慎重な判断が必要だが、有効な
インフラ活用のためにはきめ細かな把握が求めら
れる。また、利用に対応するインフラの運営コストの
把握も必要である。
⑤長期修繕計画の策定、公共施設等総合管理計
画の改訂
民間の分譲マンションで当然のように作成してい

る長期の修繕計画を、策定しているインフラは少な
い。埼玉県でも「中長期修繕計画を策定している施
設は橋長15ｍ以上の橋梁、排水機場、上水道、大
型公共施設10施設及び公共・県営住宅のみであり、
他のインフラ施設や建物等施設については策定さ
れていない」（埼玉県　平成22年度 包括外部監査
結果（概要））という状況であり、市町村レベルで個
別インフラについての長期修繕計画の策定の範囲
と内容充実が求められる。インフラの適正配置、統
廃合までを視野に入れれば、①～④の実施が前提で
あるが、同時に計画を策定する施設を増やし、既に

策定されている計画の精度を向上させていくことが
現実的であろう。また、公共施設等総合管理計画も
①～④及び個別インフラの長期修繕計画の策定の
進捗に応じて見直すことが必要である。
⑥地方公会計との連動
平成27年１月23日に「統一的な基準による地方
公会計の整備促進について」の中で、「統一的な
基準による地方公会計マニュアル」が総務省から
公表され、それを参考に統一的な基準による財務
書類等を、原則として平成27～29年度の3年間で
全ての地方公共団体において作成するよう要請が
なされた。「公共施設等の老朽化対策にも活用可
能である固定資産台帳が未整備である地方公共
団体においては、早期に同台帳を整備すること」も
要請されている。インフラマネジメントをこの地方
公会計の改革と連動させることも必要である。
⑦職員の教育、市民・議会・民間企業への情報提供
「新しく造ることから賢く使うことへ」の転換は、
これまでの行政の方向を大きく変えるものであり、
計画策定、会計方法や業務内容も変わってくる。制
度や組織の大きな転換とともにデータの継続的な
収集・記録などの地道な作業も必要となる。それに
対応する職員の教育が求められるが、同時に市民、
議会の理解が不可欠となる。特に施設の利用方法
や配置変更、統廃合にあたっては、確固とした方針
とともに実証的なデータに基づいた説明が強く求
められる。また、インフラの状況を「見える化」する
ために3D画像や動画の利用も望まれる。　　　
さらに、今後、広く民間の提案や事業への参加を
募るためには民間企業への情報提供が必要となる。
コスト削減提案を募るにも、施設や業務の現状とコ
ストが明らかでなければ、民間企業は改善の提案
ができない。また、民間企業を活用することにより
得られる改善の程度を市民や議会に説明するため
にも、現状の公共サービスの水準やコストを明らか
にしておくことが求められる。
⑧評価の共通化、システムの自治体間での相互利用
インフラの効率的な維持、利用には、その達成を
評価する必要がある。評価とは比較であるといわれ

利用できる。建物や設備の全体像を把握しやすく、
住民説明や民間企業の提案公募などの資料とし
ても活用が可能である。デジタルデータをインター
ネット上で保管すれば、保管スペースの節約ができ
るとともに、災害時にも失われることはなく、国や関
係機関が利用でき救援・復旧のためにも役立つ。
2000年に入ってから地方自治体でも公共事業の
電子化（CALS/EC）が推進され、建設部門の情報
化として発注のデジタル化、設計図の電子納品など
が行われてきたが、既存のインフラの維持管理につ
いては紙ベースで行われている部分が多いと思わ
れる。実物から３Dデータ化する技術も進んでおり、
既存インフラに対する活用の取り組みが求められる。
・GIS（地理情報システム）の活用
既にカーナビなどでGISの利用は一般的である

が、施設利用者のアクセスの改善、再配置や統廃
合の最適化のためにも利用できる。現在では距離
とともに土地の高低差などもスマートフォン利用で
簡単に測定でき、市民と行政が同じ目線で施設ア
クセスを「見える化」し、その改善などの取り組み
に活用が望まれる。
・POS・小額決済機能の利用者把握への活用
民間では、顧客の属性と買物を集計するPOS

（Point Of Sales）レジがコンビニやスーパーで広
く普及し、データは商品の品ぞろえや陳列に活用さ
れ、来客数カウンターと連動させる取り組みも進ん
でいる。スマートフォンアプリでの低コストのPOSシ
ステムも開発されており、これらを公共施設利用に
応用することも考えられる。また、公共施設の有料
化などの取り組みにおいて料金徴収等の手間・人
員配置などが課題となっているが、電子マネーのよ
うな小額決済機能を合わせて導入することも有効
と考えられる。ただし、その際にも個人情報保護の
要請とバランスをとる必要がある。

民間活用の条件
現在の行政には、インフラ情報の把握に関する
専門ノウハウ・人材・資金ともに不足している状況
であり、それらはむしろ民間に存在する。今後両者

をつなぐ取り組みが必要と考える。
行政として、まず取り組むべき事項は、インフラに

かかわる現状とサービス要求水準・コストの明確化
であろう。そして、それをどのように進めたいのかと
いう方針や要求を明確化する必要がある。
次に、その事業に民間の参入があるか否か、また、
可能かを確認することが求められる。
行政側からは、公共サービスの向上と行政支出

の削減、民間からはビジネスチャンスとなる事業の
枠組みを、行政と民間事業者が対等な立場で、透
明性を確保しながらつくりあげる場が必要となる。
そのような先進的な取り組み事例として、さいたま
市の提案型公共サービス公民連携制度やさいた
ま公民連携コミュニティが挙げられる。

民間においてもインフラマネジメントを新たな成
長市場としたい意欲は高い。PFIと同様にインフラ
マネジメントの特別目的会社を組成することによっ
て、資金調達、多数の専門会社によるインフラの維
持管理、改修、更新など長期にわたる事業を行い、
公共サービスの向上と行政支出の削減を実現しつ
つ収益も確保するというスキームも民間の研究会
などで検討されている。しかし、現状では大多数の
地方公共団体のインフラの状況や窓口が不明確
なため、実現に踏み出せない状況にあり、これを解
決することが民間活用の条件となる。

まとめ
地方公共団体には公共施設等総合管理計画策
定後を展望した取り組みとして、よりきめ細かなイ
ンフラの実態とコストの把握、実現したいサービス
とその水準の明確化が求められる。そして技術革
新を活用するためにも民間事業者と連携した事業
構築の場づくりが不可欠となる。

るように、これまでのサービス水準やコストがどれだ
け改善したかの時系列な比較とともに、団体間での
比較が求められる。また、民間との比較も必要とな
ろう。コストについてのベンチマーク（水準を示す指
標）はJFMAなどの機関が公表しているが、人口密
度や分布、地形や気候の差異もあるので、同様な
環境にある市町村間の比較をできるよう、県や国が
主導的にデータ整備や協議会づくりに取り組むこと
が望まれる。その際には、データの条件を同一とし、
システムも共通化することが効率的だろう。

ITを中心とする新技術の活用の可能性
地方公共団体には、財政がきわめて厳しい中、
低コストで、かつ、公平性と個人情報保護の要求を
満たしつつ①～⑧を実施することが求められる。IT
の活用は長年提唱されてきたが、近年、インター
ネット・スマートフォン等に関連する技術を中心とし
て低コストで大量の画像を含むデータを扱える技
術革新が一層進んでおり、その成果をインフラ管
理に応用することが期待される。以下、例をあげる。
・画像診断システムとドローンの活用
平成26年末に構造物内部の劣化状態を映像か

ら推定する技術が公表されたが、ここ数年、ジャイ
ロセンサー技術の革新により劇的に低コスト化した
ドローン（無人飛行機）のカメラと組み合わせてイ
ンフラの劣化診断を行うことが考えられる。目視に
よる点検の困難な高い建物の壁面や、メンテナン
スのための設備が不十分な既存建物の屋上や屋
根の診断には大きな効果が得られるだろう。
ドローンについては、アメリカでも利用のための
法制度を検討中であり、商用利用について早期の
安全な利用基準の確立が求められる。
・BIM(Building Information Modeling)の活用
BIMとは、３次元の建物のデジタル情報モデル

であり、民間で急速に普及しつつある。国土交通省
でも、平成26年３月にガイドラインを定め官庁営繕
事業（設計業務及び工事）に適用している。BIMは、
設計・建築時だけでなく、改修や維持管理の必要
資材・作業コスト等の算出、時系列な記録などにも

これに対し、埼玉県の雇用者数は、2002年度の
前年比＋0.1％以降、2011年度の同＋0.0％まで、
大きな変動がなく、ほぼ横ばい水準で推移してきた。
足元では、ごく緩やかに伸びが鈍化しているものの、
雇用者数は、埼玉県の県民雇用者報酬の変動にほ
とんど影響を及ぼしていない。
一方、一人当たり県民雇用者報酬の推移をみる

県民雇用者報酬は、雇用者が働いた場所により、
県内で働いた県内雇用者報酬と、県外からの雇用
者報酬の純受取（県外で働いて得た雇用者報酬―
県外へ支払った雇用者報酬）に分けられる。
2012年度の埼玉県の一人当たり県民雇用者報
酬が、4,674千円であるのに対して、一人当たり県
内雇用者報酬は、4,236千円にとどまっている。
これは、埼玉県の県民雇用者報酬には、賃金水
準の高い東京都内で働く、いわゆる埼玉都民が受
け取った雇用者報酬が含まれ、一人当たり県民雇用
者報酬が引き上げられているためだ。
しかし、埼玉県外で就業する15歳以上人口の推
移をみると、1990年に99.8万人いた県外就業者
のうち、東京都で勤務する、いわゆる埼玉都民は
93.0万人を占めていたが、1995年に100.0万人ま
で増加した後は徐々に減少し、2000年に94.6万人、
2005年に89.6万人、2010年には84.1万人となっ
た（注）。この間、その他の道府県における就業者数
は、1990年の6.8万人から2010年の10.2万人に
増加している。

こうした結果、県外から受け取る埼玉県の雇用者
報酬の額も、2002年度には6.2兆円だったが、
2012年度には5.6兆円まで減少してきた。

埼玉県の雇用者は、団塊の世代の埼玉都民がリ
タイアするなかでも、県内の労働力によってカバー
され、その数は、ほぼ横ばい水準で維持されてきた。
しかし、中小企業比率が高いこともあって、県内で
新たに雇用される人は、都内に比べ総じて賃金水
準が低く抑えられている。これが埼玉県の一人当た
り県民雇用者報酬の減少の一因と考えられる。
また、近年は全国的に非正規雇用者の比率が高
まっているが、埼玉県は、全国と比べても、その比率
が高めに推移してきた。非正規雇用者の賃金水準
は、正規雇用者に比べて低いことから、これも埼玉
県の一人当たり雇用者報酬の水準を引き下げる方
向に働いている。これらをごく単純化すると、埼玉都
民から県内非正規雇用者への代替という流れが生
じていたとみることもできよう。
埼玉都民は、埼玉県経済を特徴づける存在の一

つであり、その動向は、県経済に様々な影響をもた
らしてきた。しかし、足元では、都内・埼玉県ともに、
雇用情勢は改善傾向にあり、今後、企業の正規雇
用者採用の姿勢が強まるようだと、埼玉都民の動き
にも、変化が生じる可能性がある。
県民雇用者報酬の今後を考えるにあたっては、こ

れまで以上に、埼玉都民の動向に注目していく必要
があるだろう。 （井上博夫）

埼玉県の個人消費（＝民間最終消費支出）は、
「県内総生産（支出側）」に占める割合が最も高く、
県経済の動向を考える際には、外せない項目の一
つである。この個人消費は、消費税率引き上げのよ
うな制度変更や、株価の上下に伴う金融資産の増
減にも影響されるが、ベースになっているのは県民
雇用者報酬の動きである。
そこで、以下では、個人消費を考える一助とする

ため、埼玉県の県民雇用者報酬の動向について、
概観してみたい。

国の経済成長率は、本来、新たに生み出された
付加価値の合計である国内総生産（＝ＧＤＰ）の伸
び率であらわされるが、一般に経済成長率を説明
する場合には、支出された金額の合計である国内
総生産（支出側）の伸び率を使うことが多い。
これは、生産側の統計がまとまるまでには、ある程
度の時間がかかるのに対し、支出側の統計の発表
は比較的早く、利用しやすいことなどが影響してい
る。当財団が埼玉県の経済見通しを発表する場合
も、県内総生産（支出側）の伸び率を、経済成長率
として推計している。

県内総生産（支出側）は、個人消費、住宅投資、
設備投資、政府消費、公共投資などを合計したもの
だが、2012年度の埼玉県の名目県内総生産（支出
側）20.4兆円のうち、個人消費が16.9兆円を占め
ているように、その割合は最も高く、かつ安定的に
推移している。このため、県経済の動向を考える際
には、外せない項目の一つになっている。

そもそも、個人消費は、個人が食品や服、乗用車
といったモノや、旅行、美容などのサービスに支払っ
た金額を合計したものであり、例えば、人々が財布
のひもを締めていくと、景気にはマイナスに働くこと
になる。ちなみに、個人が購入する住宅に関しては、
金額が特に大きいことなどから、個人消費には含め
ず、住宅投資として別に集計される。
個人がモノやサービスを購入するためには、お金

が必要である。元々、多額の資産を有している人な
ど例外もあるが、多くの場合、人は収入に見合った
額の支出をしていると考えられる。政府が、企業に
賃上げを促すのも、個人の収入を安定的に底上げ
していくことが、デフレから脱し、わが国経済を成長
させるために必要と判断しているからだろう。　
埼玉県における名目個人消費と、サラリーマンの
給料・ボーナスなどを合計した県民雇用者報酬との

関係をみると、その伸び率は、概ね似通った推移を
示していることがわかる。

埼玉県の家計部門の収入である、2012年度の
受取は、23.2兆円となっているが、このうち県民雇
用者報酬は14.8兆円にのぼる。
この県民雇用者報酬のうち、最も多いのが、サラ

リーマンの給料・ボーナスなどにあたる「賃金・俸
給」12.9兆円で、この他、健康保険や厚生年金・適
格退職年金などに対する雇主の負担金である「雇
主の現実社会負担」が1.5兆円、退職一時金などの
「雇主の帰属社会負担」は4千億円となっている。
近年の推移をみると、2001年度に15.1兆円だっ

た埼玉県の県民雇用者報酬は、2002年度から景
気が緩やかに回復するなかでも、ほぼ横ばい水準で
推移していたが、2007年度の15.3兆円を経て、
2008年度には15.5兆円まで増加した。しかし、リー

マン・ショックに伴う景気の急激な悪化を受けて、県
民雇用者報酬は減少に転じ、2012年度には14.8
兆円となっている。
この県民雇用者報酬を内訳別にみると、2001年
度に13.4兆円だった「賃金・俸給」は、2008年度に
13.6兆円まで増加した後、2012年度の12.9兆円
まで減少したが、この間、「雇主の現実社会負担」は、
保険料率の引き上げなどを受けて、2001年度の
1.3兆円から2012年度の1.5兆円まで増加した。
2001年度に4千億円だった「雇主の帰属社会負
担」は、退職者の増加などを受けて、2008・2009
年度に5千億円まで増加したが、2012年度には4千
億円に戻っている。

埼玉県の県民雇用者報酬の伸び率を、全国と比
較すると、2002年度から2010年度まで、ほとんど
の年で埼玉県が全国を上回ってきたが、近年はそ
の差が縮小し、2011年度には両者が逆転した。
そこで、県民雇用者報酬を、県民雇用者数と一人
当たり県民雇用者報酬に分けてみてみると、全国の
雇用者数は、景気の底だった2002年度の前年比
▲0.8％から2007年度の同＋0.4％まで回復した後、
2009年度には同▲0.7％へ低下した。足元では再
び持ち直しつつあるものの、2011年度でも同▲
0.4％と、依然として前年を下回っている。

と、2006年度を除き、2002年度から2008年度ま
で埼玉県が全国の伸びを上回っていたが、2009年
度以降は、埼玉県と全国がほぼ同じ水準となり、
2011年度には埼玉県が全国を下回った。
すなわち、埼玉県では、団塊の世代の雇用者がリ

タイアするなかでも、県民雇用者の数は全国より高
めに維持されてきたが、一人当たり県民雇用者報酬
は、近年伸びが低下しており、雇用者の中身になん
らかの変化がみられる。

2011年度の一人当たり県民雇用者報酬を都道
府県別にみてみると、圧倒的に高いのが、東京都の
6,385千円で、以下、大阪府の5,291千円、神奈川
県の5,014千円、奈良県の4,817千円、栃木県の
4,769千円、千葉県の4,692千円と続いており、埼
玉県は全国7位の4,650千円となっている。
東京都はもちろんだが、近畿地方で大阪府、中部
地方で愛知県など、各地方の中心的な都道府県の
一人当たり県民雇用者報酬が高く、賃金・俸給の比
較的高い大企業の多さが寄与していると思われる。
なお、東京都の一人当たり県民雇用者報酬が飛
び抜けて高く、雇用者の数も多いことから、全国平
均が引き上げられており、埼玉県を含む41道府県
で、全国平均の4,677千円を下回っている。

①点検・診断等の実施方針 
②維持管理・修繕・更新等の実施方針
③安全確保の実施方針 　
④耐震化の実施方針 
⑤長寿命化の実施方針 　
⑥統合や廃止の推進方針
⑦総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針

●必要改修コストのまとめ（例）

金額が高いほど欄の色が濃い

合計
インフラA
インフラB
インフラC

…円
…円
…円

低
…円
…円
…円

中
…円
…円
…円

高緊急度
…円
…円
…円… … … ……
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はじめに
近年、人口減少下での公共施設を含むインフラ

（以下、インフラと総称する）の老朽化・更新時期の
到来への対応は、地方公共団体にとって大きな政
策課題となっている。本報告は、こうした状況を踏
まえ、地方公共団体に求められるインフラマネジメ
ントを明らかにし、民間活用の可能性とその条件を
示すため、さいたま市行財政改革推進部、公益社
団法人日本ファシリティマネジメント協会（JFMA）
の協力を得て共同研究としてまとめたものである。
文責はすべて筆者にある。

インフラマネジメントの動向
平成24年12月の笹子トンネル天井板落下事故な

どインフラの老朽化が問題となる中、「新しく造るこ
とから賢く使うことへ」の方向転換が示された「経済
財政運営と改革の基本方針～脱デフレ・経済再生
～」（平成25年6月閣議決定）に続き「インフラ長寿
命化基本計画」が平成25年11月末に公表された。
それに基づき作成された「インフラ長寿命化計
画（行動計画）」（平成26年5月国土交通省）では、
道路は5年に１度、ダムは3年に１度など、施設ごと
の定期的な点検と、国や都道府県、市町村が地域
単位で協議会をつくりインフラの維持管理での協
力を求め、データベースの整備や新技術の導入も
促している。
平成26年４月には、総務省から地方公共団体に

「公共施設等総合管理計画の策定」の要請がなさ
れた。総合管理計画は「インフラ長寿命化計画」の
地方公共団体の行動計画にあたる。以下の７つの
方針を明確にして、平成28年度までに策定が求め
られている。

総合管理計画には「地方公共団体の現状や課
題に対する認識と、計画期間における公共施設等
の数や延べ床面積等の公共施設等の数量に関す
る目標の記載」が求められている。ただし、総務省
の要請には、「まずは現段階において把握可能な
公共施設等の状態を整理」し、「策定後も、当該計
画及び個別施設計画に基づく点検・診断等の実施
を通じて不断の見直しを実施」とあり、計画策定後
の充実を前提としている。
また、総合管理計画は、改正都市再生特別措置
法（平成26年8月施行）における市町村が作成する
立地適正化計画において要請される「まちづくりへ
の公的不動産の活用」とも整合が求められている。
さらに、平成26年12月に施行された「まち・ひと・

しごと創生法」に基づく国の５カ年計画の「まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」においても、総務省の主
な施策の「既存ストックのマネジメント強化」の中
に「公共施設等総合管理計画の策定促進等」とし
て位置づけられている。

求められるマネジメント業務
「インフラ長寿命化基本計画」は、「インフラの中
には、建設年度や構造形式等の施設諸元や、劣化
や損傷等の老朽化の進展状況など、維持管理に必
要な情報が不明な施設も多く存在している」、「維持
管理に係る基準やマニュアル等は管理者間でばら

つきが存在するほか、国・地方を通じ職員定数の削
減が進む中、地方公共団体の中には維持管理を担
当する技術職員が不在、若しくは不足している団体
も存在する」と現状を述べている。すなわち、基礎的
な情報の未整備と行政内のノウハウとマンパワーの
不足をインフラマネジメントの課題としている。また、
同計画では、産学官の連携により新技術を開発、メ
ンテナンス産業を育成するとの対応の方向性を示し
ている。それを踏まえ、以下に、専門的な知見を必要
とし、膨大な量の対応が必要となると思われるイン
フラマネジメントの８つの業務を挙げる。
①情報（設計図書・修繕記録など）の整理、保存
「多くの施設では、維持管理・更新等に必要な情
報は、法令等に基づき、台帳として整備・保管する
こととされている。しかしながら、施設によっては、
建設年度が古い等の理由により台帳そのものが存
在しないものや、台帳は存在しているものの記載さ
れている情報が不十分なものもあり、修繕等の実
施に当たって、改めて必要な情報を収集するなど、
多くの手間を要している」（国土交通省インフラ長
寿命化計画（行動計画））、「設計図書のように建
築物には必要不可欠な書類がわずか10年という
期間を経て廃棄されている」（北海道 包括外部監
査の結果に関する報告（概要）平成17年3月）とい
うように国・県レベルでもインフラについての基本
的な情報の不備が指摘されており、情報の整理、
保存とその仕組みの整備が求められる。
建設当初の設計図書だけでなく、修繕記録にも

不備があり、そのコストが不明な場合も多い。これま
での記録の整理とともに、今後の記録を正確に蓄
積して過去の記録と接合する仕組みも必要である。
②調査・点検・診断の実施
①にみられる情報の整理にあたっては、書類上の

整理とともに、実態調査が不可欠である。公共施設
等総合管理計画においても点検・診断等の実施方
針の明記が求められているが、実施にあたり、特に
建築物については確立した手法がない状況である。
JFMAでは、数量、品質、コスト、管理体制の４つの
面から対象を評価するよう評価マニュアル（試行版）

を作成しており、今後とも充実がされる予定である。
③維持管理・改修・更新コストの明確化
光熱費や清掃・警備コストも施設分野、建物・部

屋ごと、時期・時間ごとなどきめ細かく把握すること
が望まれる。さらに点検・診断から、概算でも必要な
改修部分とそのコストを明確化しておくことが必要
である。改修の緊急性とコストを明確化することに
よって、インフラや施設ごとの改修の優先順位が比
較できるようになる。

また、改修か更新かの判断も求められるため、更
新コストも一定程度把握しておくことが望まれる。
④利用状況と運営コストの明確化
インフラの利用についても、年間の総数だけでな

く、施設分野別、建物・部屋別、事業別、時期・時間
別に、利用者の年齢・性別・住所などの属性の把握
が望まれる。個人情報保護の観点からどこまで把
握・公表するかの慎重な判断が必要だが、有効な
インフラ活用のためにはきめ細かな把握が求めら
れる。また、利用に対応するインフラの運営コストの
把握も必要である。
⑤長期修繕計画の策定、公共施設等総合管理計
画の改訂
民間の分譲マンションで当然のように作成してい

る長期の修繕計画を、策定しているインフラは少な
い。埼玉県でも「中長期修繕計画を策定している施
設は橋長15ｍ以上の橋梁、排水機場、上水道、大
型公共施設10施設及び公共・県営住宅のみであり、
他のインフラ施設や建物等施設については策定さ
れていない」（埼玉県　平成22年度 包括外部監査
結果（概要））という状況であり、市町村レベルで個
別インフラについての長期修繕計画の策定の範囲
と内容充実が求められる。インフラの適正配置、統
廃合までを視野に入れれば、①～④の実施が前提で
あるが、同時に計画を策定する施設を増やし、既に

策定されている計画の精度を向上させていくことが
現実的であろう。また、公共施設等総合管理計画も
①～④及び個別インフラの長期修繕計画の策定の
進捗に応じて見直すことが必要である。
⑥地方公会計との連動
平成27年１月23日に「統一的な基準による地方

公会計の整備促進について」の中で、「統一的な
基準による地方公会計マニュアル」が総務省から
公表され、それを参考に統一的な基準による財務
書類等を、原則として平成27～29年度の3年間で
全ての地方公共団体において作成するよう要請が
なされた。「公共施設等の老朽化対策にも活用可
能である固定資産台帳が未整備である地方公共
団体においては、早期に同台帳を整備すること」も
要請されている。インフラマネジメントをこの地方
公会計の改革と連動させることも必要である。
⑦職員の教育、市民・議会・民間企業への情報提供
「新しく造ることから賢く使うことへ」の転換は、
これまでの行政の方向を大きく変えるものであり、
計画策定、会計方法や業務内容も変わってくる。制
度や組織の大きな転換とともにデータの継続的な
収集・記録などの地道な作業も必要となる。それに
対応する職員の教育が求められるが、同時に市民、
議会の理解が不可欠となる。特に施設の利用方法
や配置変更、統廃合にあたっては、確固とした方針
とともに実証的なデータに基づいた説明が強く求
められる。また、インフラの状況を「見える化」する
ために3D画像や動画の利用も望まれる。　　　
さらに、今後、広く民間の提案や事業への参加を
募るためには民間企業への情報提供が必要となる。
コスト削減提案を募るにも、施設や業務の現状とコ
ストが明らかでなければ、民間企業は改善の提案
ができない。また、民間企業を活用することにより
得られる改善の程度を市民や議会に説明するため
にも、現状の公共サービスの水準やコストを明らか
にしておくことが求められる。
⑧評価の共通化、システムの自治体間での相互利用
インフラの効率的な維持、利用には、その達成を
評価する必要がある。評価とは比較であるといわれ

利用できる。建物や設備の全体像を把握しやすく、
住民説明や民間企業の提案公募などの資料とし
ても活用が可能である。デジタルデータをインター
ネット上で保管すれば、保管スペースの節約ができ
るとともに、災害時にも失われることはなく、国や関
係機関が利用でき救援・復旧のためにも役立つ。
2000年に入ってから地方自治体でも公共事業の

電子化（CALS/EC）が推進され、建設部門の情報
化として発注のデジタル化、設計図の電子納品など
が行われてきたが、既存のインフラの維持管理につ
いては紙ベースで行われている部分が多いと思わ
れる。実物から３Dデータ化する技術も進んでおり、
既存インフラに対する活用の取り組みが求められる。
・GIS（地理情報システム）の活用
既にカーナビなどでGISの利用は一般的である

が、施設利用者のアクセスの改善、再配置や統廃
合の最適化のためにも利用できる。現在では距離
とともに土地の高低差などもスマートフォン利用で
簡単に測定でき、市民と行政が同じ目線で施設ア
クセスを「見える化」し、その改善などの取り組み
に活用が望まれる。
・POS・小額決済機能の利用者把握への活用
民間では、顧客の属性と買物を集計するPOS

（Point Of Sales）レジがコンビニやスーパーで広
く普及し、データは商品の品ぞろえや陳列に活用さ
れ、来客数カウンターと連動させる取り組みも進ん
でいる。スマートフォンアプリでの低コストのPOSシ
ステムも開発されており、これらを公共施設利用に
応用することも考えられる。また、公共施設の有料
化などの取り組みにおいて料金徴収等の手間・人
員配置などが課題となっているが、電子マネーのよ
うな小額決済機能を合わせて導入することも有効
と考えられる。ただし、その際にも個人情報保護の
要請とバランスをとる必要がある。

民間活用の条件
現在の行政には、インフラ情報の把握に関する

専門ノウハウ・人材・資金ともに不足している状況
であり、それらはむしろ民間に存在する。今後両者

をつなぐ取り組みが必要と考える。
行政として、まず取り組むべき事項は、インフラに

かかわる現状とサービス要求水準・コストの明確化
であろう。そして、それをどのように進めたいのかと
いう方針や要求を明確化する必要がある。
次に、その事業に民間の参入があるか否か、また、

可能かを確認することが求められる。
行政側からは、公共サービスの向上と行政支出

の削減、民間からはビジネスチャンスとなる事業の
枠組みを、行政と民間事業者が対等な立場で、透
明性を確保しながらつくりあげる場が必要となる。
そのような先進的な取り組み事例として、さいたま
市の提案型公共サービス公民連携制度やさいた
ま公民連携コミュニティが挙げられる。

民間においてもインフラマネジメントを新たな成
長市場としたい意欲は高い。PFIと同様にインフラ
マネジメントの特別目的会社を組成することによっ
て、資金調達、多数の専門会社によるインフラの維
持管理、改修、更新など長期にわたる事業を行い、
公共サービスの向上と行政支出の削減を実現しつ
つ収益も確保するというスキームも民間の研究会
などで検討されている。しかし、現状では大多数の
地方公共団体のインフラの状況や窓口が不明確
なため、実現に踏み出せない状況にあり、これを解
決することが民間活用の条件となる。

まとめ
地方公共団体には公共施設等総合管理計画策

定後を展望した取り組みとして、よりきめ細かなイ
ンフラの実態とコストの把握、実現したいサービス
とその水準の明確化が求められる。そして技術革
新を活用するためにも民間事業者と連携した事業
構築の場づくりが不可欠となる。

るように、これまでのサービス水準やコストがどれだ
け改善したかの時系列な比較とともに、団体間での
比較が求められる。また、民間との比較も必要とな
ろう。コストについてのベンチマーク（水準を示す指
標）はJFMAなどの機関が公表しているが、人口密
度や分布、地形や気候の差異もあるので、同様な
環境にある市町村間の比較をできるよう、県や国が
主導的にデータ整備や協議会づくりに取り組むこと
が望まれる。その際には、データの条件を同一とし、
システムも共通化することが効率的だろう。

ITを中心とする新技術の活用の可能性
地方公共団体には、財政がきわめて厳しい中、

低コストで、かつ、公平性と個人情報保護の要求を
満たしつつ①～⑧を実施することが求められる。IT
の活用は長年提唱されてきたが、近年、インター
ネット・スマートフォン等に関連する技術を中心とし
て低コストで大量の画像を含むデータを扱える技
術革新が一層進んでおり、その成果をインフラ管
理に応用することが期待される。以下、例をあげる。
・画像診断システムとドローンの活用
平成26年末に構造物内部の劣化状態を映像か

ら推定する技術が公表されたが、ここ数年、ジャイ
ロセンサー技術の革新により劇的に低コスト化した
ドローン（無人飛行機）のカメラと組み合わせてイ
ンフラの劣化診断を行うことが考えられる。目視に
よる点検の困難な高い建物の壁面や、メンテナン
スのための設備が不十分な既存建物の屋上や屋
根の診断には大きな効果が得られるだろう。
ドローンについては、アメリカでも利用のための
法制度を検討中であり、商用利用について早期の
安全な利用基準の確立が求められる。
・BIM(Building Information Modeling)の活用
BIMとは、３次元の建物のデジタル情報モデル

であり、民間で急速に普及しつつある。国土交通省
でも、平成26年３月にガイドラインを定め官庁営繕
事業（設計業務及び工事）に適用している。BIMは、
設計・建築時だけでなく、改修や維持管理の必要
資材・作業コスト等の算出、時系列な記録などにも

これに対し、埼玉県の雇用者数は、2002年度の
前年比＋0.1％以降、2011年度の同＋0.0％まで、
大きな変動がなく、ほぼ横ばい水準で推移してきた。
足元では、ごく緩やかに伸びが鈍化しているものの、
雇用者数は、埼玉県の県民雇用者報酬の変動にほ
とんど影響を及ぼしていない。
一方、一人当たり県民雇用者報酬の推移をみる

県民雇用者報酬は、雇用者が働いた場所により、
県内で働いた県内雇用者報酬と、県外からの雇用
者報酬の純受取（県外で働いて得た雇用者報酬―
県外へ支払った雇用者報酬）に分けられる。
2012年度の埼玉県の一人当たり県民雇用者報
酬が、4,674千円であるのに対して、一人当たり県
内雇用者報酬は、4,236千円にとどまっている。
これは、埼玉県の県民雇用者報酬には、賃金水
準の高い東京都内で働く、いわゆる埼玉都民が受
け取った雇用者報酬が含まれ、一人当たり県民雇用
者報酬が引き上げられているためだ。
しかし、埼玉県外で就業する15歳以上人口の推
移をみると、1990年に99.8万人いた県外就業者
のうち、東京都で勤務する、いわゆる埼玉都民は
93.0万人を占めていたが、1995年に100.0万人ま
で増加した後は徐々に減少し、2000年に94.6万人、
2005年に89.6万人、2010年には84.1万人となっ
た（注）。この間、その他の道府県における就業者数
は、1990年の6.8万人から2010年の10.2万人に
増加している。

こうした結果、県外から受け取る埼玉県の雇用者
報酬の額も、2002年度には6.2兆円だったが、
2012年度には5.6兆円まで減少してきた。

埼玉県の雇用者は、団塊の世代の埼玉都民がリ
タイアするなかでも、県内の労働力によってカバー
され、その数は、ほぼ横ばい水準で維持されてきた。
しかし、中小企業比率が高いこともあって、県内で
新たに雇用される人は、都内に比べ総じて賃金水
準が低く抑えられている。これが埼玉県の一人当た
り県民雇用者報酬の減少の一因と考えられる。
また、近年は全国的に非正規雇用者の比率が高
まっているが、埼玉県は、全国と比べても、その比率
が高めに推移してきた。非正規雇用者の賃金水準
は、正規雇用者に比べて低いことから、これも埼玉
県の一人当たり雇用者報酬の水準を引き下げる方
向に働いている。これらをごく単純化すると、埼玉都
民から県内非正規雇用者への代替という流れが生
じていたとみることもできよう。
埼玉都民は、埼玉県経済を特徴づける存在の一

つであり、その動向は、県経済に様々な影響をもた
らしてきた。しかし、足元では、都内・埼玉県ともに、
雇用情勢は改善傾向にあり、今後、企業の正規雇
用者採用の姿勢が強まるようだと、埼玉都民の動き
にも、変化が生じる可能性がある。
県民雇用者報酬の今後を考えるにあたっては、こ

れまで以上に、埼玉都民の動向に注目していく必要
があるだろう。 （井上博夫）

埼玉県の個人消費（＝民間最終消費支出）は、
「県内総生産（支出側）」に占める割合が最も高く、
県経済の動向を考える際には、外せない項目の一
つである。この個人消費は、消費税率引き上げのよ
うな制度変更や、株価の上下に伴う金融資産の増
減にも影響されるが、ベースになっているのは県民
雇用者報酬の動きである。
そこで、以下では、個人消費を考える一助とする

ため、埼玉県の県民雇用者報酬の動向について、
概観してみたい。

国の経済成長率は、本来、新たに生み出された
付加価値の合計である国内総生産（＝ＧＤＰ）の伸
び率であらわされるが、一般に経済成長率を説明
する場合には、支出された金額の合計である国内
総生産（支出側）の伸び率を使うことが多い。
これは、生産側の統計がまとまるまでには、ある程
度の時間がかかるのに対し、支出側の統計の発表
は比較的早く、利用しやすいことなどが影響してい
る。当財団が埼玉県の経済見通しを発表する場合
も、県内総生産（支出側）の伸び率を、経済成長率
として推計している。

県内総生産（支出側）は、個人消費、住宅投資、
設備投資、政府消費、公共投資などを合計したもの
だが、2012年度の埼玉県の名目県内総生産（支出
側）20.4兆円のうち、個人消費が16.9兆円を占め
ているように、その割合は最も高く、かつ安定的に
推移している。このため、県経済の動向を考える際
には、外せない項目の一つになっている。

そもそも、個人消費は、個人が食品や服、乗用車
といったモノや、旅行、美容などのサービスに支払っ
た金額を合計したものであり、例えば、人々が財布
のひもを締めていくと、景気にはマイナスに働くこと
になる。ちなみに、個人が購入する住宅に関しては、
金額が特に大きいことなどから、個人消費には含め
ず、住宅投資として別に集計される。
個人がモノやサービスを購入するためには、お金

が必要である。元々、多額の資産を有している人な
ど例外もあるが、多くの場合、人は収入に見合った
額の支出をしていると考えられる。政府が、企業に
賃上げを促すのも、個人の収入を安定的に底上げ
していくことが、デフレから脱し、わが国経済を成長
させるために必要と判断しているからだろう。　
埼玉県における名目個人消費と、サラリーマンの
給料・ボーナスなどを合計した県民雇用者報酬との

関係をみると、その伸び率は、概ね似通った推移を
示していることがわかる。

埼玉県の家計部門の収入である、2012年度の
受取は、23.2兆円となっているが、このうち県民雇
用者報酬は14.8兆円にのぼる。
この県民雇用者報酬のうち、最も多いのが、サラ

リーマンの給料・ボーナスなどにあたる「賃金・俸
給」12.9兆円で、この他、健康保険や厚生年金・適
格退職年金などに対する雇主の負担金である「雇
主の現実社会負担」が1.5兆円、退職一時金などの
「雇主の帰属社会負担」は4千億円となっている。
近年の推移をみると、2001年度に15.1兆円だっ

た埼玉県の県民雇用者報酬は、2002年度から景
気が緩やかに回復するなかでも、ほぼ横ばい水準で
推移していたが、2007年度の15.3兆円を経て、
2008年度には15.5兆円まで増加した。しかし、リー

マン・ショックに伴う景気の急激な悪化を受けて、県
民雇用者報酬は減少に転じ、2012年度には14.8
兆円となっている。
この県民雇用者報酬を内訳別にみると、2001年
度に13.4兆円だった「賃金・俸給」は、2008年度に
13.6兆円まで増加した後、2012年度の12.9兆円
まで減少したが、この間、「雇主の現実社会負担」は、
保険料率の引き上げなどを受けて、2001年度の
1.3兆円から2012年度の1.5兆円まで増加した。
2001年度に4千億円だった「雇主の帰属社会負
担」は、退職者の増加などを受けて、2008・2009
年度に5千億円まで増加したが、2012年度には4千
億円に戻っている。

埼玉県の県民雇用者報酬の伸び率を、全国と比
較すると、2002年度から2010年度まで、ほとんど
の年で埼玉県が全国を上回ってきたが、近年はそ
の差が縮小し、2011年度には両者が逆転した。
そこで、県民雇用者報酬を、県民雇用者数と一人
当たり県民雇用者報酬に分けてみてみると、全国の
雇用者数は、景気の底だった2002年度の前年比
▲0.8％から2007年度の同＋0.4％まで回復した後、
2009年度には同▲0.7％へ低下した。足元では再
び持ち直しつつあるものの、2011年度でも同▲
0.4％と、依然として前年を下回っている。

と、2006年度を除き、2002年度から2008年度ま
で埼玉県が全国の伸びを上回っていたが、2009年
度以降は、埼玉県と全国がほぼ同じ水準となり、
2011年度には埼玉県が全国を下回った。
すなわち、埼玉県では、団塊の世代の雇用者がリ

タイアするなかでも、県民雇用者の数は全国より高
めに維持されてきたが、一人当たり県民雇用者報酬
は、近年伸びが低下しており、雇用者の中身になん
らかの変化がみられる。

2011年度の一人当たり県民雇用者報酬を都道
府県別にみてみると、圧倒的に高いのが、東京都の
6,385千円で、以下、大阪府の5,291千円、神奈川
県の5,014千円、奈良県の4,817千円、栃木県の
4,769千円、千葉県の4,692千円と続いており、埼
玉県は全国7位の4,650千円となっている。
東京都はもちろんだが、近畿地方で大阪府、中部
地方で愛知県など、各地方の中心的な都道府県の
一人当たり県民雇用者報酬が高く、賃金・俸給の比
較的高い大企業の多さが寄与していると思われる。
なお、東京都の一人当たり県民雇用者報酬が飛
び抜けて高く、雇用者の数も多いことから、全国平
均が引き上げられており、埼玉県を含む41道府県
で、全国平均の4,677千円を下回っている。

●構築すべき事業領域
公共サービスの向上

行政の支出削減 民間の収益機会

3つの条件を同時に
満たす部分
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はじめに
近年、人口減少下での公共施設を含むインフラ

（以下、インフラと総称する）の老朽化・更新時期の
到来への対応は、地方公共団体にとって大きな政
策課題となっている。本報告は、こうした状況を踏
まえ、地方公共団体に求められるインフラマネジメ
ントを明らかにし、民間活用の可能性とその条件を
示すため、さいたま市行財政改革推進部、公益社
団法人日本ファシリティマネジメント協会（JFMA）
の協力を得て共同研究としてまとめたものである。
文責はすべて筆者にある。

インフラマネジメントの動向
平成24年12月の笹子トンネル天井板落下事故な

どインフラの老朽化が問題となる中、「新しく造るこ
とから賢く使うことへ」の方向転換が示された「経済
財政運営と改革の基本方針～脱デフレ・経済再生
～」（平成25年6月閣議決定）に続き「インフラ長寿
命化基本計画」が平成25年11月末に公表された。
それに基づき作成された「インフラ長寿命化計
画（行動計画）」（平成26年5月国土交通省）では、
道路は5年に１度、ダムは3年に１度など、施設ごと
の定期的な点検と、国や都道府県、市町村が地域
単位で協議会をつくりインフラの維持管理での協
力を求め、データベースの整備や新技術の導入も
促している。
平成26年４月には、総務省から地方公共団体に

「公共施設等総合管理計画の策定」の要請がなさ
れた。総合管理計画は「インフラ長寿命化計画」の
地方公共団体の行動計画にあたる。以下の７つの
方針を明確にして、平成28年度までに策定が求め
られている。

総合管理計画には「地方公共団体の現状や課
題に対する認識と、計画期間における公共施設等
の数や延べ床面積等の公共施設等の数量に関す
る目標の記載」が求められている。ただし、総務省
の要請には、「まずは現段階において把握可能な
公共施設等の状態を整理」し、「策定後も、当該計
画及び個別施設計画に基づく点検・診断等の実施
を通じて不断の見直しを実施」とあり、計画策定後
の充実を前提としている。
また、総合管理計画は、改正都市再生特別措置
法（平成26年8月施行）における市町村が作成する
立地適正化計画において要請される「まちづくりへ
の公的不動産の活用」とも整合が求められている。
さらに、平成26年12月に施行された「まち・ひと・

しごと創生法」に基づく国の５カ年計画の「まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」においても、総務省の主
な施策の「既存ストックのマネジメント強化」の中
に「公共施設等総合管理計画の策定促進等」とし
て位置づけられている。

求められるマネジメント業務
「インフラ長寿命化基本計画」は、「インフラの中
には、建設年度や構造形式等の施設諸元や、劣化
や損傷等の老朽化の進展状況など、維持管理に必
要な情報が不明な施設も多く存在している」、「維持
管理に係る基準やマニュアル等は管理者間でばら

つきが存在するほか、国・地方を通じ職員定数の削
減が進む中、地方公共団体の中には維持管理を担
当する技術職員が不在、若しくは不足している団体
も存在する」と現状を述べている。すなわち、基礎的
な情報の未整備と行政内のノウハウとマンパワーの
不足をインフラマネジメントの課題としている。また、
同計画では、産学官の連携により新技術を開発、メ
ンテナンス産業を育成するとの対応の方向性を示し
ている。それを踏まえ、以下に、専門的な知見を必要
とし、膨大な量の対応が必要となると思われるイン
フラマネジメントの８つの業務を挙げる。
①情報（設計図書・修繕記録など）の整理、保存
「多くの施設では、維持管理・更新等に必要な情
報は、法令等に基づき、台帳として整備・保管する
こととされている。しかしながら、施設によっては、
建設年度が古い等の理由により台帳そのものが存
在しないものや、台帳は存在しているものの記載さ
れている情報が不十分なものもあり、修繕等の実
施に当たって、改めて必要な情報を収集するなど、
多くの手間を要している」（国土交通省インフラ長
寿命化計画（行動計画））、「設計図書のように建
築物には必要不可欠な書類がわずか10年という
期間を経て廃棄されている」（北海道 包括外部監
査の結果に関する報告（概要）平成17年3月）とい
うように国・県レベルでもインフラについての基本
的な情報の不備が指摘されており、情報の整理、
保存とその仕組みの整備が求められる。
建設当初の設計図書だけでなく、修繕記録にも

不備があり、そのコストが不明な場合も多い。これま
での記録の整理とともに、今後の記録を正確に蓄
積して過去の記録と接合する仕組みも必要である。
②調査・点検・診断の実施
①にみられる情報の整理にあたっては、書類上の

整理とともに、実態調査が不可欠である。公共施設
等総合管理計画においても点検・診断等の実施方
針の明記が求められているが、実施にあたり、特に
建築物については確立した手法がない状況である。
JFMAでは、数量、品質、コスト、管理体制の４つの
面から対象を評価するよう評価マニュアル（試行版）

を作成しており、今後とも充実がされる予定である。
③維持管理・改修・更新コストの明確化
光熱費や清掃・警備コストも施設分野、建物・部
屋ごと、時期・時間ごとなどきめ細かく把握すること
が望まれる。さらに点検・診断から、概算でも必要な
改修部分とそのコストを明確化しておくことが必要
である。改修の緊急性とコストを明確化することに
よって、インフラや施設ごとの改修の優先順位が比
較できるようになる。

また、改修か更新かの判断も求められるため、更
新コストも一定程度把握しておくことが望まれる。
④利用状況と運営コストの明確化
インフラの利用についても、年間の総数だけでな

く、施設分野別、建物・部屋別、事業別、時期・時間
別に、利用者の年齢・性別・住所などの属性の把握
が望まれる。個人情報保護の観点からどこまで把
握・公表するかの慎重な判断が必要だが、有効な
インフラ活用のためにはきめ細かな把握が求めら
れる。また、利用に対応するインフラの運営コストの
把握も必要である。
⑤長期修繕計画の策定、公共施設等総合管理計
画の改訂
民間の分譲マンションで当然のように作成してい

る長期の修繕計画を、策定しているインフラは少な
い。埼玉県でも「中長期修繕計画を策定している施
設は橋長15ｍ以上の橋梁、排水機場、上水道、大
型公共施設10施設及び公共・県営住宅のみであり、
他のインフラ施設や建物等施設については策定さ
れていない」（埼玉県　平成22年度 包括外部監査
結果（概要））という状況であり、市町村レベルで個
別インフラについての長期修繕計画の策定の範囲
と内容充実が求められる。インフラの適正配置、統
廃合までを視野に入れれば、①～④の実施が前提で
あるが、同時に計画を策定する施設を増やし、既に

策定されている計画の精度を向上させていくことが
現実的であろう。また、公共施設等総合管理計画も
①～④及び個別インフラの長期修繕計画の策定の
進捗に応じて見直すことが必要である。
⑥地方公会計との連動
平成27年１月23日に「統一的な基準による地方

公会計の整備促進について」の中で、「統一的な
基準による地方公会計マニュアル」が総務省から
公表され、それを参考に統一的な基準による財務
書類等を、原則として平成27～29年度の3年間で
全ての地方公共団体において作成するよう要請が
なされた。「公共施設等の老朽化対策にも活用可
能である固定資産台帳が未整備である地方公共
団体においては、早期に同台帳を整備すること」も
要請されている。インフラマネジメントをこの地方
公会計の改革と連動させることも必要である。
⑦職員の教育、市民・議会・民間企業への情報提供
「新しく造ることから賢く使うことへ」の転換は、
これまでの行政の方向を大きく変えるものであり、
計画策定、会計方法や業務内容も変わってくる。制
度や組織の大きな転換とともにデータの継続的な
収集・記録などの地道な作業も必要となる。それに
対応する職員の教育が求められるが、同時に市民、
議会の理解が不可欠となる。特に施設の利用方法
や配置変更、統廃合にあたっては、確固とした方針
とともに実証的なデータに基づいた説明が強く求
められる。また、インフラの状況を「見える化」する
ために3D画像や動画の利用も望まれる。　　　
さらに、今後、広く民間の提案や事業への参加を
募るためには民間企業への情報提供が必要となる。
コスト削減提案を募るにも、施設や業務の現状とコ
ストが明らかでなければ、民間企業は改善の提案
ができない。また、民間企業を活用することにより
得られる改善の程度を市民や議会に説明するため
にも、現状の公共サービスの水準やコストを明らか
にしておくことが求められる。
⑧評価の共通化、システムの自治体間での相互利用
インフラの効率的な維持、利用には、その達成を
評価する必要がある。評価とは比較であるといわれ

利用できる。建物や設備の全体像を把握しやすく、
住民説明や民間企業の提案公募などの資料とし
ても活用が可能である。デジタルデータをインター
ネット上で保管すれば、保管スペースの節約ができ
るとともに、災害時にも失われることはなく、国や関
係機関が利用でき救援・復旧のためにも役立つ。
2000年に入ってから地方自治体でも公共事業の

電子化（CALS/EC）が推進され、建設部門の情報
化として発注のデジタル化、設計図の電子納品など
が行われてきたが、既存のインフラの維持管理につ
いては紙ベースで行われている部分が多いと思わ
れる。実物から３Dデータ化する技術も進んでおり、
既存インフラに対する活用の取り組みが求められる。
・GIS（地理情報システム）の活用
既にカーナビなどでGISの利用は一般的である

が、施設利用者のアクセスの改善、再配置や統廃
合の最適化のためにも利用できる。現在では距離
とともに土地の高低差などもスマートフォン利用で
簡単に測定でき、市民と行政が同じ目線で施設ア
クセスを「見える化」し、その改善などの取り組み
に活用が望まれる。
・POS・小額決済機能の利用者把握への活用
民間では、顧客の属性と買物を集計するPOS

（Point Of Sales）レジがコンビニやスーパーで広
く普及し、データは商品の品ぞろえや陳列に活用さ
れ、来客数カウンターと連動させる取り組みも進ん
でいる。スマートフォンアプリでの低コストのPOSシ
ステムも開発されており、これらを公共施設利用に
応用することも考えられる。また、公共施設の有料
化などの取り組みにおいて料金徴収等の手間・人
員配置などが課題となっているが、電子マネーのよ
うな小額決済機能を合わせて導入することも有効
と考えられる。ただし、その際にも個人情報保護の
要請とバランスをとる必要がある。

民間活用の条件
現在の行政には、インフラ情報の把握に関する

専門ノウハウ・人材・資金ともに不足している状況
であり、それらはむしろ民間に存在する。今後両者

をつなぐ取り組みが必要と考える。
行政として、まず取り組むべき事項は、インフラに

かかわる現状とサービス要求水準・コストの明確化
であろう。そして、それをどのように進めたいのかと
いう方針や要求を明確化する必要がある。
次に、その事業に民間の参入があるか否か、また、

可能かを確認することが求められる。
行政側からは、公共サービスの向上と行政支出

の削減、民間からはビジネスチャンスとなる事業の
枠組みを、行政と民間事業者が対等な立場で、透
明性を確保しながらつくりあげる場が必要となる。
そのような先進的な取り組み事例として、さいたま
市の提案型公共サービス公民連携制度やさいた
ま公民連携コミュニティが挙げられる。

民間においてもインフラマネジメントを新たな成
長市場としたい意欲は高い。PFIと同様にインフラ
マネジメントの特別目的会社を組成することによっ
て、資金調達、多数の専門会社によるインフラの維
持管理、改修、更新など長期にわたる事業を行い、
公共サービスの向上と行政支出の削減を実現しつ
つ収益も確保するというスキームも民間の研究会
などで検討されている。しかし、現状では大多数の
地方公共団体のインフラの状況や窓口が不明確
なため、実現に踏み出せない状況にあり、これを解
決することが民間活用の条件となる。

まとめ
地方公共団体には公共施設等総合管理計画策

定後を展望した取り組みとして、よりきめ細かなイ
ンフラの実態とコストの把握、実現したいサービス
とその水準の明確化が求められる。そして技術革
新を活用するためにも民間事業者と連携した事業
構築の場づくりが不可欠となる。

るように、これまでのサービス水準やコストがどれだ
け改善したかの時系列な比較とともに、団体間での
比較が求められる。また、民間との比較も必要とな
ろう。コストについてのベンチマーク（水準を示す指
標）はJFMAなどの機関が公表しているが、人口密
度や分布、地形や気候の差異もあるので、同様な
環境にある市町村間の比較をできるよう、県や国が
主導的にデータ整備や協議会づくりに取り組むこと
が望まれる。その際には、データの条件を同一とし、
システムも共通化することが効率的だろう。

ITを中心とする新技術の活用の可能性
地方公共団体には、財政がきわめて厳しい中、

低コストで、かつ、公平性と個人情報保護の要求を
満たしつつ①～⑧を実施することが求められる。IT
の活用は長年提唱されてきたが、近年、インター
ネット・スマートフォン等に関連する技術を中心とし
て低コストで大量の画像を含むデータを扱える技
術革新が一層進んでおり、その成果をインフラ管
理に応用することが期待される。以下、例をあげる。
・画像診断システムとドローンの活用
平成26年末に構造物内部の劣化状態を映像か

ら推定する技術が公表されたが、ここ数年、ジャイ
ロセンサー技術の革新により劇的に低コスト化した
ドローン（無人飛行機）のカメラと組み合わせてイ
ンフラの劣化診断を行うことが考えられる。目視に
よる点検の困難な高い建物の壁面や、メンテナン
スのための設備が不十分な既存建物の屋上や屋
根の診断には大きな効果が得られるだろう。
ドローンについては、アメリカでも利用のための
法制度を検討中であり、商用利用について早期の
安全な利用基準の確立が求められる。
・BIM(Building Information Modeling)の活用
BIMとは、３次元の建物のデジタル情報モデル

であり、民間で急速に普及しつつある。国土交通省
でも、平成26年３月にガイドラインを定め官庁営繕
事業（設計業務及び工事）に適用している。BIMは、
設計・建築時だけでなく、改修や維持管理の必要
資材・作業コスト等の算出、時系列な記録などにも

これに対し、埼玉県の雇用者数は、2002年度の
前年比＋0.1％以降、2011年度の同＋0.0％まで、
大きな変動がなく、ほぼ横ばい水準で推移してきた。
足元では、ごく緩やかに伸びが鈍化しているものの、
雇用者数は、埼玉県の県民雇用者報酬の変動にほ
とんど影響を及ぼしていない。
一方、一人当たり県民雇用者報酬の推移をみる

県民雇用者報酬は、雇用者が働いた場所により、
県内で働いた県内雇用者報酬と、県外からの雇用
者報酬の純受取（県外で働いて得た雇用者報酬―
県外へ支払った雇用者報酬）に分けられる。
2012年度の埼玉県の一人当たり県民雇用者報
酬が、4,674千円であるのに対して、一人当たり県
内雇用者報酬は、4,236千円にとどまっている。
これは、埼玉県の県民雇用者報酬には、賃金水
準の高い東京都内で働く、いわゆる埼玉都民が受
け取った雇用者報酬が含まれ、一人当たり県民雇用
者報酬が引き上げられているためだ。
しかし、埼玉県外で就業する15歳以上人口の推
移をみると、1990年に99.8万人いた県外就業者
のうち、東京都で勤務する、いわゆる埼玉都民は
93.0万人を占めていたが、1995年に100.0万人ま
で増加した後は徐々に減少し、2000年に94.6万人、
2005年に89.6万人、2010年には84.1万人となっ
た（注）。この間、その他の道府県における就業者数
は、1990年の6.8万人から2010年の10.2万人に
増加している。

こうした結果、県外から受け取る埼玉県の雇用者
報酬の額も、2002年度には6.2兆円だったが、
2012年度には5.6兆円まで減少してきた。

埼玉県の雇用者は、団塊の世代の埼玉都民がリ
タイアするなかでも、県内の労働力によってカバー
され、その数は、ほぼ横ばい水準で維持されてきた。
しかし、中小企業比率が高いこともあって、県内で
新たに雇用される人は、都内に比べ総じて賃金水
準が低く抑えられている。これが埼玉県の一人当た
り県民雇用者報酬の減少の一因と考えられる。
また、近年は全国的に非正規雇用者の比率が高
まっているが、埼玉県は、全国と比べても、その比率
が高めに推移してきた。非正規雇用者の賃金水準
は、正規雇用者に比べて低いことから、これも埼玉
県の一人当たり雇用者報酬の水準を引き下げる方
向に働いている。これらをごく単純化すると、埼玉都
民から県内非正規雇用者への代替という流れが生
じていたとみることもできよう。
埼玉都民は、埼玉県経済を特徴づける存在の一

つであり、その動向は、県経済に様々な影響をもた
らしてきた。しかし、足元では、都内・埼玉県ともに、
雇用情勢は改善傾向にあり、今後、企業の正規雇
用者採用の姿勢が強まるようだと、埼玉都民の動き
にも、変化が生じる可能性がある。
県民雇用者報酬の今後を考えるにあたっては、こ

れまで以上に、埼玉都民の動向に注目していく必要
があるだろう。 （井上博夫）

埼玉県の個人消費（＝民間最終消費支出）は、
「県内総生産（支出側）」に占める割合が最も高く、
県経済の動向を考える際には、外せない項目の一
つである。この個人消費は、消費税率引き上げのよ
うな制度変更や、株価の上下に伴う金融資産の増
減にも影響されるが、ベースになっているのは県民
雇用者報酬の動きである。
そこで、以下では、個人消費を考える一助とする

ため、埼玉県の県民雇用者報酬の動向について、
概観してみたい。

国の経済成長率は、本来、新たに生み出された
付加価値の合計である国内総生産（＝ＧＤＰ）の伸
び率であらわされるが、一般に経済成長率を説明
する場合には、支出された金額の合計である国内
総生産（支出側）の伸び率を使うことが多い。
これは、生産側の統計がまとまるまでには、ある程
度の時間がかかるのに対し、支出側の統計の発表
は比較的早く、利用しやすいことなどが影響してい
る。当財団が埼玉県の経済見通しを発表する場合
も、県内総生産（支出側）の伸び率を、経済成長率
として推計している。

県内総生産（支出側）は、個人消費、住宅投資、
設備投資、政府消費、公共投資などを合計したもの
だが、2012年度の埼玉県の名目県内総生産（支出
側）20.4兆円のうち、個人消費が16.9兆円を占め
ているように、その割合は最も高く、かつ安定的に
推移している。このため、県経済の動向を考える際
には、外せない項目の一つになっている。

そもそも、個人消費は、個人が食品や服、乗用車
といったモノや、旅行、美容などのサービスに支払っ
た金額を合計したものであり、例えば、人々が財布
のひもを締めていくと、景気にはマイナスに働くこと
になる。ちなみに、個人が購入する住宅に関しては、
金額が特に大きいことなどから、個人消費には含め
ず、住宅投資として別に集計される。
個人がモノやサービスを購入するためには、お金

が必要である。元々、多額の資産を有している人な
ど例外もあるが、多くの場合、人は収入に見合った
額の支出をしていると考えられる。政府が、企業に
賃上げを促すのも、個人の収入を安定的に底上げ
していくことが、デフレから脱し、わが国経済を成長
させるために必要と判断しているからだろう。　
埼玉県における名目個人消費と、サラリーマンの
給料・ボーナスなどを合計した県民雇用者報酬との

関係をみると、その伸び率は、概ね似通った推移を
示していることがわかる。

埼玉県の家計部門の収入である、2012年度の
受取は、23.2兆円となっているが、このうち県民雇
用者報酬は14.8兆円にのぼる。
この県民雇用者報酬のうち、最も多いのが、サラ

リーマンの給料・ボーナスなどにあたる「賃金・俸
給」12.9兆円で、この他、健康保険や厚生年金・適
格退職年金などに対する雇主の負担金である「雇
主の現実社会負担」が1.5兆円、退職一時金などの
「雇主の帰属社会負担」は4千億円となっている。
近年の推移をみると、2001年度に15.1兆円だっ

た埼玉県の県民雇用者報酬は、2002年度から景
気が緩やかに回復するなかでも、ほぼ横ばい水準で
推移していたが、2007年度の15.3兆円を経て、
2008年度には15.5兆円まで増加した。しかし、リー

マン・ショックに伴う景気の急激な悪化を受けて、県
民雇用者報酬は減少に転じ、2012年度には14.8
兆円となっている。
この県民雇用者報酬を内訳別にみると、2001年
度に13.4兆円だった「賃金・俸給」は、2008年度に
13.6兆円まで増加した後、2012年度の12.9兆円
まで減少したが、この間、「雇主の現実社会負担」は、
保険料率の引き上げなどを受けて、2001年度の
1.3兆円から2012年度の1.5兆円まで増加した。
2001年度に4千億円だった「雇主の帰属社会負
担」は、退職者の増加などを受けて、2008・2009
年度に5千億円まで増加したが、2012年度には4千
億円に戻っている。

埼玉県の県民雇用者報酬の伸び率を、全国と比
較すると、2002年度から2010年度まで、ほとんど
の年で埼玉県が全国を上回ってきたが、近年はそ
の差が縮小し、2011年度には両者が逆転した。
そこで、県民雇用者報酬を、県民雇用者数と一人
当たり県民雇用者報酬に分けてみてみると、全国の
雇用者数は、景気の底だった2002年度の前年比
▲0.8％から2007年度の同＋0.4％まで回復した後、
2009年度には同▲0.7％へ低下した。足元では再
び持ち直しつつあるものの、2011年度でも同▲
0.4％と、依然として前年を下回っている。

と、2006年度を除き、2002年度から2008年度ま
で埼玉県が全国の伸びを上回っていたが、2009年
度以降は、埼玉県と全国がほぼ同じ水準となり、
2011年度には埼玉県が全国を下回った。
すなわち、埼玉県では、団塊の世代の雇用者がリ

タイアするなかでも、県民雇用者の数は全国より高
めに維持されてきたが、一人当たり県民雇用者報酬
は、近年伸びが低下しており、雇用者の中身になん
らかの変化がみられる。

2011年度の一人当たり県民雇用者報酬を都道
府県別にみてみると、圧倒的に高いのが、東京都の
6,385千円で、以下、大阪府の5,291千円、神奈川
県の5,014千円、奈良県の4,817千円、栃木県の
4,769千円、千葉県の4,692千円と続いており、埼
玉県は全国7位の4,650千円となっている。
東京都はもちろんだが、近畿地方で大阪府、中部
地方で愛知県など、各地方の中心的な都道府県の
一人当たり県民雇用者報酬が高く、賃金・俸給の比
較的高い大企業の多さが寄与していると思われる。
なお、東京都の一人当たり県民雇用者報酬が飛
び抜けて高く、雇用者の数も多いことから、全国平
均が引き上げられており、埼玉県を含む41道府県
で、全国平均の4,677千円を下回っている。

●構築すべき事業領域
公共サービスの向上

行政の支出削減 民間の収益機会

3つの条件を同時に
満たす部分
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これに対し、埼玉県の雇用者数は、2002年度の
前年比＋0.1％以降、2011年度の同＋0.0％まで、
大きな変動がなく、ほぼ横ばい水準で推移してきた。
足元では、ごく緩やかに伸びが鈍化しているものの、
雇用者数は、埼玉県の県民雇用者報酬の変動にほ
とんど影響を及ぼしていない。
一方、一人当たり県民雇用者報酬の推移をみる

県民雇用者報酬は、雇用者が働いた場所により、
県内で働いた県内雇用者報酬と、県外からの雇用
者報酬の純受取（県外で働いて得た雇用者報酬―
県外へ支払った雇用者報酬）に分けられる。
2012年度の埼玉県の一人当たり県民雇用者報
酬が、4,674千円であるのに対して、一人当たり県
内雇用者報酬は、4,236千円にとどまっている。
これは、埼玉県の県民雇用者報酬には、賃金水
準の高い東京都内で働く、いわゆる埼玉都民が受
け取った雇用者報酬が含まれ、一人当たり県民雇用
者報酬が引き上げられているためだ。
しかし、埼玉県外で就業する15歳以上人口の推
移をみると、1990年に99.8万人いた県外就業者
のうち、東京都で勤務する、いわゆる埼玉都民は
93.0万人を占めていたが、1995年に100.0万人ま
で増加した後は徐々に減少し、2000年に94.6万人、
2005年に89.6万人、2010年には84.1万人となっ
た（注）。この間、その他の道府県における就業者数
は、1990年の6.8万人から2010年の10.2万人に
増加している。

こうした結果、県外から受け取る埼玉県の雇用者
報酬の額も、2002年度には6.2兆円だったが、
2012年度には5.6兆円まで減少してきた。

埼玉県の雇用者は、団塊の世代の埼玉都民がリ
タイアするなかでも、県内の労働力によってカバー
され、その数は、ほぼ横ばい水準で維持されてきた。
しかし、中小企業比率が高いこともあって、県内で
新たに雇用される人は、都内に比べ総じて賃金水
準が低く抑えられている。これが埼玉県の一人当た
り県民雇用者報酬の減少の一因と考えられる。
また、近年は全国的に非正規雇用者の比率が高
まっているが、埼玉県は、全国と比べても、その比率
が高めに推移してきた。非正規雇用者の賃金水準
は、正規雇用者に比べて低いことから、これも埼玉
県の一人当たり雇用者報酬の水準を引き下げる方
向に働いている。これらをごく単純化すると、埼玉都
民から県内非正規雇用者への代替という流れが生
じていたとみることもできよう。
埼玉都民は、埼玉県経済を特徴づける存在の一

つであり、その動向は、県経済に様々な影響をもた
らしてきた。しかし、足元では、都内・埼玉県ともに、
雇用情勢は改善傾向にあり、今後、企業の正規雇
用者採用の姿勢が強まるようだと、埼玉都民の動き
にも、変化が生じる可能性がある。
県民雇用者報酬の今後を考えるにあたっては、こ

れまで以上に、埼玉都民の動向に注目していく必要
があるだろう。 （井上博夫）

埼玉県の個人消費（＝民間最終消費支出）は、
「県内総生産（支出側）」に占める割合が最も高く、
県経済の動向を考える際には、外せない項目の一
つである。この個人消費は、消費税率引き上げのよ
うな制度変更や、株価の上下に伴う金融資産の増
減にも影響されるが、ベースになっているのは県民
雇用者報酬の動きである。
そこで、以下では、個人消費を考える一助とする

ため、埼玉県の県民雇用者報酬の動向について、
概観してみたい。

国の経済成長率は、本来、新たに生み出された
付加価値の合計である国内総生産（＝ＧＤＰ）の伸
び率であらわされるが、一般に経済成長率を説明
する場合には、支出された金額の合計である国内
総生産（支出側）の伸び率を使うことが多い。
これは、生産側の統計がまとまるまでには、ある程
度の時間がかかるのに対し、支出側の統計の発表
は比較的早く、利用しやすいことなどが影響してい
る。当財団が埼玉県の経済見通しを発表する場合
も、県内総生産（支出側）の伸び率を、経済成長率
として推計している。

埼玉県の県民雇用者報酬の内訳

県内総生産（支出側）は、個人消費、住宅投資、
設備投資、政府消費、公共投資などを合計したもの
だが、2012年度の埼玉県の名目県内総生産（支出
側）20.4兆円のうち、個人消費が16.9兆円を占め
ているように、その割合は最も高く、かつ安定的に
推移している。このため、県経済の動向を考える際
には、外せない項目の一つになっている。

そもそも、個人消費は、個人が食品や服、乗用車
といったモノや、旅行、美容などのサービスに支払っ
た金額を合計したものであり、例えば、人々が財布
のひもを締めていくと、景気にはマイナスに働くこと
になる。ちなみに、個人が購入する住宅に関しては、
金額が特に大きいことなどから、個人消費には含め
ず、住宅投資として別に集計される。
個人がモノやサービスを購入するためには、お金

が必要である。元々、多額の資産を有している人な
ど例外もあるが、多くの場合、人は収入に見合った
額の支出をしていると考えられる。政府が、企業に
賃上げを促すのも、個人の収入を安定的に底上げ
していくことが、デフレから脱し、わが国経済を成長
させるために必要と判断しているからだろう。　
埼玉県における名目個人消費と、サラリーマンの
給料・ボーナスなどを合計した県民雇用者報酬との

埼玉県の県民雇用者報酬の動向

関係をみると、その伸び率は、概ね似通った推移を
示していることがわかる。

埼玉県の家計部門の収入である、2012年度の
受取は、23.2兆円となっているが、このうち県民雇
用者報酬は14.8兆円にのぼる。
この県民雇用者報酬のうち、最も多いのが、サラ

リーマンの給料・ボーナスなどにあたる「賃金・俸
給」12.9兆円で、この他、健康保険や厚生年金・適
格退職年金などに対する雇主の負担金である「雇
主の現実社会負担」が1.5兆円、退職一時金などの
「雇主の帰属社会負担」は4千億円となっている。
近年の推移をみると、2001年度に15.1兆円だっ

た埼玉県の県民雇用者報酬は、2002年度から景
気が緩やかに回復するなかでも、ほぼ横ばい水準で
推移していたが、2007年度の15.3兆円を経て、
2008年度には15.5兆円まで増加した。しかし、リー

マン・ショックに伴う景気の急激な悪化を受けて、県
民雇用者報酬は減少に転じ、2012年度には14.8
兆円となっている。
この県民雇用者報酬を内訳別にみると、2001年
度に13.4兆円だった「賃金・俸給」は、2008年度に
13.6兆円まで増加した後、2012年度の12.9兆円
まで減少したが、この間、「雇主の現実社会負担」は、
保険料率の引き上げなどを受けて、2001年度の
1.3兆円から2012年度の1.5兆円まで増加した。
2001年度に4千億円だった「雇主の帰属社会負
担」は、退職者の増加などを受けて、2008・2009
年度に5千億円まで増加したが、2012年度には4千
億円に戻っている。

埼玉県の県民雇用者報酬の伸び率を、全国と比
較すると、2002年度から2010年度まで、ほとんど
の年で埼玉県が全国を上回ってきたが、近年はそ
の差が縮小し、2011年度には両者が逆転した。
そこで、県民雇用者報酬を、県民雇用者数と一人
当たり県民雇用者報酬に分けてみてみると、全国の
雇用者数は、景気の底だった2002年度の前年比
▲0.8％から2007年度の同＋0.4％まで回復した後、
2009年度には同▲0.7％へ低下した。足元では再
び持ち直しつつあるものの、2011年度でも同▲
0.4％と、依然として前年を下回っている。

と、2006年度を除き、2002年度から2008年度ま
で埼玉県が全国の伸びを上回っていたが、2009年
度以降は、埼玉県と全国がほぼ同じ水準となり、
2011年度には埼玉県が全国を下回った。
すなわち、埼玉県では、団塊の世代の雇用者がリ

タイアするなかでも、県民雇用者の数は全国より高
めに維持されてきたが、一人当たり県民雇用者報酬
は、近年伸びが低下しており、雇用者の中身になん
らかの変化がみられる。

2011年度の一人当たり県民雇用者報酬を都道
府県別にみてみると、圧倒的に高いのが、東京都の
6,385千円で、以下、大阪府の5,291千円、神奈川
県の5,014千円、奈良県の4,817千円、栃木県の
4,769千円、千葉県の4,692千円と続いており、埼
玉県は全国7位の4,650千円となっている。
東京都はもちろんだが、近畿地方で大阪府、中部
地方で愛知県など、各地方の中心的な都道府県の
一人当たり県民雇用者報酬が高く、賃金・俸給の比
較的高い大企業の多さが寄与していると思われる。
なお、東京都の一人当たり県民雇用者報酬が飛
び抜けて高く、雇用者の数も多いことから、全国平
均が引き上げられており、埼玉県を含む41道府県
で、全国平均の4,677千円を下回っている。

はじめに

個人消費と県民雇用者報酬の関係

県内総生産（支出側）に占める個人消費の割合
埼玉県の県民雇用者報酬の推移

●埼玉県の名目県内総生産（支出側）の推移 ●埼玉県の名目個人消費と県民雇用者報酬の推移
●埼玉県の県民雇用者報酬の推移

●全国と埼玉県の県民雇用者報酬の伸び率

●埼玉県の県民雇用者報酬の内訳（2012年度）

資料：埼玉県「県民経済計算」 資料：埼玉県「県民経済計算」 資料：埼玉県「県民経済計算」
（注）四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある

資料：内閣府「県民経済計算年報」

資料：埼玉県「県民経済計算」
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これに対し、埼玉県の雇用者数は、2002年度の
前年比＋0.1％以降、2011年度の同＋0.0％まで、
大きな変動がなく、ほぼ横ばい水準で推移してきた。
足元では、ごく緩やかに伸びが鈍化しているものの、
雇用者数は、埼玉県の県民雇用者報酬の変動にほ
とんど影響を及ぼしていない。
一方、一人当たり県民雇用者報酬の推移をみる

県民雇用者報酬は、雇用者が働いた場所により、
県内で働いた県内雇用者報酬と、県外からの雇用
者報酬の純受取（県外で働いて得た雇用者報酬―
県外へ支払った雇用者報酬）に分けられる。
2012年度の埼玉県の一人当たり県民雇用者報
酬が、4,674千円であるのに対して、一人当たり県
内雇用者報酬は、4,236千円にとどまっている。
これは、埼玉県の県民雇用者報酬には、賃金水
準の高い東京都内で働く、いわゆる埼玉都民が受
け取った雇用者報酬が含まれ、一人当たり県民雇用
者報酬が引き上げられているためだ。
しかし、埼玉県外で就業する15歳以上人口の推
移をみると、1990年に99.8万人いた県外就業者
のうち、東京都で勤務する、いわゆる埼玉都民は
93.0万人を占めていたが、1995年に100.0万人ま
で増加した後は徐々に減少し、2000年に94.6万人、
2005年に89.6万人、2010年には84.1万人となっ
た（注）。この間、その他の道府県における就業者数
は、1990年の6.8万人から2010年の10.2万人に
増加している。

こうした結果、県外から受け取る埼玉県の雇用者
報酬の額も、2002年度には6.2兆円だったが、
2012年度には5.6兆円まで減少してきた。

埼玉県の雇用者は、団塊の世代の埼玉都民がリ
タイアするなかでも、県内の労働力によってカバー
され、その数は、ほぼ横ばい水準で維持されてきた。
しかし、中小企業比率が高いこともあって、県内で
新たに雇用される人は、都内に比べ総じて賃金水
準が低く抑えられている。これが埼玉県の一人当た
り県民雇用者報酬の減少の一因と考えられる。
また、近年は全国的に非正規雇用者の比率が高
まっているが、埼玉県は、全国と比べても、その比率
が高めに推移してきた。非正規雇用者の賃金水準
は、正規雇用者に比べて低いことから、これも埼玉
県の一人当たり雇用者報酬の水準を引き下げる方
向に働いている。これらをごく単純化すると、埼玉都
民から県内非正規雇用者への代替という流れが生
じていたとみることもできよう。
埼玉都民は、埼玉県経済を特徴づける存在の一

つであり、その動向は、県経済に様々な影響をもた
らしてきた。しかし、足元では、都内・埼玉県ともに、
雇用情勢は改善傾向にあり、今後、企業の正規雇
用者採用の姿勢が強まるようだと、埼玉都民の動き
にも、変化が生じる可能性がある。
県民雇用者報酬の今後を考えるにあたっては、こ

れまで以上に、埼玉都民の動向に注目していく必要
があるだろう。 （井上博夫）

埼玉県の個人消費（＝民間最終消費支出）は、
「県内総生産（支出側）」に占める割合が最も高く、
県経済の動向を考える際には、外せない項目の一
つである。この個人消費は、消費税率引き上げのよ
うな制度変更や、株価の上下に伴う金融資産の増
減にも影響されるが、ベースになっているのは県民
雇用者報酬の動きである。
そこで、以下では、個人消費を考える一助とする

ため、埼玉県の県民雇用者報酬の動向について、
概観してみたい。

国の経済成長率は、本来、新たに生み出された
付加価値の合計である国内総生産（＝ＧＤＰ）の伸
び率であらわされるが、一般に経済成長率を説明
する場合には、支出された金額の合計である国内
総生産（支出側）の伸び率を使うことが多い。
これは、生産側の統計がまとまるまでには、ある程
度の時間がかかるのに対し、支出側の統計の発表
は比較的早く、利用しやすいことなどが影響してい
る。当財団が埼玉県の経済見通しを発表する場合
も、県内総生産（支出側）の伸び率を、経済成長率
として推計している。

埼玉県の県民雇用者報酬の内訳

県内総生産（支出側）は、個人消費、住宅投資、
設備投資、政府消費、公共投資などを合計したもの
だが、2012年度の埼玉県の名目県内総生産（支出
側）20.4兆円のうち、個人消費が16.9兆円を占め
ているように、その割合は最も高く、かつ安定的に
推移している。このため、県経済の動向を考える際
には、外せない項目の一つになっている。

そもそも、個人消費は、個人が食品や服、乗用車
といったモノや、旅行、美容などのサービスに支払っ
た金額を合計したものであり、例えば、人々が財布
のひもを締めていくと、景気にはマイナスに働くこと
になる。ちなみに、個人が購入する住宅に関しては、
金額が特に大きいことなどから、個人消費には含め
ず、住宅投資として別に集計される。
個人がモノやサービスを購入するためには、お金

が必要である。元々、多額の資産を有している人な
ど例外もあるが、多くの場合、人は収入に見合った
額の支出をしていると考えられる。政府が、企業に
賃上げを促すのも、個人の収入を安定的に底上げ
していくことが、デフレから脱し、わが国経済を成長
させるために必要と判断しているからだろう。　
埼玉県における名目個人消費と、サラリーマンの
給料・ボーナスなどを合計した県民雇用者報酬との

埼玉県の県民雇用者報酬の動向

関係をみると、その伸び率は、概ね似通った推移を
示していることがわかる。

埼玉県の家計部門の収入である、2012年度の
受取は、23.2兆円となっているが、このうち県民雇
用者報酬は14.8兆円にのぼる。
この県民雇用者報酬のうち、最も多いのが、サラ

リーマンの給料・ボーナスなどにあたる「賃金・俸
給」12.9兆円で、この他、健康保険や厚生年金・適
格退職年金などに対する雇主の負担金である「雇
主の現実社会負担」が1.5兆円、退職一時金などの
「雇主の帰属社会負担」は4千億円となっている。
近年の推移をみると、2001年度に15.1兆円だっ

た埼玉県の県民雇用者報酬は、2002年度から景
気が緩やかに回復するなかでも、ほぼ横ばい水準で
推移していたが、2007年度の15.3兆円を経て、
2008年度には15.5兆円まで増加した。しかし、リー

マン・ショックに伴う景気の急激な悪化を受けて、県
民雇用者報酬は減少に転じ、2012年度には14.8
兆円となっている。
この県民雇用者報酬を内訳別にみると、2001年
度に13.4兆円だった「賃金・俸給」は、2008年度に
13.6兆円まで増加した後、2012年度の12.9兆円
まで減少したが、この間、「雇主の現実社会負担」は、
保険料率の引き上げなどを受けて、2001年度の
1.3兆円から2012年度の1.5兆円まで増加した。
2001年度に4千億円だった「雇主の帰属社会負
担」は、退職者の増加などを受けて、2008・2009
年度に5千億円まで増加したが、2012年度には4千
億円に戻っている。

埼玉県の県民雇用者報酬の伸び率を、全国と比
較すると、2002年度から2010年度まで、ほとんど
の年で埼玉県が全国を上回ってきたが、近年はそ
の差が縮小し、2011年度には両者が逆転した。
そこで、県民雇用者報酬を、県民雇用者数と一人
当たり県民雇用者報酬に分けてみてみると、全国の
雇用者数は、景気の底だった2002年度の前年比
▲0.8％から2007年度の同＋0.4％まで回復した後、
2009年度には同▲0.7％へ低下した。足元では再
び持ち直しつつあるものの、2011年度でも同▲
0.4％と、依然として前年を下回っている。

と、2006年度を除き、2002年度から2008年度ま
で埼玉県が全国の伸びを上回っていたが、2009年
度以降は、埼玉県と全国がほぼ同じ水準となり、
2011年度には埼玉県が全国を下回った。
すなわち、埼玉県では、団塊の世代の雇用者がリ

タイアするなかでも、県民雇用者の数は全国より高
めに維持されてきたが、一人当たり県民雇用者報酬
は、近年伸びが低下しており、雇用者の中身になん
らかの変化がみられる。

2011年度の一人当たり県民雇用者報酬を都道
府県別にみてみると、圧倒的に高いのが、東京都の
6,385千円で、以下、大阪府の5,291千円、神奈川
県の5,014千円、奈良県の4,817千円、栃木県の
4,769千円、千葉県の4,692千円と続いており、埼
玉県は全国7位の4,650千円となっている。
東京都はもちろんだが、近畿地方で大阪府、中部
地方で愛知県など、各地方の中心的な都道府県の
一人当たり県民雇用者報酬が高く、賃金・俸給の比
較的高い大企業の多さが寄与していると思われる。
なお、東京都の一人当たり県民雇用者報酬が飛
び抜けて高く、雇用者の数も多いことから、全国平
均が引き上げられており、埼玉県を含む41道府県
で、全国平均の4,677千円を下回っている。
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個人消費と県民雇用者報酬の関係

県内総生産（支出側）に占める個人消費の割合
埼玉県の県民雇用者報酬の推移
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●埼玉県の県民雇用者報酬の内訳（2012年度）
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（注）四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある

資料：内閣府「県民経済計算年報」
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これに対し、埼玉県の雇用者数は、2002年度の
前年比＋0.1％以降、2011年度の同＋0.0％まで、
大きな変動がなく、ほぼ横ばい水準で推移してきた。
足元では、ごく緩やかに伸びが鈍化しているものの、
雇用者数は、埼玉県の県民雇用者報酬の変動にほ
とんど影響を及ぼしていない。
一方、一人当たり県民雇用者報酬の推移をみる

県民雇用者報酬は、雇用者が働いた場所により、
県内で働いた県内雇用者報酬と、県外からの雇用
者報酬の純受取（県外で働いて得た雇用者報酬―
県外へ支払った雇用者報酬）に分けられる。
2012年度の埼玉県の一人当たり県民雇用者報
酬が、4,674千円であるのに対して、一人当たり県
内雇用者報酬は、4,236千円にとどまっている。
これは、埼玉県の県民雇用者報酬には、賃金水
準の高い東京都内で働く、いわゆる埼玉都民が受
け取った雇用者報酬が含まれ、一人当たり県民雇用
者報酬が引き上げられているためだ。
しかし、埼玉県外で就業する15歳以上人口の推
移をみると、1990年に99.8万人いた県外就業者
のうち、東京都で勤務する、いわゆる埼玉都民は
93.0万人を占めていたが、1995年に100.0万人ま
で増加した後は徐々に減少し、2000年に94.6万人、
2005年に89.6万人、2010年には84.1万人となっ
た（注）。この間、その他の道府県における就業者数
は、1990年の6.8万人から2010年の10.2万人に
増加している。

こうした結果、県外から受け取る埼玉県の雇用者
報酬の額も、2002年度には6.2兆円だったが、
2012年度には5.6兆円まで減少してきた。

埼玉県の雇用者は、団塊の世代の埼玉都民がリ
タイアするなかでも、県内の労働力によってカバー
され、その数は、ほぼ横ばい水準で維持されてきた。
しかし、中小企業比率が高いこともあって、県内で
新たに雇用される人は、都内に比べ総じて賃金水
準が低く抑えられている。これが埼玉県の一人当た
り県民雇用者報酬の減少の一因と考えられる。
また、近年は全国的に非正規雇用者の比率が高
まっているが、埼玉県は、全国と比べても、その比率
が高めに推移してきた。非正規雇用者の賃金水準
は、正規雇用者に比べて低いことから、これも埼玉
県の一人当たり雇用者報酬の水準を引き下げる方
向に働いている。これらをごく単純化すると、埼玉都
民から県内非正規雇用者への代替という流れが生
じていたとみることもできよう。
埼玉都民は、埼玉県経済を特徴づける存在の一

つであり、その動向は、県経済に様々な影響をもた
らしてきた。しかし、足元では、都内・埼玉県ともに、
雇用情勢は改善傾向にあり、今後、企業の正規雇
用者採用の姿勢が強まるようだと、埼玉都民の動き
にも、変化が生じる可能性がある。
県民雇用者報酬の今後を考えるにあたっては、こ

れまで以上に、埼玉都民の動向に注目していく必要
があるだろう。 （井上博夫）

埼玉県の個人消費（＝民間最終消費支出）は、
「県内総生産（支出側）」に占める割合が最も高く、
県経済の動向を考える際には、外せない項目の一
つである。この個人消費は、消費税率引き上げのよ
うな制度変更や、株価の上下に伴う金融資産の増
減にも影響されるが、ベースになっているのは県民
雇用者報酬の動きである。
そこで、以下では、個人消費を考える一助とする

ため、埼玉県の県民雇用者報酬の動向について、
概観してみたい。

国の経済成長率は、本来、新たに生み出された
付加価値の合計である国内総生産（＝ＧＤＰ）の伸
び率であらわされるが、一般に経済成長率を説明
する場合には、支出された金額の合計である国内
総生産（支出側）の伸び率を使うことが多い。
これは、生産側の統計がまとまるまでには、ある程
度の時間がかかるのに対し、支出側の統計の発表
は比較的早く、利用しやすいことなどが影響してい
る。当財団が埼玉県の経済見通しを発表する場合
も、県内総生産（支出側）の伸び率を、経済成長率
として推計している。

県内総生産（支出側）は、個人消費、住宅投資、
設備投資、政府消費、公共投資などを合計したもの
だが、2012年度の埼玉県の名目県内総生産（支出
側）20.4兆円のうち、個人消費が16.9兆円を占め
ているように、その割合は最も高く、かつ安定的に
推移している。このため、県経済の動向を考える際
には、外せない項目の一つになっている。

そもそも、個人消費は、個人が食品や服、乗用車
といったモノや、旅行、美容などのサービスに支払っ
た金額を合計したものであり、例えば、人々が財布
のひもを締めていくと、景気にはマイナスに働くこと
になる。ちなみに、個人が購入する住宅に関しては、
金額が特に大きいことなどから、個人消費には含め
ず、住宅投資として別に集計される。
個人がモノやサービスを購入するためには、お金

が必要である。元々、多額の資産を有している人な
ど例外もあるが、多くの場合、人は収入に見合った
額の支出をしていると考えられる。政府が、企業に
賃上げを促すのも、個人の収入を安定的に底上げ
していくことが、デフレから脱し、わが国経済を成長
させるために必要と判断しているからだろう。　
埼玉県における名目個人消費と、サラリーマンの
給料・ボーナスなどを合計した県民雇用者報酬との

関係をみると、その伸び率は、概ね似通った推移を
示していることがわかる。

埼玉県の家計部門の収入である、2012年度の
受取は、23.2兆円となっているが、このうち県民雇
用者報酬は14.8兆円にのぼる。
この県民雇用者報酬のうち、最も多いのが、サラ

リーマンの給料・ボーナスなどにあたる「賃金・俸
給」12.9兆円で、この他、健康保険や厚生年金・適
格退職年金などに対する雇主の負担金である「雇
主の現実社会負担」が1.5兆円、退職一時金などの
「雇主の帰属社会負担」は4千億円となっている。
近年の推移をみると、2001年度に15.1兆円だっ

た埼玉県の県民雇用者報酬は、2002年度から景
気が緩やかに回復するなかでも、ほぼ横ばい水準で
推移していたが、2007年度の15.3兆円を経て、
2008年度には15.5兆円まで増加した。しかし、リー

マン・ショックに伴う景気の急激な悪化を受けて、県
民雇用者報酬は減少に転じ、2012年度には14.8
兆円となっている。
この県民雇用者報酬を内訳別にみると、2001年
度に13.4兆円だった「賃金・俸給」は、2008年度に
13.6兆円まで増加した後、2012年度の12.9兆円
まで減少したが、この間、「雇主の現実社会負担」は、
保険料率の引き上げなどを受けて、2001年度の
1.3兆円から2012年度の1.5兆円まで増加した。
2001年度に4千億円だった「雇主の帰属社会負
担」は、退職者の増加などを受けて、2008・2009
年度に5千億円まで増加したが、2012年度には4千
億円に戻っている。

埼玉県の県民雇用者報酬の伸び率を、全国と比
較すると、2002年度から2010年度まで、ほとんど
の年で埼玉県が全国を上回ってきたが、近年はそ
の差が縮小し、2011年度には両者が逆転した。
そこで、県民雇用者報酬を、県民雇用者数と一人
当たり県民雇用者報酬に分けてみてみると、全国の
雇用者数は、景気の底だった2002年度の前年比
▲0.8％から2007年度の同＋0.4％まで回復した後、
2009年度には同▲0.7％へ低下した。足元では再
び持ち直しつつあるものの、2011年度でも同▲
0.4％と、依然として前年を下回っている。

と、2006年度を除き、2002年度から2008年度ま
で埼玉県が全国の伸びを上回っていたが、2009年
度以降は、埼玉県と全国がほぼ同じ水準となり、
2011年度には埼玉県が全国を下回った。
すなわち、埼玉県では、団塊の世代の雇用者がリ

タイアするなかでも、県民雇用者の数は全国より高
めに維持されてきたが、一人当たり県民雇用者報酬
は、近年伸びが低下しており、雇用者の中身になん
らかの変化がみられる。

2011年度の一人当たり県民雇用者報酬を都道
府県別にみてみると、圧倒的に高いのが、東京都の
6,385千円で、以下、大阪府の5,291千円、神奈川
県の5,014千円、奈良県の4,817千円、栃木県の
4,769千円、千葉県の4,692千円と続いており、埼
玉県は全国7位の4,650千円となっている。
東京都はもちろんだが、近畿地方で大阪府、中部
地方で愛知県など、各地方の中心的な都道府県の
一人当たり県民雇用者報酬が高く、賃金・俸給の比
較的高い大企業の多さが寄与していると思われる。
なお、東京都の一人当たり県民雇用者報酬が飛
び抜けて高く、雇用者の数も多いことから、全国平
均が引き上げられており、埼玉県を含む41道府県
で、全国平均の4,677千円を下回っている。

高い東京都の一人当たり県民雇用者報酬

減少する県外からの雇用者報酬の受取

おわりに

●全国と埼玉県の県民雇用者数の伸び率

●全国と埼玉県の一人当たり県民雇用者報酬の伸び率

●都道府県別の一人当たり県民雇用者報酬（2011年度）
●県外で働く埼玉県の就業者数

●県外から受け取る埼玉県の雇用者報酬

資料：内閣府「県民経済計算年報」

資料：内閣府「県民経済計算年報」

資料：内閣府「県民経済計算年報」
資料：内閣府「国勢調査」
（注）2010年の総就業者数には、「不詳」が多数含まれるため、2005年以前とは連続しない。

資料：埼玉県「県民経済計算」
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これに対し、埼玉県の雇用者数は、2002年度の
前年比＋0.1％以降、2011年度の同＋0.0％まで、
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とんど影響を及ぼしていない。
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県民雇用者報酬は、雇用者が働いた場所により、
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酬が、4,674千円であるのに対して、一人当たり県
内雇用者報酬は、4,236千円にとどまっている。
これは、埼玉県の県民雇用者報酬には、賃金水
準の高い東京都内で働く、いわゆる埼玉都民が受
け取った雇用者報酬が含まれ、一人当たり県民雇用
者報酬が引き上げられているためだ。
しかし、埼玉県外で就業する15歳以上人口の推
移をみると、1990年に99.8万人いた県外就業者
のうち、東京都で勤務する、いわゆる埼玉都民は
93.0万人を占めていたが、1995年に100.0万人ま
で増加した後は徐々に減少し、2000年に94.6万人、
2005年に89.6万人、2010年には84.1万人となっ
た（注）。この間、その他の道府県における就業者数
は、1990年の6.8万人から2010年の10.2万人に
増加している。

こうした結果、県外から受け取る埼玉県の雇用者
報酬の額も、2002年度には6.2兆円だったが、
2012年度には5.6兆円まで減少してきた。

埼玉県の雇用者は、団塊の世代の埼玉都民がリ
タイアするなかでも、県内の労働力によってカバー
され、その数は、ほぼ横ばい水準で維持されてきた。
しかし、中小企業比率が高いこともあって、県内で
新たに雇用される人は、都内に比べ総じて賃金水
準が低く抑えられている。これが埼玉県の一人当た
り県民雇用者報酬の減少の一因と考えられる。
また、近年は全国的に非正規雇用者の比率が高
まっているが、埼玉県は、全国と比べても、その比率
が高めに推移してきた。非正規雇用者の賃金水準
は、正規雇用者に比べて低いことから、これも埼玉
県の一人当たり雇用者報酬の水準を引き下げる方
向に働いている。これらをごく単純化すると、埼玉都
民から県内非正規雇用者への代替という流れが生
じていたとみることもできよう。
埼玉都民は、埼玉県経済を特徴づける存在の一

つであり、その動向は、県経済に様々な影響をもた
らしてきた。しかし、足元では、都内・埼玉県ともに、
雇用情勢は改善傾向にあり、今後、企業の正規雇
用者採用の姿勢が強まるようだと、埼玉都民の動き
にも、変化が生じる可能性がある。
県民雇用者報酬の今後を考えるにあたっては、こ

れまで以上に、埼玉都民の動向に注目していく必要
があるだろう。 （井上博夫）

埼玉県の個人消費（＝民間最終消費支出）は、
「県内総生産（支出側）」に占める割合が最も高く、
県経済の動向を考える際には、外せない項目の一
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減にも影響されるが、ベースになっているのは県民
雇用者報酬の動きである。
そこで、以下では、個人消費を考える一助とする

ため、埼玉県の県民雇用者報酬の動向について、
概観してみたい。
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民雇用者報酬は減少に転じ、2012年度には14.8
兆円となっている。
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度に13.4兆円だった「賃金・俸給」は、2008年度に
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年度に5千億円まで増加したが、2012年度には4千
億円に戻っている。

埼玉県の県民雇用者報酬の伸び率を、全国と比
較すると、2002年度から2010年度まで、ほとんど
の年で埼玉県が全国を上回ってきたが、近年はそ
の差が縮小し、2011年度には両者が逆転した。
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2009年度には同▲0.7％へ低下した。足元では再
び持ち直しつつあるものの、2011年度でも同▲
0.4％と、依然として前年を下回っている。

と、2006年度を除き、2002年度から2008年度ま
で埼玉県が全国の伸びを上回っていたが、2009年
度以降は、埼玉県と全国がほぼ同じ水準となり、
2011年度には埼玉県が全国を下回った。
すなわち、埼玉県では、団塊の世代の雇用者がリ

タイアするなかでも、県民雇用者の数は全国より高
めに維持されてきたが、一人当たり県民雇用者報酬
は、近年伸びが低下しており、雇用者の中身になん
らかの変化がみられる。

2011年度の一人当たり県民雇用者報酬を都道
府県別にみてみると、圧倒的に高いのが、東京都の
6,385千円で、以下、大阪府の5,291千円、神奈川
県の5,014千円、奈良県の4,817千円、栃木県の
4,769千円、千葉県の4,692千円と続いており、埼
玉県は全国7位の4,650千円となっている。
東京都はもちろんだが、近畿地方で大阪府、中部
地方で愛知県など、各地方の中心的な都道府県の
一人当たり県民雇用者報酬が高く、賃金・俸給の比
較的高い大企業の多さが寄与していると思われる。
なお、東京都の一人当たり県民雇用者報酬が飛
び抜けて高く、雇用者の数も多いことから、全国平
均が引き上げられており、埼玉県を含む41道府県
で、全国平均の4,677千円を下回っている。
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●全国と埼玉県の県民雇用者数の伸び率
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（注）2010年の総就業者数には、「不詳」が多数含まれるため、2005年以前とは連続しない。
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（注）2010年の総就業者数には、従業地「不詳」が多数含まれるため、埼玉都民の
数は、過少推計となっている可能性がある。
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これに対し、埼玉県の雇用者数は、2002年度の
前年比＋0.1％以降、2011年度の同＋0.0％まで、
大きな変動がなく、ほぼ横ばい水準で推移してきた。
足元では、ごく緩やかに伸びが鈍化しているものの、
雇用者数は、埼玉県の県民雇用者報酬の変動にほ
とんど影響を及ぼしていない。
一方、一人当たり県民雇用者報酬の推移をみる

県民雇用者報酬は、雇用者が働いた場所により、
県内で働いた県内雇用者報酬と、県外からの雇用
者報酬の純受取（県外で働いて得た雇用者報酬―
県外へ支払った雇用者報酬）に分けられる。
2012年度の埼玉県の一人当たり県民雇用者報
酬が、4,674千円であるのに対して、一人当たり県
内雇用者報酬は、4,236千円にとどまっている。
これは、埼玉県の県民雇用者報酬には、賃金水
準の高い東京都内で働く、いわゆる埼玉都民が受
け取った雇用者報酬が含まれ、一人当たり県民雇用
者報酬が引き上げられているためだ。
しかし、埼玉県外で就業する15歳以上人口の推
移をみると、1990年に99.8万人いた県外就業者
のうち、東京都で勤務する、いわゆる埼玉都民は
93.0万人を占めていたが、1995年に100.0万人ま
で増加した後は徐々に減少し、2000年に94.6万人、
2005年に89.6万人、2010年には84.1万人となっ
た（注）。この間、その他の道府県における就業者数
は、1990年の6.8万人から2010年の10.2万人に
増加している。

こうした結果、県外から受け取る埼玉県の雇用者
報酬の額も、2002年度には6.2兆円だったが、
2012年度には5.6兆円まで減少してきた。

埼玉県の雇用者は、団塊の世代の埼玉都民がリ
タイアするなかでも、県内の労働力によってカバー
され、その数は、ほぼ横ばい水準で維持されてきた。
しかし、中小企業比率が高いこともあって、県内で
新たに雇用される人は、都内に比べ総じて賃金水
準が低く抑えられている。これが埼玉県の一人当た
り県民雇用者報酬の減少の一因と考えられる。
また、近年は全国的に非正規雇用者の比率が高
まっているが、埼玉県は、全国と比べても、その比率
が高めに推移してきた。非正規雇用者の賃金水準
は、正規雇用者に比べて低いことから、これも埼玉
県の一人当たり雇用者報酬の水準を引き下げる方
向に働いている。これらをごく単純化すると、埼玉都
民から県内非正規雇用者への代替という流れが生
じていたとみることもできよう。
埼玉都民は、埼玉県経済を特徴づける存在の一

つであり、その動向は、県経済に様々な影響をもた
らしてきた。しかし、足元では、都内・埼玉県ともに、
雇用情勢は改善傾向にあり、今後、企業の正規雇
用者採用の姿勢が強まるようだと、埼玉都民の動き
にも、変化が生じる可能性がある。
県民雇用者報酬の今後を考えるにあたっては、こ

れまで以上に、埼玉都民の動向に注目していく必要
があるだろう。 （井上博夫）

埼玉県の個人消費（＝民間最終消費支出）は、
「県内総生産（支出側）」に占める割合が最も高く、
県経済の動向を考える際には、外せない項目の一
つである。この個人消費は、消費税率引き上げのよ
うな制度変更や、株価の上下に伴う金融資産の増
減にも影響されるが、ベースになっているのは県民
雇用者報酬の動きである。
そこで、以下では、個人消費を考える一助とする

ため、埼玉県の県民雇用者報酬の動向について、
概観してみたい。

国の経済成長率は、本来、新たに生み出された
付加価値の合計である国内総生産（＝ＧＤＰ）の伸
び率であらわされるが、一般に経済成長率を説明
する場合には、支出された金額の合計である国内
総生産（支出側）の伸び率を使うことが多い。
これは、生産側の統計がまとまるまでには、ある程
度の時間がかかるのに対し、支出側の統計の発表
は比較的早く、利用しやすいことなどが影響してい
る。当財団が埼玉県の経済見通しを発表する場合
も、県内総生産（支出側）の伸び率を、経済成長率
として推計している。

県内総生産（支出側）は、個人消費、住宅投資、
設備投資、政府消費、公共投資などを合計したもの
だが、2012年度の埼玉県の名目県内総生産（支出
側）20.4兆円のうち、個人消費が16.9兆円を占め
ているように、その割合は最も高く、かつ安定的に
推移している。このため、県経済の動向を考える際
には、外せない項目の一つになっている。

そもそも、個人消費は、個人が食品や服、乗用車
といったモノや、旅行、美容などのサービスに支払っ
た金額を合計したものであり、例えば、人々が財布
のひもを締めていくと、景気にはマイナスに働くこと
になる。ちなみに、個人が購入する住宅に関しては、
金額が特に大きいことなどから、個人消費には含め
ず、住宅投資として別に集計される。
個人がモノやサービスを購入するためには、お金

が必要である。元々、多額の資産を有している人な
ど例外もあるが、多くの場合、人は収入に見合った
額の支出をしていると考えられる。政府が、企業に
賃上げを促すのも、個人の収入を安定的に底上げ
していくことが、デフレから脱し、わが国経済を成長
させるために必要と判断しているからだろう。　
埼玉県における名目個人消費と、サラリーマンの
給料・ボーナスなどを合計した県民雇用者報酬との

関係をみると、その伸び率は、概ね似通った推移を
示していることがわかる。

埼玉県の家計部門の収入である、2012年度の
受取は、23.2兆円となっているが、このうち県民雇
用者報酬は14.8兆円にのぼる。
この県民雇用者報酬のうち、最も多いのが、サラ

リーマンの給料・ボーナスなどにあたる「賃金・俸
給」12.9兆円で、この他、健康保険や厚生年金・適
格退職年金などに対する雇主の負担金である「雇
主の現実社会負担」が1.5兆円、退職一時金などの
「雇主の帰属社会負担」は4千億円となっている。
近年の推移をみると、2001年度に15.1兆円だっ

た埼玉県の県民雇用者報酬は、2002年度から景
気が緩やかに回復するなかでも、ほぼ横ばい水準で
推移していたが、2007年度の15.3兆円を経て、
2008年度には15.5兆円まで増加した。しかし、リー

マン・ショックに伴う景気の急激な悪化を受けて、県
民雇用者報酬は減少に転じ、2012年度には14.8
兆円となっている。
この県民雇用者報酬を内訳別にみると、2001年
度に13.4兆円だった「賃金・俸給」は、2008年度に
13.6兆円まで増加した後、2012年度の12.9兆円
まで減少したが、この間、「雇主の現実社会負担」は、
保険料率の引き上げなどを受けて、2001年度の
1.3兆円から2012年度の1.5兆円まで増加した。
2001年度に4千億円だった「雇主の帰属社会負
担」は、退職者の増加などを受けて、2008・2009
年度に5千億円まで増加したが、2012年度には4千
億円に戻っている。

埼玉県の県民雇用者報酬の伸び率を、全国と比
較すると、2002年度から2010年度まで、ほとんど
の年で埼玉県が全国を上回ってきたが、近年はそ
の差が縮小し、2011年度には両者が逆転した。
そこで、県民雇用者報酬を、県民雇用者数と一人
当たり県民雇用者報酬に分けてみてみると、全国の
雇用者数は、景気の底だった2002年度の前年比
▲0.8％から2007年度の同＋0.4％まで回復した後、
2009年度には同▲0.7％へ低下した。足元では再
び持ち直しつつあるものの、2011年度でも同▲
0.4％と、依然として前年を下回っている。

と、2006年度を除き、2002年度から2008年度ま
で埼玉県が全国の伸びを上回っていたが、2009年
度以降は、埼玉県と全国がほぼ同じ水準となり、
2011年度には埼玉県が全国を下回った。
すなわち、埼玉県では、団塊の世代の雇用者がリ

タイアするなかでも、県民雇用者の数は全国より高
めに維持されてきたが、一人当たり県民雇用者報酬
は、近年伸びが低下しており、雇用者の中身になん
らかの変化がみられる。

2011年度の一人当たり県民雇用者報酬を都道
府県別にみてみると、圧倒的に高いのが、東京都の
6,385千円で、以下、大阪府の5,291千円、神奈川
県の5,014千円、奈良県の4,817千円、栃木県の
4,769千円、千葉県の4,692千円と続いており、埼
玉県は全国7位の4,650千円となっている。
東京都はもちろんだが、近畿地方で大阪府、中部
地方で愛知県など、各地方の中心的な都道府県の
一人当たり県民雇用者報酬が高く、賃金・俸給の比
較的高い大企業の多さが寄与していると思われる。
なお、東京都の一人当たり県民雇用者報酬が飛
び抜けて高く、雇用者の数も多いことから、全国平
均が引き上げられており、埼玉県を含む41道府県
で、全国平均の4,677千円を下回っている。

アンケート調査①

埼玉県内設備投資動向調査

2015年1月中旬実施。対象企業数1,004社、
回答企業数263社。回答率26.2％。

設備投資計画の有無 設備投資計画額 設備投資理由 設備投資対象物件
2015年度に設備投資の「計画有り」とした企業は
130社、回答企業 263社のうち 49.4％で、前年調査
（2014年1月実施）と比べ6.0ポイント減少した。２年連
続の減少となり、設備投資に慎重となる企業が増えて
いる。消費増税後の消費低迷が長引き、先行きの業況
に見極めがつきにくくなっていることなどが影響したと
みられる。
業種別にみると、「計画有り」とした企業は製造業が
55.1％（前年比▲7.9ポイント）、非製造業は46.1％
（同▲5.0ポイント）となり、前年調査と比べ製造業、非
製造業ともに減少となった。
「計画有り」とした企業割合が高い業種は、「鉄鋼」、
「非鉄金属」が100.0％、「化学」が85.7％、「輸送機
械」、「運輸・倉庫」が80.0％であった。
規模別にみると、「計画有り」とした企業は、大企業

が81.0％（前年比＋11.8ポイント）、中小企業では
46.7％（同▲7.3ポイント）で、大企業は増加となった
が、中小企業では減少した。

2015年度の設備投資計画額は、当該企業の2014
年度実績見込みに対して▲12.1％と、前年を下回った。
前年調査における2014年度の設備投資計画額が同
▲4.6％であったことと比べて、減少幅はより大きいもの
となった。
設備投資の「計画有り」とする企業割合は前年より
減少となったが、設備投資計画額についても減少し、
県内企業の設備投資意欲には弱さが見られる。
ただ、例年この時期の調査は計画段階のため、のち
に上方修正される傾向があり、減少幅が今後、縮小す
る可能性も考えられる。
業種別にみると、製造業は前年度実績見込み比▲
4.4％と小幅な減少となったが、非製造業は同▲
23.9％と大幅に減少した。
規模別にみると、大企業は前年度実績見込み比▲
0.8％と僅かな減少にとどまった。一方、中小企業は同
▲23.2％と大幅な減少となった。

設備投資を行う理由で最も多かったのは（複数回
答）、前年調査同様「設備更新」で75.4％と7割以上
を占め、以下「技術革新・品質向上に対応」の33.1％、
「コストダウン・合理化に対応」の30.0％、「売上・受注
見通しの好転」の21.5％、「新製品開発に対応」の
19.2％、「親企業からの要請」の6.9％、「公害・環境
問題に対処」の5.4％となった。
前年調査と比べ増加したのは「技術革新・品質向上

に対応」（前年比＋6.4ポイント）、「親企業からの要
請」（同＋6.3ポイント）、「コストダウン・合理化に対応」
（同＋3.3ポイント）などであった。
業種別にみると、製造業では「設備更新」が68.5％

で最も多く、以下「技術革新・品質向上に対応」が
48.1％、「コストダウン・合理化に対応」が42.6％と続
いている。非製造業においても同様に「設備更新」が
80.3％で最も多く、以下「売上・受注見通しの好転」が
25.0％、「技術革新・品質向上に対応」が22.4％と続
いている。

設備投資の対象物件で最も多かったのは（複数回
答）、「生産機械」の46.9％で、以下「建物・構築物」の
36.9％、「情報関連・事務用機器」の34.6％、「車輌運
搬具」の30.0％、「販売機器」の14.6％、「土地」の
10.8％となった。
前年調査と比べ増加したのは「販売機器」（前年
比＋6.1ポイント）で、減少で目立ったものは特にな
かった。
業種別にみると、製造業は「生産機械」が85.2％

で最も多く、以下「情報関連・事務用機器」が38.9％、
「建物・構築物」が24.1％、「車輌運搬具」が9.3％の
順となった。非製造業では「建物・構築物」が46.1％
で最も多く、以下「車輌運搬具」が44.7％、「情報関
連・事務用機器」が31.6％、「販売機器」が23.7％と
なった。 （辻　和）
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県内企業は設備投資に慎重な姿勢
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これに対し、埼玉県の雇用者数は、2002年度の
前年比＋0.1％以降、2011年度の同＋0.0％まで、
大きな変動がなく、ほぼ横ばい水準で推移してきた。
足元では、ごく緩やかに伸びが鈍化しているものの、
雇用者数は、埼玉県の県民雇用者報酬の変動にほ
とんど影響を及ぼしていない。
一方、一人当たり県民雇用者報酬の推移をみる

県民雇用者報酬は、雇用者が働いた場所により、
県内で働いた県内雇用者報酬と、県外からの雇用
者報酬の純受取（県外で働いて得た雇用者報酬―
県外へ支払った雇用者報酬）に分けられる。
2012年度の埼玉県の一人当たり県民雇用者報
酬が、4,674千円であるのに対して、一人当たり県
内雇用者報酬は、4,236千円にとどまっている。
これは、埼玉県の県民雇用者報酬には、賃金水
準の高い東京都内で働く、いわゆる埼玉都民が受
け取った雇用者報酬が含まれ、一人当たり県民雇用
者報酬が引き上げられているためだ。
しかし、埼玉県外で就業する15歳以上人口の推
移をみると、1990年に99.8万人いた県外就業者
のうち、東京都で勤務する、いわゆる埼玉都民は
93.0万人を占めていたが、1995年に100.0万人ま
で増加した後は徐々に減少し、2000年に94.6万人、
2005年に89.6万人、2010年には84.1万人となっ
た（注）。この間、その他の道府県における就業者数
は、1990年の6.8万人から2010年の10.2万人に
増加している。

こうした結果、県外から受け取る埼玉県の雇用者
報酬の額も、2002年度には6.2兆円だったが、
2012年度には5.6兆円まで減少してきた。

埼玉県の雇用者は、団塊の世代の埼玉都民がリ
タイアするなかでも、県内の労働力によってカバー
され、その数は、ほぼ横ばい水準で維持されてきた。
しかし、中小企業比率が高いこともあって、県内で
新たに雇用される人は、都内に比べ総じて賃金水
準が低く抑えられている。これが埼玉県の一人当た
り県民雇用者報酬の減少の一因と考えられる。
また、近年は全国的に非正規雇用者の比率が高
まっているが、埼玉県は、全国と比べても、その比率
が高めに推移してきた。非正規雇用者の賃金水準
は、正規雇用者に比べて低いことから、これも埼玉
県の一人当たり雇用者報酬の水準を引き下げる方
向に働いている。これらをごく単純化すると、埼玉都
民から県内非正規雇用者への代替という流れが生
じていたとみることもできよう。
埼玉都民は、埼玉県経済を特徴づける存在の一

つであり、その動向は、県経済に様々な影響をもた
らしてきた。しかし、足元では、都内・埼玉県ともに、
雇用情勢は改善傾向にあり、今後、企業の正規雇
用者採用の姿勢が強まるようだと、埼玉都民の動き
にも、変化が生じる可能性がある。
県民雇用者報酬の今後を考えるにあたっては、こ

れまで以上に、埼玉都民の動向に注目していく必要
があるだろう。 （井上博夫）

埼玉県の個人消費（＝民間最終消費支出）は、
「県内総生産（支出側）」に占める割合が最も高く、
県経済の動向を考える際には、外せない項目の一
つである。この個人消費は、消費税率引き上げのよ
うな制度変更や、株価の上下に伴う金融資産の増
減にも影響されるが、ベースになっているのは県民
雇用者報酬の動きである。
そこで、以下では、個人消費を考える一助とする

ため、埼玉県の県民雇用者報酬の動向について、
概観してみたい。

国の経済成長率は、本来、新たに生み出された
付加価値の合計である国内総生産（＝ＧＤＰ）の伸
び率であらわされるが、一般に経済成長率を説明
する場合には、支出された金額の合計である国内
総生産（支出側）の伸び率を使うことが多い。
これは、生産側の統計がまとまるまでには、ある程
度の時間がかかるのに対し、支出側の統計の発表
は比較的早く、利用しやすいことなどが影響してい
る。当財団が埼玉県の経済見通しを発表する場合
も、県内総生産（支出側）の伸び率を、経済成長率
として推計している。

県内総生産（支出側）は、個人消費、住宅投資、
設備投資、政府消費、公共投資などを合計したもの
だが、2012年度の埼玉県の名目県内総生産（支出
側）20.4兆円のうち、個人消費が16.9兆円を占め
ているように、その割合は最も高く、かつ安定的に
推移している。このため、県経済の動向を考える際
には、外せない項目の一つになっている。

そもそも、個人消費は、個人が食品や服、乗用車
といったモノや、旅行、美容などのサービスに支払っ
た金額を合計したものであり、例えば、人々が財布
のひもを締めていくと、景気にはマイナスに働くこと
になる。ちなみに、個人が購入する住宅に関しては、
金額が特に大きいことなどから、個人消費には含め
ず、住宅投資として別に集計される。
個人がモノやサービスを購入するためには、お金

が必要である。元々、多額の資産を有している人な
ど例外もあるが、多くの場合、人は収入に見合った
額の支出をしていると考えられる。政府が、企業に
賃上げを促すのも、個人の収入を安定的に底上げ
していくことが、デフレから脱し、わが国経済を成長
させるために必要と判断しているからだろう。　
埼玉県における名目個人消費と、サラリーマンの
給料・ボーナスなどを合計した県民雇用者報酬との

関係をみると、その伸び率は、概ね似通った推移を
示していることがわかる。

埼玉県の家計部門の収入である、2012年度の
受取は、23.2兆円となっているが、このうち県民雇
用者報酬は14.8兆円にのぼる。
この県民雇用者報酬のうち、最も多いのが、サラ

リーマンの給料・ボーナスなどにあたる「賃金・俸
給」12.9兆円で、この他、健康保険や厚生年金・適
格退職年金などに対する雇主の負担金である「雇
主の現実社会負担」が1.5兆円、退職一時金などの
「雇主の帰属社会負担」は4千億円となっている。
近年の推移をみると、2001年度に15.1兆円だっ

た埼玉県の県民雇用者報酬は、2002年度から景
気が緩やかに回復するなかでも、ほぼ横ばい水準で
推移していたが、2007年度の15.3兆円を経て、
2008年度には15.5兆円まで増加した。しかし、リー

マン・ショックに伴う景気の急激な悪化を受けて、県
民雇用者報酬は減少に転じ、2012年度には14.8
兆円となっている。
この県民雇用者報酬を内訳別にみると、2001年
度に13.4兆円だった「賃金・俸給」は、2008年度に
13.6兆円まで増加した後、2012年度の12.9兆円
まで減少したが、この間、「雇主の現実社会負担」は、
保険料率の引き上げなどを受けて、2001年度の
1.3兆円から2012年度の1.5兆円まで増加した。
2001年度に4千億円だった「雇主の帰属社会負
担」は、退職者の増加などを受けて、2008・2009
年度に5千億円まで増加したが、2012年度には4千
億円に戻っている。

埼玉県の県民雇用者報酬の伸び率を、全国と比
較すると、2002年度から2010年度まで、ほとんど
の年で埼玉県が全国を上回ってきたが、近年はそ
の差が縮小し、2011年度には両者が逆転した。
そこで、県民雇用者報酬を、県民雇用者数と一人
当たり県民雇用者報酬に分けてみてみると、全国の
雇用者数は、景気の底だった2002年度の前年比
▲0.8％から2007年度の同＋0.4％まで回復した後、
2009年度には同▲0.7％へ低下した。足元では再
び持ち直しつつあるものの、2011年度でも同▲
0.4％と、依然として前年を下回っている。

と、2006年度を除き、2002年度から2008年度ま
で埼玉県が全国の伸びを上回っていたが、2009年
度以降は、埼玉県と全国がほぼ同じ水準となり、
2011年度には埼玉県が全国を下回った。
すなわち、埼玉県では、団塊の世代の雇用者がリ

タイアするなかでも、県民雇用者の数は全国より高
めに維持されてきたが、一人当たり県民雇用者報酬
は、近年伸びが低下しており、雇用者の中身になん
らかの変化がみられる。

2011年度の一人当たり県民雇用者報酬を都道
府県別にみてみると、圧倒的に高いのが、東京都の
6,385千円で、以下、大阪府の5,291千円、神奈川
県の5,014千円、奈良県の4,817千円、栃木県の
4,769千円、千葉県の4,692千円と続いており、埼
玉県は全国7位の4,650千円となっている。
東京都はもちろんだが、近畿地方で大阪府、中部
地方で愛知県など、各地方の中心的な都道府県の
一人当たり県民雇用者報酬が高く、賃金・俸給の比
較的高い大企業の多さが寄与していると思われる。
なお、東京都の一人当たり県民雇用者報酬が飛
び抜けて高く、雇用者の数も多いことから、全国平
均が引き上げられており、埼玉県を含む41道府県
で、全国平均の4,677千円を下回っている。

アンケート調査①

埼玉県内設備投資動向調査

2015年1月中旬実施。対象企業数1,004社、
回答企業数263社。回答率26.2％。

設備投資計画の有無 設備投資計画額 設備投資理由 設備投資対象物件
2015年度に設備投資の「計画有り」とした企業は
130社、回答企業 263社のうち 49.4％で、前年調査
（2014年1月実施）と比べ6.0ポイント減少した。２年連
続の減少となり、設備投資に慎重となる企業が増えて
いる。消費増税後の消費低迷が長引き、先行きの業況
に見極めがつきにくくなっていることなどが影響したと
みられる。
業種別にみると、「計画有り」とした企業は製造業が
55.1％（前年比▲7.9ポイント）、非製造業は46.1％
（同▲5.0ポイント）となり、前年調査と比べ製造業、非
製造業ともに減少となった。
「計画有り」とした企業割合が高い業種は、「鉄鋼」、
「非鉄金属」が100.0％、「化学」が85.7％、「輸送機
械」、「運輸・倉庫」が80.0％であった。
規模別にみると、「計画有り」とした企業は、大企業

が81.0％（前年比＋11.8ポイント）、中小企業では
46.7％（同▲7.3ポイント）で、大企業は増加となった
が、中小企業では減少した。

2015年度の設備投資計画額は、当該企業の2014
年度実績見込みに対して▲12.1％と、前年を下回った。
前年調査における2014年度の設備投資計画額が同
▲4.6％であったことと比べて、減少幅はより大きいもの
となった。
設備投資の「計画有り」とする企業割合は前年より
減少となったが、設備投資計画額についても減少し、
県内企業の設備投資意欲には弱さが見られる。
ただ、例年この時期の調査は計画段階のため、のち
に上方修正される傾向があり、減少幅が今後、縮小す
る可能性も考えられる。
業種別にみると、製造業は前年度実績見込み比▲
4.4％と小幅な減少となったが、非製造業は同▲
23.9％と大幅に減少した。
規模別にみると、大企業は前年度実績見込み比▲
0.8％と僅かな減少にとどまった。一方、中小企業は同
▲23.2％と大幅な減少となった。

設備投資を行う理由で最も多かったのは（複数回
答）、前年調査同様「設備更新」で75.4％と7割以上
を占め、以下「技術革新・品質向上に対応」の33.1％、
「コストダウン・合理化に対応」の30.0％、「売上・受注
見通しの好転」の21.5％、「新製品開発に対応」の
19.2％、「親企業からの要請」の6.9％、「公害・環境
問題に対処」の5.4％となった。
前年調査と比べ増加したのは「技術革新・品質向上

に対応」（前年比＋6.4ポイント）、「親企業からの要
請」（同＋6.3ポイント）、「コストダウン・合理化に対応」
（同＋3.3ポイント）などであった。
業種別にみると、製造業では「設備更新」が68.5％

で最も多く、以下「技術革新・品質向上に対応」が
48.1％、「コストダウン・合理化に対応」が42.6％と続
いている。非製造業においても同様に「設備更新」が
80.3％で最も多く、以下「売上・受注見通しの好転」が
25.0％、「技術革新・品質向上に対応」が22.4％と続
いている。

設備投資の対象物件で最も多かったのは（複数回
答）、「生産機械」の46.9％で、以下「建物・構築物」の
36.9％、「情報関連・事務用機器」の34.6％、「車輌運
搬具」の30.0％、「販売機器」の14.6％、「土地」の
10.8％となった。
前年調査と比べ増加したのは「販売機器」（前年
比＋6.1ポイント）で、減少で目立ったものは特にな
かった。
業種別にみると、製造業は「生産機械」が85.2％

で最も多く、以下「情報関連・事務用機器」が38.9％、
「建物・構築物」が24.1％、「車輌運搬具」が9.3％の
順となった。非製造業では「建物・構築物」が46.1％
で最も多く、以下「車輌運搬具」が44.7％、「情報関
連・事務用機器」が31.6％、「販売機器」が23.7％と
なった。 （辻　和）
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●過去10年間の設備投資「計画有り」の企業割合の推移
(%)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
（年度）

全産業

  製造業

  非製造業

  大企業

  中小企業

回答企業数 2014年度
実績見込み

2015年度
計画 前年比
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●設備投資計画額 （単位：社、百万円、%）

30

35

40

45

50

55

60

65

53.0

56.1
55.4

39.1
40.3

49.4

49.6

54.2

59.6

55.4

※毎年1月調査の計数

県内企業は設備投資に慎重な姿勢
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これに対し、埼玉県の雇用者数は、2002年度の
前年比＋0.1％以降、2011年度の同＋0.0％まで、
大きな変動がなく、ほぼ横ばい水準で推移してきた。
足元では、ごく緩やかに伸びが鈍化しているものの、
雇用者数は、埼玉県の県民雇用者報酬の変動にほ
とんど影響を及ぼしていない。
一方、一人当たり県民雇用者報酬の推移をみる

県民雇用者報酬は、雇用者が働いた場所により、
県内で働いた県内雇用者報酬と、県外からの雇用
者報酬の純受取（県外で働いて得た雇用者報酬―
県外へ支払った雇用者報酬）に分けられる。
2012年度の埼玉県の一人当たり県民雇用者報
酬が、4,674千円であるのに対して、一人当たり県
内雇用者報酬は、4,236千円にとどまっている。
これは、埼玉県の県民雇用者報酬には、賃金水
準の高い東京都内で働く、いわゆる埼玉都民が受
け取った雇用者報酬が含まれ、一人当たり県民雇用
者報酬が引き上げられているためだ。
しかし、埼玉県外で就業する15歳以上人口の推
移をみると、1990年に99.8万人いた県外就業者
のうち、東京都で勤務する、いわゆる埼玉都民は
93.0万人を占めていたが、1995年に100.0万人ま
で増加した後は徐々に減少し、2000年に94.6万人、
2005年に89.6万人、2010年には84.1万人となっ
た（注）。この間、その他の道府県における就業者数
は、1990年の6.8万人から2010年の10.2万人に
増加している。

こうした結果、県外から受け取る埼玉県の雇用者
報酬の額も、2002年度には6.2兆円だったが、
2012年度には5.6兆円まで減少してきた。

埼玉県の雇用者は、団塊の世代の埼玉都民がリ
タイアするなかでも、県内の労働力によってカバー
され、その数は、ほぼ横ばい水準で維持されてきた。
しかし、中小企業比率が高いこともあって、県内で
新たに雇用される人は、都内に比べ総じて賃金水
準が低く抑えられている。これが埼玉県の一人当た
り県民雇用者報酬の減少の一因と考えられる。
また、近年は全国的に非正規雇用者の比率が高
まっているが、埼玉県は、全国と比べても、その比率
が高めに推移してきた。非正規雇用者の賃金水準
は、正規雇用者に比べて低いことから、これも埼玉
県の一人当たり雇用者報酬の水準を引き下げる方
向に働いている。これらをごく単純化すると、埼玉都
民から県内非正規雇用者への代替という流れが生
じていたとみることもできよう。
埼玉都民は、埼玉県経済を特徴づける存在の一

つであり、その動向は、県経済に様々な影響をもた
らしてきた。しかし、足元では、都内・埼玉県ともに、
雇用情勢は改善傾向にあり、今後、企業の正規雇
用者採用の姿勢が強まるようだと、埼玉都民の動き
にも、変化が生じる可能性がある。
県民雇用者報酬の今後を考えるにあたっては、こ

れまで以上に、埼玉都民の動向に注目していく必要
があるだろう。 （井上博夫）

2015年の売上・利益の見通し、価格動向、経営上
の重要施策などについて県内企業にアンケート調査
を実施した。

売上・利益の見通し
2015年（年間、以下同じ）の売上の見通しについて

たずねたところ、「増加する」13.3％、「やや増加する」
31.5％、「変わらない」27.0％、「やや減少する」
23.0％、「減少する」5.2％となった。
「増加する」と「やや増加する」を合わせると44.8％
の企業で売上が増加するとし、「減少する」と「やや減
少する」を合わせた28.2％を大きく上回っている。消
費税引き上げの影響もあった2014年に比べ売上は
増加するとみるところが多い。
業種別にみても、「増加する」、「やや増加する」と

みる企業は製造業で44.4％、非製造業で45.0％とい
ずれも増加を見込むところが多く業種別で大きな差は
みられない。

利益については、「増加する」10.0％、「やや増加す
る」30.0％、「変わらない」30.0％、「やや減少する」
22.2％、「減少する」7.8％となった。
「増加する」と「やや増加する」を合わせると40.0％
の企業で利益が増加するとし、「減少する」と「やや減
少する」を合わせた30％を上回っている。
業種別にみても、「増加する」、「やや増加する」と

みる企業は製造業で41.4％、非製造業で39.2％と
いずれも増加を見込むところが多く業種別で大きな差
はみられない。

販売価格・仕入価格の見通し
2015年の販売価格（製品、商品、サービスなど）に

ついては、「上昇する」4.5％、「やや上昇する」22.3％、
「横ばい」57.6％、「やや低下する」14.9％、「低下す
る」0.7％となった。「上昇する」と「やや上昇する」を
合わせると26.8％の企業で販売価格は上昇するとし、
「低下する」と「やや低下する」を合わせた15.6％を
上回っているが、「横ばい」が６割近くを占めており、販
売価格については慎重な見方が多い。

仕入価格（原材料、仕入商品など）については、「上
昇する」7.5％、「やや上昇する」44.4％、「横ばい」
39.2％、「やや低下する」8.2％、「低下する」0.7％と

なった。「上昇する」と「やや上昇する」を合わせると
51.9％の企業で仕入価格は上昇するとしており、販売
価格が上昇するとした26.8％を上回っている。価格面
からみると2015年について、仕入価格の上昇を販売
価格の上昇でカバーするのが難しいとみる企業が多い。
なお、業種別では販売価格、仕入価格とも業種によ

る大きな違いはみられない。

経営に影響を与える懸念事項
2015年において経営に影響を与える懸念事項とし

ては（複数回答）、「国内景気失速」が最も多く50.6％、
次いで「原材料価格等の上昇」47.6％、「価格競争の
激化」43.9％、「人手不足」42.4％、「消費の落ち込
み」42.1％、「運送費、燃料費など諸経費の上昇」
25.5％、「為替変動」12.5％、「海外経済の悪化」

7.4％となった。
「国内景気失速」とするところが最も多いが、「原材
料価格等の上昇」が２番目に多く、円安の影響もあり
原材料価格の動向を懸念するところも多い。
業種別では、「原材料価格等の上昇」、「為替変動」、

「海外経済の悪化」などで製造業が非製造業に比べ多
く、「人手不足」、「国内景気失速」、「消費の落ち込み」
などで非製造業が製造業に比べ多くなっている。

経営に関する重要施策
2015年における経営に関する重要施策としては

（複数回答）、「営業力強化」が最も多く61.3％、次い
で「人材確保、人材育成」59.8％、「コスト削減」
38.7％、「顧客開拓、顧客満足度の向上」34.7％、
「新規事業開拓」28.4％、「生産性向上」23.6％、「商
品開発、技術開発」22.5％、「営業地域の拡大」
7.4％、「設備投資」7.0％となった。
業種別では、「生産性向上」、「商品開発、技術開
発」などで製造業が非製造業に比べ多く、「人材確保、
人材育成」、「顧客開拓、顧客満足度の向上」などで
非製造業が製造業に比べ多くなっている。 （吉嶺暢嗣）

2015年１月中旬実施。対象企業数1,004社。
回答企業数272社。回答率27.1％。

アンケート調査②

埼玉県内企業の2015年経営 見通し

●経営に影響を与える懸念事項（複数回答）
全産業 製造業 非製造業

国内景気失速
原材料価格等の上昇
価格競争の激化
人手不足
消費の落ち込み
運送費、燃料費など諸経費の上昇
為替変動
海外経済の悪化
特にない
その他

50.6
47.6
43.9
42.4
42.1
25.5
12.5
7.4
0.7
3.0

48.0
62.0
43.0
27.0
40.0
24.0
20.0
15.0
1.0
3.0

52.0
39.2
44.4
51.5
43.3
26.3
8.2
2.9
0.6
2.9

単位：％ ●経営に関する重要施策（複数回答）
全産業 製造業 非製造業

営業力強化
人材確保、人材育成
コスト削減
顧客開拓、顧客満足度の向上
新規事業開拓
生産性向上
商品開発、技術開発
営業地域の拡大
設備投資
その他

61.3
59.8
38.7
34.7
28.4
23.6
22.5
7.4
7.0
1.1

55.0
41.0
40.0
24.0
38.0
40.0
41.0
5.0
4.0
1.0

64.9
70.8
38.0
40.9
22.8
14.0
11.7
8.8
8.8
1.2

単位：％

埼玉県の個人消費（＝民間最終消費支出）は、
「県内総生産（支出側）」に占める割合が最も高く、
県経済の動向を考える際には、外せない項目の一
つである。この個人消費は、消費税率引き上げのよ
うな制度変更や、株価の上下に伴う金融資産の増
減にも影響されるが、ベースになっているのは県民
雇用者報酬の動きである。
そこで、以下では、個人消費を考える一助とする

ため、埼玉県の県民雇用者報酬の動向について、
概観してみたい。

国の経済成長率は、本来、新たに生み出された
付加価値の合計である国内総生産（＝ＧＤＰ）の伸
び率であらわされるが、一般に経済成長率を説明
する場合には、支出された金額の合計である国内
総生産（支出側）の伸び率を使うことが多い。
これは、生産側の統計がまとまるまでには、ある程
度の時間がかかるのに対し、支出側の統計の発表
は比較的早く、利用しやすいことなどが影響してい
る。当財団が埼玉県の経済見通しを発表する場合
も、県内総生産（支出側）の伸び率を、経済成長率
として推計している。

県内総生産（支出側）は、個人消費、住宅投資、
設備投資、政府消費、公共投資などを合計したもの
だが、2012年度の埼玉県の名目県内総生産（支出
側）20.4兆円のうち、個人消費が16.9兆円を占め
ているように、その割合は最も高く、かつ安定的に
推移している。このため、県経済の動向を考える際
には、外せない項目の一つになっている。

そもそも、個人消費は、個人が食品や服、乗用車
といったモノや、旅行、美容などのサービスに支払っ
た金額を合計したものであり、例えば、人々が財布
のひもを締めていくと、景気にはマイナスに働くこと
になる。ちなみに、個人が購入する住宅に関しては、
金額が特に大きいことなどから、個人消費には含め
ず、住宅投資として別に集計される。
個人がモノやサービスを購入するためには、お金

が必要である。元々、多額の資産を有している人な
ど例外もあるが、多くの場合、人は収入に見合った
額の支出をしていると考えられる。政府が、企業に
賃上げを促すのも、個人の収入を安定的に底上げ
していくことが、デフレから脱し、わが国経済を成長
させるために必要と判断しているからだろう。　
埼玉県における名目個人消費と、サラリーマンの
給料・ボーナスなどを合計した県民雇用者報酬との

関係をみると、その伸び率は、概ね似通った推移を
示していることがわかる。

埼玉県の家計部門の収入である、2012年度の
受取は、23.2兆円となっているが、このうち県民雇
用者報酬は14.8兆円にのぼる。
この県民雇用者報酬のうち、最も多いのが、サラ

リーマンの給料・ボーナスなどにあたる「賃金・俸
給」12.9兆円で、この他、健康保険や厚生年金・適
格退職年金などに対する雇主の負担金である「雇
主の現実社会負担」が1.5兆円、退職一時金などの
「雇主の帰属社会負担」は4千億円となっている。
近年の推移をみると、2001年度に15.1兆円だっ

た埼玉県の県民雇用者報酬は、2002年度から景
気が緩やかに回復するなかでも、ほぼ横ばい水準で
推移していたが、2007年度の15.3兆円を経て、
2008年度には15.5兆円まで増加した。しかし、リー

マン・ショックに伴う景気の急激な悪化を受けて、県
民雇用者報酬は減少に転じ、2012年度には14.8
兆円となっている。
この県民雇用者報酬を内訳別にみると、2001年
度に13.4兆円だった「賃金・俸給」は、2008年度に
13.6兆円まで増加した後、2012年度の12.9兆円
まで減少したが、この間、「雇主の現実社会負担」は、
保険料率の引き上げなどを受けて、2001年度の
1.3兆円から2012年度の1.5兆円まで増加した。
2001年度に4千億円だった「雇主の帰属社会負
担」は、退職者の増加などを受けて、2008・2009
年度に5千億円まで増加したが、2012年度には4千
億円に戻っている。

埼玉県の県民雇用者報酬の伸び率を、全国と比
較すると、2002年度から2010年度まで、ほとんど
の年で埼玉県が全国を上回ってきたが、近年はそ
の差が縮小し、2011年度には両者が逆転した。
そこで、県民雇用者報酬を、県民雇用者数と一人
当たり県民雇用者報酬に分けてみてみると、全国の
雇用者数は、景気の底だった2002年度の前年比
▲0.8％から2007年度の同＋0.4％まで回復した後、
2009年度には同▲0.7％へ低下した。足元では再
び持ち直しつつあるものの、2011年度でも同▲
0.4％と、依然として前年を下回っている。

と、2006年度を除き、2002年度から2008年度ま
で埼玉県が全国の伸びを上回っていたが、2009年
度以降は、埼玉県と全国がほぼ同じ水準となり、
2011年度には埼玉県が全国を下回った。
すなわち、埼玉県では、団塊の世代の雇用者がリ

タイアするなかでも、県民雇用者の数は全国より高
めに維持されてきたが、一人当たり県民雇用者報酬
は、近年伸びが低下しており、雇用者の中身になん
らかの変化がみられる。

2011年度の一人当たり県民雇用者報酬を都道
府県別にみてみると、圧倒的に高いのが、東京都の
6,385千円で、以下、大阪府の5,291千円、神奈川
県の5,014千円、奈良県の4,817千円、栃木県の
4,769千円、千葉県の4,692千円と続いており、埼
玉県は全国7位の4,650千円となっている。
東京都はもちろんだが、近畿地方で大阪府、中部
地方で愛知県など、各地方の中心的な都道府県の
一人当たり県民雇用者報酬が高く、賃金・俸給の比
較的高い大企業の多さが寄与していると思われる。
なお、東京都の一人当たり県民雇用者報酬が飛
び抜けて高く、雇用者の数も多いことから、全国平
均が引き上げられており、埼玉県を含む41道府県
で、全国平均の4,677千円を下回っている。

製造業全産業 非製造業
●売上の見通し
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これに対し、埼玉県の雇用者数は、2002年度の
前年比＋0.1％以降、2011年度の同＋0.0％まで、
大きな変動がなく、ほぼ横ばい水準で推移してきた。
足元では、ごく緩やかに伸びが鈍化しているものの、
雇用者数は、埼玉県の県民雇用者報酬の変動にほ
とんど影響を及ぼしていない。
一方、一人当たり県民雇用者報酬の推移をみる

県民雇用者報酬は、雇用者が働いた場所により、
県内で働いた県内雇用者報酬と、県外からの雇用
者報酬の純受取（県外で働いて得た雇用者報酬―
県外へ支払った雇用者報酬）に分けられる。
2012年度の埼玉県の一人当たり県民雇用者報
酬が、4,674千円であるのに対して、一人当たり県
内雇用者報酬は、4,236千円にとどまっている。
これは、埼玉県の県民雇用者報酬には、賃金水
準の高い東京都内で働く、いわゆる埼玉都民が受
け取った雇用者報酬が含まれ、一人当たり県民雇用
者報酬が引き上げられているためだ。
しかし、埼玉県外で就業する15歳以上人口の推
移をみると、1990年に99.8万人いた県外就業者
のうち、東京都で勤務する、いわゆる埼玉都民は
93.0万人を占めていたが、1995年に100.0万人ま
で増加した後は徐々に減少し、2000年に94.6万人、
2005年に89.6万人、2010年には84.1万人となっ
た（注）。この間、その他の道府県における就業者数
は、1990年の6.8万人から2010年の10.2万人に
増加している。

こうした結果、県外から受け取る埼玉県の雇用者
報酬の額も、2002年度には6.2兆円だったが、
2012年度には5.6兆円まで減少してきた。

埼玉県の雇用者は、団塊の世代の埼玉都民がリ
タイアするなかでも、県内の労働力によってカバー
され、その数は、ほぼ横ばい水準で維持されてきた。
しかし、中小企業比率が高いこともあって、県内で
新たに雇用される人は、都内に比べ総じて賃金水
準が低く抑えられている。これが埼玉県の一人当た
り県民雇用者報酬の減少の一因と考えられる。
また、近年は全国的に非正規雇用者の比率が高
まっているが、埼玉県は、全国と比べても、その比率
が高めに推移してきた。非正規雇用者の賃金水準
は、正規雇用者に比べて低いことから、これも埼玉
県の一人当たり雇用者報酬の水準を引き下げる方
向に働いている。これらをごく単純化すると、埼玉都
民から県内非正規雇用者への代替という流れが生
じていたとみることもできよう。
埼玉都民は、埼玉県経済を特徴づける存在の一

つであり、その動向は、県経済に様々な影響をもた
らしてきた。しかし、足元では、都内・埼玉県ともに、
雇用情勢は改善傾向にあり、今後、企業の正規雇
用者採用の姿勢が強まるようだと、埼玉都民の動き
にも、変化が生じる可能性がある。
県民雇用者報酬の今後を考えるにあたっては、こ

れまで以上に、埼玉都民の動向に注目していく必要
があるだろう。 （井上博夫）

2015年の売上・利益の見通し、価格動向、経営上
の重要施策などについて県内企業にアンケート調査
を実施した。

売上・利益の見通し
2015年（年間、以下同じ）の売上の見通しについて

たずねたところ、「増加する」13.3％、「やや増加する」
31.5％、「変わらない」27.0％、「やや減少する」
23.0％、「減少する」5.2％となった。
「増加する」と「やや増加する」を合わせると44.8％
の企業で売上が増加するとし、「減少する」と「やや減
少する」を合わせた28.2％を大きく上回っている。消
費税引き上げの影響もあった2014年に比べ売上は
増加するとみるところが多い。
業種別にみても、「増加する」、「やや増加する」と

みる企業は製造業で44.4％、非製造業で45.0％とい
ずれも増加を見込むところが多く業種別で大きな差は
みられない。

利益については、「増加する」10.0％、「やや増加す
る」30.0％、「変わらない」30.0％、「やや減少する」
22.2％、「減少する」7.8％となった。
「増加する」と「やや増加する」を合わせると40.0％
の企業で利益が増加するとし、「減少する」と「やや減
少する」を合わせた30％を上回っている。
業種別にみても、「増加する」、「やや増加する」と

みる企業は製造業で41.4％、非製造業で39.2％と
いずれも増加を見込むところが多く業種別で大きな差
はみられない。

販売価格・仕入価格の見通し
2015年の販売価格（製品、商品、サービスなど）に

ついては、「上昇する」4.5％、「やや上昇する」22.3％、
「横ばい」57.6％、「やや低下する」14.9％、「低下す
る」0.7％となった。「上昇する」と「やや上昇する」を
合わせると26.8％の企業で販売価格は上昇するとし、
「低下する」と「やや低下する」を合わせた15.6％を
上回っているが、「横ばい」が６割近くを占めており、販
売価格については慎重な見方が多い。

仕入価格（原材料、仕入商品など）については、「上
昇する」7.5％、「やや上昇する」44.4％、「横ばい」
39.2％、「やや低下する」8.2％、「低下する」0.7％と

なった。「上昇する」と「やや上昇する」を合わせると
51.9％の企業で仕入価格は上昇するとしており、販売
価格が上昇するとした26.8％を上回っている。価格面
からみると2015年について、仕入価格の上昇を販売
価格の上昇でカバーするのが難しいとみる企業が多い。
なお、業種別では販売価格、仕入価格とも業種によ

る大きな違いはみられない。

経営に影響を与える懸念事項
2015年において経営に影響を与える懸念事項とし

ては（複数回答）、「国内景気失速」が最も多く50.6％、
次いで「原材料価格等の上昇」47.6％、「価格競争の
激化」43.9％、「人手不足」42.4％、「消費の落ち込
み」42.1％、「運送費、燃料費など諸経費の上昇」
25.5％、「為替変動」12.5％、「海外経済の悪化」

7.4％となった。
「国内景気失速」とするところが最も多いが、「原材
料価格等の上昇」が２番目に多く、円安の影響もあり
原材料価格の動向を懸念するところも多い。
業種別では、「原材料価格等の上昇」、「為替変動」、

「海外経済の悪化」などで製造業が非製造業に比べ多
く、「人手不足」、「国内景気失速」、「消費の落ち込み」
などで非製造業が製造業に比べ多くなっている。

経営に関する重要施策
2015年における経営に関する重要施策としては

（複数回答）、「営業力強化」が最も多く61.3％、次い
で「人材確保、人材育成」59.8％、「コスト削減」
38.7％、「顧客開拓、顧客満足度の向上」34.7％、
「新規事業開拓」28.4％、「生産性向上」23.6％、「商
品開発、技術開発」22.5％、「営業地域の拡大」
7.4％、「設備投資」7.0％となった。
業種別では、「生産性向上」、「商品開発、技術開
発」などで製造業が非製造業に比べ多く、「人材確保、
人材育成」、「顧客開拓、顧客満足度の向上」などで
非製造業が製造業に比べ多くなっている。 （吉嶺暢嗣）

2015年１月中旬実施。対象企業数1,004社。
回答企業数272社。回答率27.1％。

アンケート調査②

埼玉県内企業の2015年経営 見通し

●経営に影響を与える懸念事項（複数回答）
全産業 製造業 非製造業

国内景気失速
原材料価格等の上昇
価格競争の激化
人手不足
消費の落ち込み
運送費、燃料費など諸経費の上昇
為替変動
海外経済の悪化
特にない
その他

50.6
47.6
43.9
42.4
42.1
25.5
12.5
7.4
0.7
3.0

48.0
62.0
43.0
27.0
40.0
24.0
20.0
15.0
1.0
3.0

52.0
39.2
44.4
51.5
43.3
26.3
8.2
2.9
0.6
2.9

単位：％ ●経営に関する重要施策（複数回答）
全産業 製造業 非製造業

営業力強化
人材確保、人材育成
コスト削減
顧客開拓、顧客満足度の向上
新規事業開拓
生産性向上
商品開発、技術開発
営業地域の拡大
設備投資
その他

61.3
59.8
38.7
34.7
28.4
23.6
22.5
7.4
7.0
1.1

55.0
41.0
40.0
24.0
38.0
40.0
41.0
5.0
4.0
1.0

64.9
70.8
38.0
40.9
22.8
14.0
11.7
8.8
8.8
1.2

単位：％

埼玉県の個人消費（＝民間最終消費支出）は、
「県内総生産（支出側）」に占める割合が最も高く、
県経済の動向を考える際には、外せない項目の一
つである。この個人消費は、消費税率引き上げのよ
うな制度変更や、株価の上下に伴う金融資産の増
減にも影響されるが、ベースになっているのは県民
雇用者報酬の動きである。
そこで、以下では、個人消費を考える一助とする

ため、埼玉県の県民雇用者報酬の動向について、
概観してみたい。

国の経済成長率は、本来、新たに生み出された
付加価値の合計である国内総生産（＝ＧＤＰ）の伸
び率であらわされるが、一般に経済成長率を説明
する場合には、支出された金額の合計である国内
総生産（支出側）の伸び率を使うことが多い。
これは、生産側の統計がまとまるまでには、ある程
度の時間がかかるのに対し、支出側の統計の発表
は比較的早く、利用しやすいことなどが影響してい
る。当財団が埼玉県の経済見通しを発表する場合
も、県内総生産（支出側）の伸び率を、経済成長率
として推計している。

県内総生産（支出側）は、個人消費、住宅投資、
設備投資、政府消費、公共投資などを合計したもの
だが、2012年度の埼玉県の名目県内総生産（支出
側）20.4兆円のうち、個人消費が16.9兆円を占め
ているように、その割合は最も高く、かつ安定的に
推移している。このため、県経済の動向を考える際
には、外せない項目の一つになっている。

そもそも、個人消費は、個人が食品や服、乗用車
といったモノや、旅行、美容などのサービスに支払っ
た金額を合計したものであり、例えば、人々が財布
のひもを締めていくと、景気にはマイナスに働くこと
になる。ちなみに、個人が購入する住宅に関しては、
金額が特に大きいことなどから、個人消費には含め
ず、住宅投資として別に集計される。
個人がモノやサービスを購入するためには、お金

が必要である。元々、多額の資産を有している人な
ど例外もあるが、多くの場合、人は収入に見合った
額の支出をしていると考えられる。政府が、企業に
賃上げを促すのも、個人の収入を安定的に底上げ
していくことが、デフレから脱し、わが国経済を成長
させるために必要と判断しているからだろう。　
埼玉県における名目個人消費と、サラリーマンの
給料・ボーナスなどを合計した県民雇用者報酬との

関係をみると、その伸び率は、概ね似通った推移を
示していることがわかる。

埼玉県の家計部門の収入である、2012年度の
受取は、23.2兆円となっているが、このうち県民雇
用者報酬は14.8兆円にのぼる。
この県民雇用者報酬のうち、最も多いのが、サラ

リーマンの給料・ボーナスなどにあたる「賃金・俸
給」12.9兆円で、この他、健康保険や厚生年金・適
格退職年金などに対する雇主の負担金である「雇
主の現実社会負担」が1.5兆円、退職一時金などの
「雇主の帰属社会負担」は4千億円となっている。
近年の推移をみると、2001年度に15.1兆円だっ

た埼玉県の県民雇用者報酬は、2002年度から景
気が緩やかに回復するなかでも、ほぼ横ばい水準で
推移していたが、2007年度の15.3兆円を経て、
2008年度には15.5兆円まで増加した。しかし、リー

マン・ショックに伴う景気の急激な悪化を受けて、県
民雇用者報酬は減少に転じ、2012年度には14.8
兆円となっている。
この県民雇用者報酬を内訳別にみると、2001年
度に13.4兆円だった「賃金・俸給」は、2008年度に
13.6兆円まで増加した後、2012年度の12.9兆円
まで減少したが、この間、「雇主の現実社会負担」は、
保険料率の引き上げなどを受けて、2001年度の
1.3兆円から2012年度の1.5兆円まで増加した。
2001年度に4千億円だった「雇主の帰属社会負
担」は、退職者の増加などを受けて、2008・2009
年度に5千億円まで増加したが、2012年度には4千
億円に戻っている。

埼玉県の県民雇用者報酬の伸び率を、全国と比
較すると、2002年度から2010年度まで、ほとんど
の年で埼玉県が全国を上回ってきたが、近年はそ
の差が縮小し、2011年度には両者が逆転した。
そこで、県民雇用者報酬を、県民雇用者数と一人
当たり県民雇用者報酬に分けてみてみると、全国の
雇用者数は、景気の底だった2002年度の前年比
▲0.8％から2007年度の同＋0.4％まで回復した後、
2009年度には同▲0.7％へ低下した。足元では再
び持ち直しつつあるものの、2011年度でも同▲
0.4％と、依然として前年を下回っている。

と、2006年度を除き、2002年度から2008年度ま
で埼玉県が全国の伸びを上回っていたが、2009年
度以降は、埼玉県と全国がほぼ同じ水準となり、
2011年度には埼玉県が全国を下回った。
すなわち、埼玉県では、団塊の世代の雇用者がリ

タイアするなかでも、県民雇用者の数は全国より高
めに維持されてきたが、一人当たり県民雇用者報酬
は、近年伸びが低下しており、雇用者の中身になん
らかの変化がみられる。

2011年度の一人当たり県民雇用者報酬を都道
府県別にみてみると、圧倒的に高いのが、東京都の
6,385千円で、以下、大阪府の5,291千円、神奈川
県の5,014千円、奈良県の4,817千円、栃木県の
4,769千円、千葉県の4,692千円と続いており、埼
玉県は全国7位の4,650千円となっている。
東京都はもちろんだが、近畿地方で大阪府、中部
地方で愛知県など、各地方の中心的な都道府県の
一人当たり県民雇用者報酬が高く、賃金・俸給の比
較的高い大企業の多さが寄与していると思われる。
なお、東京都の一人当たり県民雇用者報酬が飛
び抜けて高く、雇用者の数も多いことから、全国平
均が引き上げられており、埼玉県を含む41道府県
で、全国平均の4,677千円を下回っている。

製造業全産業 非製造業
●売上の見通し
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埼玉県経済は、持ち直しているものの、一部に弱さが  みられる。

景気動向指数 足踏みを示している

11月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：96.3（前月比＋4.2ポイント）、一致指数：154.4
（同＋4.7ポイント）、遅行指数：95.9（同▲3.2ポイン
ト）となった。
先行指数は3カ月連続で上昇した。
一致指数は2カ月連続の上昇となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比＋4.20ポイント
と、2カ月連続で上昇した。埼玉県は、景気の基調判
断を4カ月連続で「足踏みを示している」としている。
遅行指数は11カ月ぶりに低下した。

個人消費 大型小売店販売が増加

12月の大型小売店販売額は1,143億円、前年比
＋0.6％（既存店）と増加した。業態別では、百貨店
（同＋1.2％）は3カ月ぶりに増加、スーパー（同＋
0.4％）は8カ月連続で増加した。新設店を含む全店
ベースの販売額も同＋2.0％と増加した。
１月の新車販売台数（乗用車）は11,473台、前年
比▲23.5％と6カ月連続で減少した。車種別では普
通乗用車が5,641台（同▲28.0％）、小型乗用車は
5,832台（同▲18.5％）だった。

住 宅 前年を下回る動き続く

12月の新設住宅着工戸数は5,237戸、前年比▲
9.6％と13カ月連続して前年を下回った。消費増税
に伴う駆け込み需要の反動減が続いている。
利用関係別では、分譲住宅が1,848戸（前年比＋
28.2％）と増加したものの、持家が1,373戸（同▲
26.9％）、貸家が2,011戸（同▲18.6％）と減少した。
分譲住宅は、戸建が1,148戸（前年比▲5.7％）と

８カ月連続して減少したが、マンションが679戸（同＋
217.3％）と５カ月連続して増加した。
雇用・所得環境が改善されているものの、建設資
材価格や人件費の上昇などから、弱含みの動きが
続くと見込まれる。

公共工事 ５カ月ぶりに前年を下回る

１月の公共工事請負金額は113億円（前年比▲
42.9％）と、８月以来５カ月ぶりに前年を下回った。た
だ、2014年４月～2015年１月累計では同＋6.2％
と、前年を上回っている。
発注者別では、国（前年比▲69.8％）、独立行政
法人等（同▲61.4％)、埼玉県（同▲42.0％）、市町
村（同▲28.9％）が減少した。
公共工事は、建設資材の値上がりや人手不足が
懸念されること、2014年度予算が早期に執行され
ていることなどから、先行き、弱含みの動きで推移す
るとみられる。

生 産 ２カ月連続して増加

11月の鉱工業指数をみると、生産指数は94.9
（前月比＋0.3％）と、２カ月連続して増加した。
業種別では、輸送機械、化学、情報通信機械など

が減少したものの、業務用機械（前月比＋46.3％）、
生産用機械（同＋43.5％）、電子部品・デバイスなど
が増加した。
在庫指数は前月比▲2.9％の156.5と、２カ月連
続して減少した。業種別では、化学、鉄鋼などが増加
したものの、輸送機械、はん用機械などが減少した。

雇 用 有効求人倍率は0.81倍

12月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.01ポイント上昇して0.81倍となった。　
有効求職者数が83,080人（前年比▲8.2％）と、
55カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
70,976人（同＋7.3％）と、18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
0.05ポイント下降の1.22倍となっている。
12月の有効求人倍率は0.81倍と、４カ月連続で
前月の水準を上回った。県内の雇用情勢は、依然と
して厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きを続
けている。
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埼玉県経済は、持ち直しているものの、一部に弱さが  みられる。

景気動向指数 足踏みを示している

11月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：96.3（前月比＋4.2ポイント）、一致指数：154.4
（同＋4.7ポイント）、遅行指数：95.9（同▲3.2ポイン
ト）となった。
先行指数は3カ月連続で上昇した。
一致指数は2カ月連続の上昇となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比＋4.20ポイント
と、2カ月連続で上昇した。埼玉県は、景気の基調判
断を4カ月連続で「足踏みを示している」としている。
遅行指数は11カ月ぶりに低下した。

個人消費 大型小売店販売が増加

12月の大型小売店販売額は1,143億円、前年比
＋0.6％（既存店）と増加した。業態別では、百貨店
（同＋1.2％）は3カ月ぶりに増加、スーパー（同＋
0.4％）は8カ月連続で増加した。新設店を含む全店
ベースの販売額も同＋2.0％と増加した。
１月の新車販売台数（乗用車）は11,473台、前年
比▲23.5％と6カ月連続で減少した。車種別では普
通乗用車が5,641台（同▲28.0％）、小型乗用車は
5,832台（同▲18.5％）だった。

住 宅 前年を下回る動き続く

12月の新設住宅着工戸数は5,237戸、前年比▲
9.6％と13カ月連続して前年を下回った。消費増税
に伴う駆け込み需要の反動減が続いている。
利用関係別では、分譲住宅が1,848戸（前年比＋
28.2％）と増加したものの、持家が1,373戸（同▲
26.9％）、貸家が2,011戸（同▲18.6％）と減少した。
分譲住宅は、戸建が1,148戸（前年比▲5.7％）と

８カ月連続して減少したが、マンションが679戸（同＋
217.3％）と５カ月連続して増加した。
雇用・所得環境が改善されているものの、建設資
材価格や人件費の上昇などから、弱含みの動きが
続くと見込まれる。

公共工事 ５カ月ぶりに前年を下回る

１月の公共工事請負金額は113億円（前年比▲
42.9％）と、８月以来５カ月ぶりに前年を下回った。た
だ、2014年４月～2015年１月累計では同＋6.2％
と、前年を上回っている。
発注者別では、国（前年比▲69.8％）、独立行政
法人等（同▲61.4％)、埼玉県（同▲42.0％）、市町
村（同▲28.9％）が減少した。
公共工事は、建設資材の値上がりや人手不足が
懸念されること、2014年度予算が早期に執行され
ていることなどから、先行き、弱含みの動きで推移す
るとみられる。

生 産 ２カ月連続して増加

11月の鉱工業指数をみると、生産指数は94.9
（前月比＋0.3％）と、２カ月連続して増加した。
業種別では、輸送機械、化学、情報通信機械など

が減少したものの、業務用機械（前月比＋46.3％）、
生産用機械（同＋43.5％）、電子部品・デバイスなど
が増加した。
在庫指数は前月比▲2.9％の156.5と、２カ月連
続して減少した。業種別では、化学、鉄鋼などが増加
したものの、輸送機械、はん用機械などが減少した。

雇 用 有効求人倍率は0.81倍

12月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.01ポイント上昇して0.81倍となった。　
有効求職者数が83,080人（前年比▲8.2％）と、
55カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
70,976人（同＋7.3％）と、18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
0.05ポイント下降の1.22倍となっている。
12月の有効求人倍率は0.81倍と、４カ月連続で
前月の水準を上回った。県内の雇用情勢は、依然と
して厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きを続
けている。
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月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2015.3埼玉りそな経済情報2015.3

2011年

2012年

2013年

2014年

13年11月

12月

14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

15年  1月

資料出所

129,169

165,110

158,230

156,168

13,278

12,451

14,997

16,219

21,600

8,848

9,954

12,533

13,476

10,036

14,893

11,373

11,257

10,982

11,473

▲ 20.2

27.8

▲ 4.2

▲ 1.3

13.6

20.5

24.7

8.0

12.5

▲ 8.3

▲ 8.2

▲ 3.7

0.3

▲ 6.1

▲ 5.8

▲ 11.2

▲ 15.2

▲ 11.8

▲ 23.5

2,386,036

3,014,651

2,872,111

2,860,472

242,497

223,179

264,278

300,007

417,136

165,486

178,653

229,037

250,689

177,749

268,435

206,683

203,911

198,408

207,635

▲ 18.5

26.3

▲ 4.7

▲ 0.4

13.4

19.8

28.0

14.7

12.8

▲ 11.8

▲ 6.9

▲ 1.8

0.3

▲ 5.9

▲ 5.5
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8,059

6,395

3,199

3,225
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814
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800
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134,377
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172,641

192,037
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0.4

0.6
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3.8
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新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

埼玉県 総務省

全国

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

2011年

2012年

2013年

2014年

13年11月

12月

14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

15年  1月

資料出所

98.5

96.3

93.1

97.5

98.7

106.5

96.2

99.2

96.2

98.4

93.5

94.2

89.7

89.7

94.6

94.9

▲ 1.5

▲ 2.2

▲ 3.3

▲ 1.3

1.2

7.9

▲ 9.7

3.1

▲ 3.0

2.3
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0.7
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0.0
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0.3
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0.6

▲ 0.8

2.0

0.3

0.5
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0.7

▲ 2.8

0.7

▲ 3.4

0.4

▲ 1.9

2.9

0.4

▲ 0.5

0.8

100.8

143.0

112.2

106.5

103.1

107.1

120.6

115.1

113.1

121.3

135.3

143.2

154.8

162.9

161.2

156.5

▲ 14.6

41.9

▲ 21.5

▲ 0.7

▲ 3.2

3.9

12.6

▲ 4.6

▲ 1.7

7.3

11.5

5.8

8.1

5.2

▲ 1.0

▲ 2.9

105.0
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105.7
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105.1
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108.4

110.6
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111.8

111.3

112.5

111.7

2.0

5.2

▲ 4.3

5.9

▲ 1.4

▲ 0.2

▲ 0.4

▲ 0.9

1.4

▲ 0.5

3.0

2.0

0.9

0.9

▲ 0.7

▲ 0.4

1.1

▲ 0.7

2,166

2,705

3,378

3,038

532

251

438

317

326

182

248

303

187

261

142

322

156

155

6.1

24.9

24.9

▲ 10.1

79.8

74.3

66.8

34.6

▲ 27.3

▲ 37.6

▲ 4.9

33.8

▲ 32.1

86.7

▲ 45.1

65.6

▲ 70.6

▲ 38.2

47,254

50,184

55,947

53,818

4,579

4,491

4,657

4,169

4,399

4,836

4,077

5,065

4,732

4,521

4,109

5,460

4,079

3,713

6.1

6.2

11.5

▲ 3.8

11.5

▲ 1.1

19.7

▲ 3.6

▲ 6.4

▲ 4.2

▲ 11.6

4.4

▲ 2.5

▲ 2.0

▲ 20.4

13.3

▲ 10.9

▲ 17.3

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

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

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2011年
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2013年

2014年

13年11月

12月

14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

15年  1月

資料出所

57,767

59,605

63,024

56,504

6,208

5,792

4,990

5,114

4,232

4,708

4,089

4,883

4,745

4,382

4,449

4,678

4,997

5,237

4.3

3.2

5.7

▲ 10.3

43.6

▲ 0.6

▲ 1.6

▲ 6.8

▲ 4.4

▲ 4.3

▲ 10.4

▲ 9.6

▲ 16.8

▲ 8.5

▲ 10.7

▲ 17.5

▲ 19.5

▲ 9.6
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882,797

980,025
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91,475
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69,411
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67,791
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73,771
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2.6

5.8

11.0

▲ 9.0

14.1

18.0

12.3

1.0

▲ 2.9

▲ 3.3

▲ 15.0

▲ 9.5

▲ 14.1

▲ 12.5

▲ 14.3

▲ 12.3

▲ 14.3

▲ 14.7

13.1

13.8

14.5

15.2

15.6

13.8

15.8

16.3

16.7

14.3

14.6

14.7

14.1
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15.3
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▲ 6.8

5.7

5.2

9.4
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2.1
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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

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模３０人以上

2011年

2012年

2013年

2014年

13年11月

12月

14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

15年  1月

資料出所

0.51

0.57

0.62

0.74

0.66

0.69

0.68

0.68

0.70

0.72

0.74

0.74

0.76

0.74

0.75
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0.80

0.81

0.65
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1.01
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23,604

23,721

24,898

23,620
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22,575
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28,533

23,452
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14.7

4.8
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5.0

1.3
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0.9
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13.2

3.7

4.4

5.1

▲ 6.7

13.6

7.7

▲ 0.7

9.2
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834
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735

14.7

12.5

7.8

5.0
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7.1

5.4

10.0

4.0

8.1

4.5

▲ 0.6

6.3

1.1

▲ 4.4

5.6

10,459

10,428

10,575

10,799

905

1,120
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1,041
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1,143

▲ 1.8

▲ 2.0

▲ 2.6

1.4

▲ 0.6

▲ 1.5

0.2

▲ 0.1

14.3

▲ 5.4

0.4

▲ 0.8

0.0
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1.5

0.4

1.5

0.6

195,933

195,916

197,774
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17,117
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14,677

15,924

16,317

17,174

16,263

15,313

16,065

17,286

21,558

▲ 1.8

▲ 0.8

▲ 0.4

0.9

0.6

0.2

▲0.0

1.3

16.1

▲ 6.7

▲ 1.2

▲ 1.8

▲ 0.6

1.6

0.5

0.0

1.1

0.1

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 大型小売店販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 関東経済産業局 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●大型小売店販売額の前年比は既存店ベース
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月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2015.3埼玉りそな経済情報2015.3

2011年

2012年

2013年

2014年

13年11月

12月

14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

15年  1月

資料出所

129,169

165,110

158,230

156,168

13,278

12,451

14,997

16,219

21,600

8,848

9,954

12,533

13,476

10,036

14,893

11,373

11,257

10,982

11,473

▲ 20.2

27.8

▲ 4.2

▲ 1.3

13.6

20.5

24.7

8.0

12.5

▲ 8.3

▲ 8.2

▲ 3.7

0.3

▲ 6.1

▲ 5.8

▲ 11.2

▲ 15.2

▲ 11.8

▲ 23.5

2,386,036

3,014,651

2,872,111

2,860,472

242,497

223,179

264,278

300,007

417,136

165,486

178,653

229,037

250,689

177,749

268,435

206,683

203,911

198,408

207,635

▲ 18.5

26.3

▲ 4.7

▲ 0.4

13.4

19.8

28.0

14.7

12.8

▲ 11.8

▲ 6.9

▲ 1.8

0.3

▲ 5.9

▲ 5.5

▲ 11.3

▲ 15.9

▲ 11.1

▲ 21.4

563

543

483

403

42

37

48

33

39

30

32

30

39

34

41

28

26

23

35

70,551

69,848

74,225

56,640

4,792

4,942

4,301

6,343

6,418

2,471

7,235

1,771

2,226

8,059

6,395

3,199

3,225

4,997

1,393

12,734

12,124

10,855

9,731

862

750

864

782

814

914

834

865

882

727

827

800

736

686

721

3,592,920

3,834,563

2,782,347

1,874,065

137,884

134,377

315,149

116,195

116,997

141,087

172,641

192,037

129,492

135,764

136,799

124,113

115,477

178,314

168,070

99.9

100.3

100.8

103.7

101.7

101.6

101.6

101.7

101.7

103.8

104.2

104.3

104.4

104.7

104.7

104.5

104.0

104.3

▲ 0.1

0.4

0.6

2.8

1.7

1.5

1.4

1.8

1.7

3.4

3.7

3.8

3.5

3.4

3.3

2.9

2.3

2.6

99.7

99.7

100.0

102.8

100.8

100.9

100.7

100.7

101.0

103.1

103.5

103.4

103.4

103.6

103.9

103.6

103.2

103.3

▲ 0.3

0.0

0.4

2.7

1.5

1.6

1.4

1.5

1.6

3.4

3.7

3.6

3.4

3.3

3.2

2.9

2.4

2.4

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

埼玉県 総務省

全国

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

2011年

2012年

2013年

2014年

13年11月

12月

14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

15年  1月

資料出所

98.5

96.3

93.1

97.5

98.7

106.5

96.2

99.2

96.2

98.4

93.5

94.2

89.7

89.7

94.6

94.9

▲ 1.5

▲ 2.2

▲ 3.3

▲ 1.3

1.2

7.9

▲ 9.7

3.1

▲ 3.0

2.3

▲ 5.0

0.7

▲ 4.8

0.0

5.5

0.3

97.2

97.8

97.0

98.9

99.5

100.0

103.9

101.5

102.2

99.3

100.0

96.6

97.0

95.2

98.0

98.4

97.9

98.7

▲ 2.8

0.6

▲ 0.8

2.0

0.3

0.5

3.9

▲ 2.3

0.7

▲ 2.8

0.7

▲ 3.4

0.4

▲ 1.9

2.9

0.4

▲ 0.5

0.8

100.8

143.0

112.2

106.5

103.1

107.1

120.6

115.1

113.1

121.3

135.3

143.2

154.8

162.9

161.2

156.5

▲ 14.6

41.9

▲ 21.5

▲ 0.7

▲ 3.2

3.9

12.6

▲ 4.6

▲ 1.7

7.3

11.5

5.8

8.1

5.2

▲ 1.0

▲ 2.9

105.0

110.5

105.7

111.9

105.7

105.5

105.1

104.2

105.7

105.2

108.4

110.6

111.6

112.6

111.8

111.3

112.5

111.7

2.0

5.2

▲ 4.3

5.9

▲ 1.4

▲ 0.2

▲ 0.4

▲ 0.9

1.4

▲ 0.5

3.0

2.0

0.9

0.9

▲ 0.7

▲ 0.4

1.1

▲ 0.7

2,166

2,705

3,378

3,038

532

251

438

317

326

182

248

303

187

261

142

322

156

155

6.1

24.9

24.9

▲ 10.1

79.8

74.3

66.8

34.6

▲ 27.3

▲ 37.6

▲ 4.9

33.8

▲ 32.1

86.7

▲ 45.1

65.6

▲ 70.6

▲ 38.2

47,254

50,184

55,947

53,818

4,579

4,491

4,657

4,169

4,399

4,836

4,077

5,065

4,732

4,521

4,109

5,460

4,079

3,713

6.1

6.2

11.5

▲ 3.8

11.5

▲ 1.1

19.7

▲ 3.6

▲ 6.4

▲ 4.2

▲ 11.6

4.4

▲ 2.5

▲ 2.0

▲ 20.4

13.3

▲ 10.9

▲ 17.3

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

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

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2011年

2012年

2013年

2014年

13年11月

12月

14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

15年  1月

資料出所

57,767

59,605

63,024

56,504

6,208

5,792

4,990

5,114

4,232

4,708

4,089

4,883

4,745

4,382

4,449

4,678

4,997

5,237

4.3

3.2

5.7

▲ 10.3

43.6

▲ 0.6

▲ 1.6

▲ 6.8

▲ 4.4

▲ 4.3

▲ 10.4

▲ 9.6

▲ 16.8

▲ 8.5

▲ 10.7

▲ 17.5

▲ 19.5

▲ 9.6

834,117

882,797

980,025

892,261

91,475

89,578

77,843

69,689

69,411

75,286

67,791

75,757

72,880

73,771

75,882

79,171

78,364

76,416

2.6

5.8

11.0

▲ 9.0

14.1

18.0

12.3

1.0

▲ 2.9

▲ 3.3

▲ 15.0

▲ 9.5

▲ 14.1

▲ 12.5

▲ 14.3

▲ 12.3

▲ 14.3

▲ 14.7

13.1

13.8

14.5

15.2

15.6

13.8

15.8

16.3

16.7

14.3

14.6

14.7

14.1

14.3

15.3

16.7

▲ 6.8

5.7

5.2

9.4

16.4

10.4

18.0

15.6

10.6

2.1

0.0

0.0

▲ 6.7

▲ 2.1

0.6

9.9

15.4

15.8

16.4

17.5

17.9

17.9

16.5

17.9

18.6

18.0

16.6

17.0

17.4

16.5

17.3

17.7

18.1

18.2

0.8

0.2

3.8

6.4

15.5

13.3

17.0

14.0

14.8

10.4

9.2

4.9

4.1

0.6

1.2

1.1

1.1

1.7

102.3

102.5

102.5

102.7

102.6

102.4

101.8

101.4

103.0

102.9

103.1

102.9

102.7

103.7

103.9

103.9

2.3

0.2

0.0

▲ 0.1

▲ 0.2

▲ 0.1

0.0

0.2

0.6

0.6

0.5

▲ 0.1

0.0

0.8

1.1

1.2

100.0

99.7

99.5

99.9

99.8

99.8

99.3

99.0

98.5

100.1

100.3

100.5

100.5

100.3

100.1

100.0

100.1

100.2

0.0

▲ 0.3

▲ 0.2

0.4

0.3

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

0.3

0.4

0.5

0.5

0.4

0.3

0.3

0.4

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

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模３０人以上

2011年

2012年

2013年

2014年

13年11月

12月

14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

15年  1月

資料出所

0.51

0.57

0.62

0.74

0.66

0.69

0.68

0.68

0.70

0.72

0.74

0.74

0.76

0.74

0.75

0.76

0.80

0.81

0.65

0.80

0.93

1.09

1.01

1.03

1.04

1.05

1.07

1.08

1.09

1.10

1.10

1.10

1.09

1.10

1.12

1.15

22,517

23,604

23,721

24,898

23,620

20,313

27,064

25,574

24,294

25,740

23,638

22,983

26,289

22,575

26,466

28,533

23,452

22,173

14.7

4.8

0.5

5.0

1.3

4.1

4.2

0.9

6.3

13.2

3.7

4.4

5.1

▲ 6.7

13.6

7.7

▲ 0.7

9.2

655

737

794

834

793

697

919

867

836

860

806

804

864

779

858

917

758

735

14.7

12.5

7.8

5.0

6.9

10.9

12.9

7.1

5.4

10.0

4.0

8.1

4.5

▲ 0.6

6.3

1.1

▲ 4.4

5.6

10,459

10,428

10,575

10,799

905

1,120

888

774

1,041

789

876

881

906

876

838

860

928

1,143

▲ 1.8

▲ 2.0

▲ 2.6

1.4

▲ 0.6

▲ 1.5

0.2

▲ 0.1

14.3

▲ 5.4

0.4

▲ 0.8

0.0

3.1

1.5

0.4

1.5

0.6

195,933

195,916

197,774

201,946

16,963

21,399

17,117

14,690

19,562

14,677

15,924

16,317

17,174

16,263

15,313

16,065

17,286

21,558

▲ 1.8

▲ 0.8

▲ 0.4

0.9

0.6

0.2

▲0.0

1.3

16.1

▲ 6.7

▲ 1.2

▲ 1.8

▲ 0.6

1.6

0.5

0.0

1.1

0.1

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 大型小売店販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 関東経済産業局 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●大型小売店販売額の前年比は既存店ベース



Town Scape
タウンスケープ

2221 埼玉りそな経済情報2015.3埼玉りそな経済情報2015.3

健康づくりの活動に励む町民

さいたま市

東松山市
嵐山町

熊谷市

必要不可欠なもので、かつては暮らしの生命線であ
り、今では宝物である。ため池の水を利用する家々
が共同で行ったのが沼普請（稲刈り前の手の空い
ている時期に沼を干し、底のヘドロさらいなどを手
作業で行った）で、町内のため池にミヤコタナゴが生
息していたのも、定期的な沼普請のたまものである。
ミヤコタナゴは、関東地方の小川などに広く生息
していたが、都市化に伴う環境の変化により現在は
絶滅が危ぶまれる中、昭和61年に町内の農業用た
め池で相次いでその生息が確認された。ミヤコタナ
ゴは日本固有の淡水魚で、昭和49年には国の天然
記念物に指定され、平成８年に町の魚に制定された。
滑川町のマスコットキャラクター「ターナちゃん」は、

ミヤコタナゴの妖精。町の魅力を多くの人にアピー
ルするために生まれてきた女の子。ターナちゃんの
役割は、町の清らかな水（川や池）を守ること。体の
前にある「秘密のポシェット」には、草花の種子のほ
かに、子どもたちの夢と希望を与える種子がいっぱ
い入っている。

給食費の無償化を実施

町の南側を東西に横断している関越自動車道の
東松山ICや、平成16年に供用開始された嵐山小川
ICを身近に利用することができる。
平成14年には森林公園駅に加えて、つきのわ駅

が開設された。東武東上線は、東京メトロ有楽町線、

副都心線との相互直通運転に加え、平成25年には、
東急東横線、横浜高速みなとみらい線とも相互直通
運転が開始され、首都圏への交通利便性は一層向
上した。
つきのわ駅は東武東上線内で一番新しい駅で、
周辺は土地区画整理事業が行われ、住宅地や道
路、公園、商業施設が整えられた。30年前には見
渡す限り雑木林だったところに新しい街が出現、
すっかり様変わりし、町の人口も約８千人増加、
18,000人が目前となっている。多くの子育て世代
の転入により、平成22年には新しく月の輪小学校
が開校された。
滑川町は、子育て世代から大きな支持を得ている

が、より子育てしやすい環境を目指して、平成23年
度から私立を含めた幼稚園及び小・中学校、認可・
認可外保育園などの給食費を無償化した。全国的
に給食費の滞納が問題化している中、この事業は、
町内外から大きな注目を集めている。

健康で長寿なまちづくりを目指して

国民健康保険や介護給付費に係る財政支出が
急増していることから、町の財政基盤を安定させる
ためには、健康づくりの活動などを通じて、将来的な
医療費負担の上昇を抑制していくことが重要である。
滑川町では、平成24年度から「健康づくり行動計
画」を策定し、「滑川町健康づくり行動宣言」を行っ

健康で長寿なまちづくりを目指して

滑川町長　吉田 昇氏

滑川町
町長のメッセージ

た。「自分の健康は自分でつくる」ことを基本に、病
気の発症を防ぎ健康を保持増進する「一次予防」、
病を早期に発見し、早期に対応する「二次予防」、病
気や障害の進行を防ぐ「三次予防」まで、総合的な
取組みを実施している。
行動宣言では、①食生活を見直し、運動に親しみ、
元気な身体をつくります、②禁煙や生活習慣など、
家族みんなで健康について話し合います、③健康
診査を毎年受け、自分の身体の健康を考えます、④
仕事や家事の手を休め、心とゆとりをつくります、⑤
元気な地域づくりを目指します、⑥人と自然とが共
生した、みんなが住みよい環境を作ります、を提唱
している。
町では、健康づくりグループの認定を受けた団体

には、活動を支援するため、補助金の交付、運動や
食に関する講師の派遣を実施している。（山口祐次）

はじめに

滑川町は、埼玉県のほぼ中央部、都心から60㎞
圏内に位置し、北は熊谷市、東と南は東松山市、西
は嵐山町にそれぞれ接している。町域は、東西約4.8
㎞、南北7.2㎞、面積29.71㎢、中央を町名の由来と
もなっている滑川、南東部を市野川、北部を和田川
が流れている。町の北東部には、明治百年記念事業
の一環として、昭和49年に開園された国営武蔵丘
陵森林公園がある。
交通は、東武東上線と関越自動車道が東西に
走っており、首都圏へのアクセスは良好で、今後一
層の発展が期待されている。
町制施行30周年を迎え、記念事業として「10年
後の家族、自分への手紙（はがき）」を実施した。
630通の応募があり、町が大切に保管し、町制施行
40周年時に本人へ郵送される。

天然記念物ミヤコタナゴの妖精「ター
ナちゃん」

滑川町には、こんもりとした里山の間に、田んぼが
並び、その奥にはため池があり、里山と田んぼとた
め池がセットになった「谷津」の風景が今でも残され
ている（表紙写真）。町内にはかんがい用水として大
小合わせて200個以上のため池が点在している。
関東一の数を誇るため池は、稲作を行うために

滑川町には、古来より地形を生かした関東一といわれる約200カ所の「ため池（沼）」が
あり、谷津という独特な景観を成しています。昭和59年に町制が施行され、昨年、30年
を迎えました。
今では、２つの駅周辺の住宅開発が進み、５年間で約1,000人の人口が増加し、特に若
い世代の転入が多く、合計特殊出生率でも３年連続で県内１位となり、将来を展望する
のに、喜ばしい状況が続いております。
今後は、町民と地域、行政が連携し、子供、孫、その子供へと末長く引き継がれ、長期的

な視野で「健康で長寿な滑川町」を目指して参ります。

滑川町概要

●東武東上線　森林公園駅、つきのわ駅
●関越自動車道　東松山ＩＣから町役場まで約４㎞

主な交通機関

人口（平成27年2月3日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成26年1月１日現在）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（経済センサス）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

資料:「埼玉県市町村勢概要」（平成26年3月）ほか

17,783人

6,882世帯

42.5歳

29.71k㎡

47所

1,004.6億円

68店

304.7億円

47.9％

46.7％

滑川町

や　つ

ぬま  ぶ　しん
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健康づくりの活動に励む町民

さいたま市

東松山市
嵐山町

熊谷市

必要不可欠なもので、かつては暮らしの生命線であ
り、今では宝物である。ため池の水を利用する家々
が共同で行ったのが沼普請（稲刈り前の手の空い
ている時期に沼を干し、底のヘドロさらいなどを手
作業で行った）で、町内のため池にミヤコタナゴが生
息していたのも、定期的な沼普請のたまものである。
ミヤコタナゴは、関東地方の小川などに広く生息
していたが、都市化に伴う環境の変化により現在は
絶滅が危ぶまれる中、昭和61年に町内の農業用た
め池で相次いでその生息が確認された。ミヤコタナ
ゴは日本固有の淡水魚で、昭和49年には国の天然
記念物に指定され、平成８年に町の魚に制定された。
滑川町のマスコットキャラクター「ターナちゃん」は、

ミヤコタナゴの妖精。町の魅力を多くの人にアピー
ルするために生まれてきた女の子。ターナちゃんの
役割は、町の清らかな水（川や池）を守ること。体の
前にある「秘密のポシェット」には、草花の種子のほ
かに、子どもたちの夢と希望を与える種子がいっぱ
い入っている。

給食費の無償化を実施

町の南側を東西に横断している関越自動車道の
東松山ICや、平成16年に供用開始された嵐山小川
ICを身近に利用することができる。
平成14年には森林公園駅に加えて、つきのわ駅

が開設された。東武東上線は、東京メトロ有楽町線、

副都心線との相互直通運転に加え、平成25年には、
東急東横線、横浜高速みなとみらい線とも相互直通
運転が開始され、首都圏への交通利便性は一層向
上した。
つきのわ駅は東武東上線内で一番新しい駅で、
周辺は土地区画整理事業が行われ、住宅地や道
路、公園、商業施設が整えられた。30年前には見
渡す限り雑木林だったところに新しい街が出現、
すっかり様変わりし、町の人口も約８千人増加、
18,000人が目前となっている。多くの子育て世代
の転入により、平成22年には新しく月の輪小学校
が開校された。
滑川町は、子育て世代から大きな支持を得ている

が、より子育てしやすい環境を目指して、平成23年
度から私立を含めた幼稚園及び小・中学校、認可・
認可外保育園などの給食費を無償化した。全国的
に給食費の滞納が問題化している中、この事業は、
町内外から大きな注目を集めている。

健康で長寿なまちづくりを目指して

国民健康保険や介護給付費に係る財政支出が
急増していることから、町の財政基盤を安定させる
ためには、健康づくりの活動などを通じて、将来的な
医療費負担の上昇を抑制していくことが重要である。
滑川町では、平成24年度から「健康づくり行動計
画」を策定し、「滑川町健康づくり行動宣言」を行っ

健康で長寿なまちづくりを目指して

滑川町長　吉田 昇氏

滑川町
町長のメッセージ

た。「自分の健康は自分でつくる」ことを基本に、病
気の発症を防ぎ健康を保持増進する「一次予防」、
病を早期に発見し、早期に対応する「二次予防」、病
気や障害の進行を防ぐ「三次予防」まで、総合的な
取組みを実施している。
行動宣言では、①食生活を見直し、運動に親しみ、
元気な身体をつくります、②禁煙や生活習慣など、
家族みんなで健康について話し合います、③健康
診査を毎年受け、自分の身体の健康を考えます、④
仕事や家事の手を休め、心とゆとりをつくります、⑤
元気な地域づくりを目指します、⑥人と自然とが共
生した、みんなが住みよい環境を作ります、を提唱
している。
町では、健康づくりグループの認定を受けた団体

には、活動を支援するため、補助金の交付、運動や
食に関する講師の派遣を実施している。（山口祐次）
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市町村経済データ

2015年3月1日発行
3月号 No.135

市町村名 児童数
(人）

前年差
（人）

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

6

▲ 20

2

37

▲ 64

▲ 69

▲ 120

▲ 52

▲ 30

4

▲ 15

▲ 66

▲ 24

▲ 64

42

▲ 15

▲ 28

▲ 55

▲ 2,378

▲ 18

▲ 33

▲ 54

▲ 40

12

▲ 36

▲ 50

▲ 22

▲ 32

▲ 34

▲ 18

2

0

▲ 35

▲ 8

▲ 8

1

▲ 15

▲ 80

▲ 116

▲ 6

▲ 99

▲ 59

▲ 748

▲ 3,126

525

1,209

823

1,241

1,039

856

545

457

470

484

360

626

108

568

686

1,864

1,547

1,471

2,302

1,757

26,126

378,894

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

68,259

18,277

10,086

30,065

4,143

3,322

16,934

3,675

5,831

4,011

4,334

11,402

7,659

2,790

5,977

8,006

12,138

13,161

17,817

2,859

7,491

7,945

学校数
(校）

児童数
(人）

前年差
（人）

学校数
(校）

児童数
(人）

前年差
（人）

学校数
(校）

10

8

8

17

7

23

8

10

11

19

8

13

9

8

6

8

13

6

733

4

5

4

2

3

3

6

6

6

3

3

1

3

2

4

1

3

4

5

6

4

6

3

87

820

107

33

30

52

16

14

32

14

22

13

11

24

16

11

19

19

22

21

30

7

12

16

▲ 63

▲ 20

▲ 137

31

▲ 111

▲ 86

▲ 134

▲ 120

▲ 50

▲ 110

▲ 76

▲ 163

▲ 134

▲ 118

▲ 30

▲ 91

▲ 100

▲ 251

27

▲ 43

25

▲ 93

小学校数及び児童数 （平成26年5月１日現在）

資料：埼玉県「学校基本調査」
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3,386
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3,046
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3,929

3,268
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