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資料：総務省「平成27年国勢調査　人口速報集計結果」
（注）人口増減率は、前回（平成22年)の国勢調査人口比

（平成27年10月１日現在）



1 2埼玉りそな経済情報2016.4

ZOOM UP

埼玉りそな経済情報2016.4

ズ ー ムアップ

「昔、まだ煮干しがメイン商品だった頃。量販店さ
んのところに売り込みに行った時に、担当者の方から
こう聞かれたんです。『熊谷って海あるの？』って
(笑)」（藤澤貞彦社長）
そう聞かれたのも無理はない。
株式会社藤沢商事は、海のない熊谷にありながら
煮干しや小魚、わかめといった海の乾物を主力に、は
るさめ、わけぎ、にんにくスライス等の農産乾物、しら
す、ちりめん等のチルド商品、ドライフルーツにペット
用乾物製品、菓子用野菜チップス等の製品を加工・
販売する会社だからだ。学校給食でもおなじみの
「アーモンドフィッシュ」を開発した食品メーカーと
いったら身近に感じるだろうか。
「例えばエビの産地で営業するメーカーなどは、

“エビの産地”というカラーが強すぎて他の製品の開
発ができにくいのだそうです。当社の場合、熊谷は何
もないから何でも製品にするしかなかった。それが今、
他社にない特色となっています」
埼玉に五つの工場を持ち、安全、安心を旗印に
次 と々新しい製品を市場に送り出してきた同社。その
取扱品目は約1,000点にも及ぶという。

創業は昭和30(1955)年。静岡県の三島で生まれ
た現社長の父が会社を辞めて家族と一緒に熊谷に移
り、花かつお製造卸業を始めたことが事業の第一歩だ。
「当時、母の実家のある熊谷には、そういう業者が
なかったので『商売になるのでは？』と思ったらしいで
す。親戚が花かつお屋をしていたので父が見習いに
行って仕事を学んだ後、熊谷に移って商売を始めま
した」
日本橋の問屋からかつお節を仕入れ、それを削り、
袋詰めにして熊谷市内約100件の小売店を1軒1軒
回っては、コツコツと信頼、実績、顧客数、売り上げを
伸ばしていく。昭和45年に社名を現在のものにし、花
かつおだけでなくスルメやわかめなど、取り扱う卸商
品の幅を広げていった。現社長の貞彦氏が入社した
のもその頃だ。約2年半の間、日本橋の卸会社で住
み込みで働いた後の入社だった。当時はスーパー
マーケットという小売り業態が成長の兆しを見せ始
めた時期。貞彦氏はいち早くスーパーマーケットに目
をつけて売り込みに行き、次 と々卸先を広げていった。

「当社で働くパートさんは350名ほどおり、その多く
が女性。当社にとって女性は重要な戦力なのです。で
すから、会社としてできるだけ女性が働きやすい環境
を提供したいと思っています」
同社は〈女性にやさしい会社を目指す〉をスローガ

ンに、評価に応じた役職の付与やパート社員の正社
員・準社員への登用、誕生日の花束の贈呈、有給休暇
を取りやすい環境づくり等の制度や福利厚生を持つ。
さらにもう一つ、全社員一丸となって会社の問題に
目を向けるようにするための「改善委員会」と呼ばれ
るQC活動も活発だ。社員が改善すべき点を提案し、
投票によって採用された事案を実行するというもの。
「これでいろいろな点が改善できましたし、何よりス
タッフのモチベーションが高まったと思います」
風通しが良くかつ良好なチームワークを生み出す

社内の環境づくり―それが、顧客に愛される商品
を生み出す土壌となっている。

現在、同社は乾物食品、チルド、青果、お菓子、ペッ
トケアの五つの事業部を持つ。そして将来的には独
立採算の事業部制への組織改革を視野に入れてい
る。その根底にあるのはやはりリスク分散、そして各
事業部のトップ育成という考えだ。
「大きなピラミッドの上に立つには、相当能力のあ
る人間でないと難しい。でも、小さなピラミッドのトップ
……例えばペット事業であれば、そこで優秀な人が
トップになればいい。今ピラミッドの数は五つですが、
今後はその数も増やしていきたい」
築地に移転した子会社の㈱ナチュラルフーズでは、

高級イメージ“築地魚河岸”ブランドの製品展開を推
し進め、新たな市場開拓にも挑戦していく考えだ。
コツコツとヒット商品を開発しながら存在感を強め
てきた同社、今後生み出される製品が待ち遠しい。

「その頃、パートさんたち5～6人を集め、珍味の
袋詰めなどを行っていました。製造と卸の両方手が
けていたというのは強みになりましたね。卸だけだっ
たら今の当社はなかったでしょう」
貞彦氏の読みどおり全国的にスーパーマーケット
が拡大し、それに伴い同社も神奈川、信越、仙台、九
州、札幌と全国に営業所を広げ、成長を加速させて
いったのだが……やがてスーパー再編の嵐が吹き荒
れると、突然同社の売り上げの3割を占めていたスー
パーとの取引がなくなってしまった。
「その経験から常に『リスク分散』を頭に置いてい
ます。今、1社の比重は多くて4～5％ですが、今後2～
3％を目標に、売り上げを減らさず他の店の売り上げ
を増やして依存度を下げろと社員には言っています」
　

給食でおなじみの同社の顔となる「アーモンド
フィッシュ」は三十数年前に発売され、現在でも人気
を集めるロングセラー商品だ。その材料となる小魚は、
当時だしを取るためには使えず価値のないものとし
て扱われており、食べるという発想自体がなかったと
いう。藤澤社長はその小魚に味を付け、スライスアー
モンドを混ぜて小袋に入れて販売した。発売当初、
PRの一環として長野の量販店の店頭で無料配布し
たところ、話題となり人気に火が付いた。
「当時アーモンドスライスはまだ珍しくて、これを小
魚と混ぜたら面白いんじゃないかな……と思ったの
が開発のきっかけです」
発売当時から学校給食への売り込みも進められ、

アーモンドフィッシュの人気に合わせるように導入す
る学校も増えていった。こうしてアーモンドフィッシュ
は同社のホームラン商品となった。
しかし、食の細分化が進み国内外の食材や食品が
手軽に手に入る現在、アーモンドフィッシュのような
商品を開発するのは難しいと藤澤社長は語る。
「私はよく野球に例えて、社員にこう言います。ホー

安全・安心を旗印に多くの人に愛される製品を開発。
日本の食文化を守りつつ新たな食の可能性を追求する
煮干し、昆布、小魚等の乾物、しらす、ちりめん等のチルド海産物etc.日本の食文化を担う食材を数多く扱う藤沢商事。
乾物食品、チルド、青果、お菓子、ペットケアの五つの事業部を持ち、今後は独立採算の事業部制組織への変革を視野に
入れている。それぞれの事業部の強みを生かした製品開発、販売戦略で、より小回りの利く強い企業へと歩みを進める。

株式会社藤沢商事

花かつおの販売でスタートを切る

関東地方整備局長
石川 雄一氏

ムランはいらない。ヒットをどんどん打てば、いずれ
ホームベースにたどり着けるのだと」
ホームランよりもヒット4本で点を稼ぐ―それは
社長が持つ経営哲学の一つだ。コンスタントにヒット
を打ち続けるため、社長をはじめ社員はスーパーやコ
ンビニエンスストア、量販店等での市場チェックを怠
らない。そして、いまだ市場に出回っていない製品、エ
ンドユーザーが欲しくなる製品、外食産業に求められ
る製品等さまざまな発想を駆使して、「海鮮しらす」
「国内産十六穀」「チップスシリーズ」等のオリジナル
ヒット商品を次 と々市場に送り出してきた。

平成11（1999）年、同社はしらす、ちりめん製造の
チルド工場を開設しHACCP（ハサップ）を取得する。
今でこそHACCPを取得して食品製造の安全性を
確保する企業は多いが、当時はその存在すらあまり
知られておらず、「工場の建築業者と一緒になって勉
強した」というのだから、ちりめん・しらす加工におい
てのHACCP導入は業界の先駆けだったといえる。
HACCPは対応する設備を設置することはもとより、

働くスタッフの教育やチーム構築も必要となる。
「パートのみなさんが一丸となって『HACCPを取
るぞ』と頑張ってくれたので、スムーズに導入できた。
いいスタッフに恵まれているのだと思います」
そして、その工場の設備によって生まれたのが「し

らすシリーズ」。一般的に菌が多く存在するといわれ
るしらすやちりめんを加熱殺菌し、かつおいしく食べ
られるよう研究を重ねた製品で、使い勝手の良さを
考えて少量が入ったツインパックになっている。
「加熱殺菌の温度帯や時間帯の調整が難しくて、
1年かけて開発しました。ツインパックは当社が考え

て最初につくった商品です」
同社のチルド工場は、徹底した衛生管理と異物除
去選別員の目視チェック、加圧加熱殺菌による減菌
処理によって安全で安心な商品を食卓に送り届けて
いる。現在は水で戻す手間を軽減し、2週間の長期
保存が可能な生わかめの開発を進めている。手軽に
調理できる食材が求められる今、同社の開発中のわ
かめは、これまで市場にはなかった手軽に使える製品
として、外食・中食産業やエンドユーザーからの注目
を集めること間違いなしだ。

インフラ整備のストック効果と埼玉県

私は、昨年の7月末から、さいたま新都心合
同庁舎に勤務しています。東京都北区の出身
ですが、父方の祖父母は、川口市出身で、母は、
30年以上、越谷市に住んでいますので、埼玉
県には浅からぬ縁があります。
さて、首都圏では、首都直下地震の懸念が高

まる中、豪雨、大雪、火山活動等の自然災害も続
き、生命、財産が集中する首都圏では、災害対
応が、以前にも増して重要な課題となっています。
一方、経済の面では、過去20年のＧＤＰの増

分のうち、約８割が首都圏による貢献で、日本
経済における、首都圏の役割は極めて大きいも
のがあります。関東地方整備局では、この安全、
経済の両面でのストック効果（一時的な景気浮
揚のフロー効果ではなく、安全性、アクセス性
の向上などの継続的な効果）を重視して、イン
フラ整備に取り組んでいるところです。
昨年は、９月から10月にかけて、防災、経済

の二つの点で大きな出来事がありました。一つ
は、9月の台風18号等がもたらした記録的豪雨
によって、鬼怒川の堤防が決壊するという災害
です（国の管理する堤防の決壊は、関東では、
昭和61年以来、29年振り）。実は、この豪雨は、
治水施設整備の蓄積がなければ、鬼怒川の被
害を更に甚大化し、また、他の流域でも大きな
被害をもたらした可能性があります。埼玉県に
おいても、中川、綾瀬川流域では、放水路や排
水機場の整備によって、被害を抑えることがで
きました。首都圏外郭放水路では、過去最大の
水量（50ｍプール12,000杯分）を処理し、

昭和61年豪雨に比して、雨量は1割増でしたが、
流域の浸水戸数を大幅に減少させ１割程度に
抑えることができました（更なる安全性の向上
も課題です）。春日部市によれば、放水路の効
果で、居住の安全性向上のみならず、企業立地
も進んでいるとのことで、これらは、安全面での
ストック効果が発現されている例だと思います。
もう一つは、10月の首都圏中央連絡道路（圏
央道）の埼玉県内全通です。これにより、都心を
経由せずに、東名、中央、関越、東北が環状の高
速道路でつながることとなり、たとえば、東名・海
老名から東北・久喜白岡までの所要時間、約２
時間が約半分になるなど、大幅な時間短縮と定
時性の向上が図られました。アクセス性の向上
により、物流、製造業を中心に多くの企業が沿
線に立地し、企業活動の生産性向上に大きく貢
献しているものと思われます。埼玉県によれば、
過去10年余の間に、県が誘致した企業数８百
件余のうち約6割は圏央道沿線とのことです。こ
れにより、大きな民間投資、雇用、税収効果が生
じており、これがまさしく経済面でのストック効果
であると思います。圏央道は、現在、300kmの
うち8割が開通しており、平成28年度には茨城
県内も全通し、成田空港まで結ばれます。29年
度には、東京外かく環状道路の三郷以南が開
通し、空港や港湾のない埼玉県の今後の可能
性が、益々、広がって行くものと期待しています。
今後とも、地域の安全性、利便性の向上を図

るためのインフラ整備を着実に進めていきたい
と考えています。

●代 表 者 代表取締役社長　藤澤 貞彦
●創　　業 昭和30年9月
●設　　立 昭和45年9月
●資 本 金 9,000万円
●従業員数 415名（パート含む）
●事業内容 乾物食品・チルド食品を中心とした総合食品加工・販売
●所 在 地 〒360-0024　埼玉県熊谷市問屋町2-5-5
 TEL 048-524-1324　FAX 048-524-1514
●U R L http://www.fujisawa-s.co.jp/

代表取締役社長　藤澤 貞彦氏
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ズ ー ムアップ

「昔、まだ煮干しがメイン商品だった頃。量販店さ
んのところに売り込みに行った時に、担当者の方から
こう聞かれたんです。『熊谷って海あるの？』って
(笑)」（藤澤貞彦社長）
そう聞かれたのも無理はない。
株式会社藤沢商事は、海のない熊谷にありながら
煮干しや小魚、わかめといった海の乾物を主力に、は
るさめ、わけぎ、にんにくスライス等の農産乾物、しら
す、ちりめん等のチルド商品、ドライフルーツにペット
用乾物製品、菓子用野菜チップス等の製品を加工・
販売する会社だからだ。学校給食でもおなじみの
「アーモンドフィッシュ」を開発した食品メーカーと
いったら身近に感じるだろうか。
「例えばエビの産地で営業するメーカーなどは、

“エビの産地”というカラーが強すぎて他の製品の開
発ができにくいのだそうです。当社の場合、熊谷は何
もないから何でも製品にするしかなかった。それが今、
他社にない特色となっています」
埼玉に五つの工場を持ち、安全、安心を旗印に
次 と々新しい製品を市場に送り出してきた同社。その
取扱品目は約1,000点にも及ぶという。

創業は昭和30(1955)年。静岡県の三島で生まれ
た現社長の父が会社を辞めて家族と一緒に熊谷に移
り、花かつお製造卸業を始めたことが事業の第一歩だ。
「当時、母の実家のある熊谷には、そういう業者が
なかったので『商売になるのでは？』と思ったらしいで
す。親戚が花かつお屋をしていたので父が見習いに
行って仕事を学んだ後、熊谷に移って商売を始めま
した」
日本橋の問屋からかつお節を仕入れ、それを削り、
袋詰めにして熊谷市内約100件の小売店を1軒1軒
回っては、コツコツと信頼、実績、顧客数、売り上げを
伸ばしていく。昭和45年に社名を現在のものにし、花
かつおだけでなくスルメやわかめなど、取り扱う卸商
品の幅を広げていった。現社長の貞彦氏が入社した
のもその頃だ。約2年半の間、日本橋の卸会社で住
み込みで働いた後の入社だった。当時はスーパー
マーケットという小売り業態が成長の兆しを見せ始
めた時期。貞彦氏はいち早くスーパーマーケットに目
をつけて売り込みに行き、次 と々卸先を広げていった。

「当社で働くパートさんは350名ほどおり、その多く
が女性。当社にとって女性は重要な戦力なのです。で
すから、会社としてできるだけ女性が働きやすい環境
を提供したいと思っています」
同社は〈女性にやさしい会社を目指す〉をスローガ

ンに、評価に応じた役職の付与やパート社員の正社
員・準社員への登用、誕生日の花束の贈呈、有給休暇
を取りやすい環境づくり等の制度や福利厚生を持つ。
さらにもう一つ、全社員一丸となって会社の問題に
目を向けるようにするための「改善委員会」と呼ばれ
るQC活動も活発だ。社員が改善すべき点を提案し、
投票によって採用された事案を実行するというもの。
「これでいろいろな点が改善できましたし、何よりス
タッフのモチベーションが高まったと思います」
風通しが良くかつ良好なチームワークを生み出す

社内の環境づくり―それが、顧客に愛される商品
を生み出す土壌となっている。

現在、同社は乾物食品、チルド、青果、お菓子、ペッ
トケアの五つの事業部を持つ。そして将来的には独
立採算の事業部制への組織改革を視野に入れてい
る。その根底にあるのはやはりリスク分散、そして各
事業部のトップ育成という考えだ。
「大きなピラミッドの上に立つには、相当能力のあ
る人間でないと難しい。でも、小さなピラミッドのトップ
……例えばペット事業であれば、そこで優秀な人が
トップになればいい。今ピラミッドの数は五つですが、
今後はその数も増やしていきたい」
築地に移転した子会社の㈱ナチュラルフーズでは、

高級イメージ“築地魚河岸”ブランドの製品展開を推
し進め、新たな市場開拓にも挑戦していく考えだ。
コツコツとヒット商品を開発しながら存在感を強め
てきた同社、今後生み出される製品が待ち遠しい。

「その頃、パートさんたち5～6人を集め、珍味の
袋詰めなどを行っていました。製造と卸の両方手が
けていたというのは強みになりましたね。卸だけだっ
たら今の当社はなかったでしょう」
貞彦氏の読みどおり全国的にスーパーマーケット
が拡大し、それに伴い同社も神奈川、信越、仙台、九
州、札幌と全国に営業所を広げ、成長を加速させて
いったのだが……やがてスーパー再編の嵐が吹き荒
れると、突然同社の売り上げの3割を占めていたスー
パーとの取引がなくなってしまった。
「その経験から常に『リスク分散』を頭に置いてい
ます。今、1社の比重は多くて4～5％ですが、今後2～
3％を目標に、売り上げを減らさず他の店の売り上げ
を増やして依存度を下げろと社員には言っています」
　

給食でおなじみの同社の顔となる「アーモンド
フィッシュ」は三十数年前に発売され、現在でも人気
を集めるロングセラー商品だ。その材料となる小魚は、
当時だしを取るためには使えず価値のないものとし
て扱われており、食べるという発想自体がなかったと
いう。藤澤社長はその小魚に味を付け、スライスアー
モンドを混ぜて小袋に入れて販売した。発売当初、
PRの一環として長野の量販店の店頭で無料配布し
たところ、話題となり人気に火が付いた。
「当時アーモンドスライスはまだ珍しくて、これを小
魚と混ぜたら面白いんじゃないかな……と思ったの
が開発のきっかけです」
発売当時から学校給食への売り込みも進められ、

アーモンドフィッシュの人気に合わせるように導入す
る学校も増えていった。こうしてアーモンドフィッシュ
は同社のホームラン商品となった。
しかし、食の細分化が進み国内外の食材や食品が
手軽に手に入る現在、アーモンドフィッシュのような
商品を開発するのは難しいと藤澤社長は語る。
「私はよく野球に例えて、社員にこう言います。ホー

安全・安心を旗印に多くの人に愛される製品を開発。
日本の食文化を守りつつ新たな食の可能性を追求する
煮干し、昆布、小魚等の乾物、しらす、ちりめん等のチルド海産物etc.日本の食文化を担う食材を数多く扱う藤沢商事。
乾物食品、チルド、青果、お菓子、ペットケアの五つの事業部を持ち、今後は独立採算の事業部制組織への変革を視野に
入れている。それぞれの事業部の強みを生かした製品開発、販売戦略で、より小回りの利く強い企業へと歩みを進める。

株式会社藤沢商事

花かつおの販売でスタートを切る

関東地方整備局長
石川 雄一氏

ムランはいらない。ヒットをどんどん打てば、いずれ
ホームベースにたどり着けるのだと」
ホームランよりもヒット4本で点を稼ぐ―それは
社長が持つ経営哲学の一つだ。コンスタントにヒット
を打ち続けるため、社長をはじめ社員はスーパーやコ
ンビニエンスストア、量販店等での市場チェックを怠
らない。そして、いまだ市場に出回っていない製品、エ
ンドユーザーが欲しくなる製品、外食産業に求められ
る製品等さまざまな発想を駆使して、「海鮮しらす」
「国内産十六穀」「チップスシリーズ」等のオリジナル
ヒット商品を次 と々市場に送り出してきた。

平成11（1999）年、同社はしらす、ちりめん製造の
チルド工場を開設しHACCP（ハサップ）を取得する。
今でこそHACCPを取得して食品製造の安全性を
確保する企業は多いが、当時はその存在すらあまり
知られておらず、「工場の建築業者と一緒になって勉
強した」というのだから、ちりめん・しらす加工におい
てのHACCP導入は業界の先駆けだったといえる。
HACCPは対応する設備を設置することはもとより、

働くスタッフの教育やチーム構築も必要となる。
「パートのみなさんが一丸となって『HACCPを取
るぞ』と頑張ってくれたので、スムーズに導入できた。
いいスタッフに恵まれているのだと思います」
そして、その工場の設備によって生まれたのが「し

らすシリーズ」。一般的に菌が多く存在するといわれ
るしらすやちりめんを加熱殺菌し、かつおいしく食べ
られるよう研究を重ねた製品で、使い勝手の良さを
考えて少量が入ったツインパックになっている。
「加熱殺菌の温度帯や時間帯の調整が難しくて、
1年かけて開発しました。ツインパックは当社が考え

て最初につくった商品です」
同社のチルド工場は、徹底した衛生管理と異物除
去選別員の目視チェック、加圧加熱殺菌による減菌
処理によって安全で安心な商品を食卓に送り届けて
いる。現在は水で戻す手間を軽減し、2週間の長期
保存が可能な生わかめの開発を進めている。手軽に
調理できる食材が求められる今、同社の開発中のわ
かめは、これまで市場にはなかった手軽に使える製品
として、外食・中食産業やエンドユーザーからの注目
を集めること間違いなしだ。

インフラ整備のストック効果と埼玉県
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県には浅からぬ縁があります。
さて、首都圏では、首都直下地震の懸念が高
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経済における、首都圏の役割は極めて大きいも
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献しているものと思われます。埼玉県によれば、
過去10年余の間に、県が誘致した企業数８百
件余のうち約6割は圏央道沿線とのことです。こ
れにより、大きな民間投資、雇用、税収効果が生
じており、これがまさしく経済面でのストック効果
であると思います。圏央道は、現在、300kmの
うち8割が開通しており、平成28年度には茨城
県内も全通し、成田空港まで結ばれます。29年
度には、東京外かく環状道路の三郷以南が開
通し、空港や港湾のない埼玉県の今後の可能
性が、益々、広がって行くものと期待しています。
今後とも、地域の安全性、利便性の向上を図

るためのインフラ整備を着実に進めていきたい
と考えています。
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「昔、まだ煮干しがメイン商品だった頃。量販店さ
んのところに売り込みに行った時に、担当者の方から
こう聞かれたんです。『熊谷って海あるの？』って
(笑)」（藤澤貞彦社長）
そう聞かれたのも無理はない。
株式会社藤沢商事は、海のない熊谷にありながら
煮干しや小魚、わかめといった海の乾物を主力に、は
るさめ、わけぎ、にんにくスライス等の農産乾物、しら
す、ちりめん等のチルド商品、ドライフルーツにペット
用乾物製品、菓子用野菜チップス等の製品を加工・
販売する会社だからだ。学校給食でもおなじみの
「アーモンドフィッシュ」を開発した食品メーカーと
いったら身近に感じるだろうか。
「例えばエビの産地で営業するメーカーなどは、

“エビの産地”というカラーが強すぎて他の製品の開
発ができにくいのだそうです。当社の場合、熊谷は何
もないから何でも製品にするしかなかった。それが今、
他社にない特色となっています」
埼玉に五つの工場を持ち、安全、安心を旗印に
次 と々新しい製品を市場に送り出してきた同社。その
取扱品目は約1,000点にも及ぶという。

創業は昭和30(1955)年。静岡県の三島で生まれ
た現社長の父が会社を辞めて家族と一緒に熊谷に移
り、花かつお製造卸業を始めたことが事業の第一歩だ。
「当時、母の実家のある熊谷には、そういう業者が
なかったので『商売になるのでは？』と思ったらしいで
す。親戚が花かつお屋をしていたので父が見習いに
行って仕事を学んだ後、熊谷に移って商売を始めま
した」
日本橋の問屋からかつお節を仕入れ、それを削り、
袋詰めにして熊谷市内約100件の小売店を1軒1軒
回っては、コツコツと信頼、実績、顧客数、売り上げを
伸ばしていく。昭和45年に社名を現在のものにし、花
かつおだけでなくスルメやわかめなど、取り扱う卸商
品の幅を広げていった。現社長の貞彦氏が入社した
のもその頃だ。約2年半の間、日本橋の卸会社で住
み込みで働いた後の入社だった。当時はスーパー
マーケットという小売り業態が成長の兆しを見せ始
めた時期。貞彦氏はいち早くスーパーマーケットに目
をつけて売り込みに行き、次 と々卸先を広げていった。

「当社で働くパートさんは350名ほどおり、その多く
が女性。当社にとって女性は重要な戦力なのです。で
すから、会社としてできるだけ女性が働きやすい環境
を提供したいと思っています」
同社は〈女性にやさしい会社を目指す〉をスローガ

ンに、評価に応じた役職の付与やパート社員の正社
員・準社員への登用、誕生日の花束の贈呈、有給休暇
を取りやすい環境づくり等の制度や福利厚生を持つ。
さらにもう一つ、全社員一丸となって会社の問題に
目を向けるようにするための「改善委員会」と呼ばれ
るQC活動も活発だ。社員が改善すべき点を提案し、
投票によって採用された事案を実行するというもの。
「これでいろいろな点が改善できましたし、何よりス
タッフのモチベーションが高まったと思います」
風通しが良くかつ良好なチームワークを生み出す
社内の環境づくり―それが、顧客に愛される商品
を生み出す土壌となっている。

現在、同社は乾物食品、チルド、青果、お菓子、ペッ
トケアの五つの事業部を持つ。そして将来的には独
立採算の事業部制への組織改革を視野に入れてい
る。その根底にあるのはやはりリスク分散、そして各
事業部のトップ育成という考えだ。
「大きなピラミッドの上に立つには、相当能力のあ
る人間でないと難しい。でも、小さなピラミッドのトップ
……例えばペット事業であれば、そこで優秀な人が
トップになればいい。今ピラミッドの数は五つですが、
今後はその数も増やしていきたい」
築地に移転した子会社の㈱ナチュラルフーズでは、
高級イメージ“築地魚河岸”ブランドの製品展開を推
し進め、新たな市場開拓にも挑戦していく考えだ。
コツコツとヒット商品を開発しながら存在感を強め
てきた同社、今後生み出される製品が待ち遠しい。

チルド工場内の様子 しらすとちりめんの人気ツインパックシリーズ

「その頃、パートさんたち5～6人を集め、珍味の
袋詰めなどを行っていました。製造と卸の両方手が
けていたというのは強みになりましたね。卸だけだっ
たら今の当社はなかったでしょう」
貞彦氏の読みどおり全国的にスーパーマーケット
が拡大し、それに伴い同社も神奈川、信越、仙台、九
州、札幌と全国に営業所を広げ、成長を加速させて
いったのだが……やがてスーパー再編の嵐が吹き荒
れると、突然同社の売り上げの3割を占めていたスー
パーとの取引がなくなってしまった。
「その経験から常に『リスク分散』を頭に置いてい
ます。今、1社の比重は多くて4～5％ですが、今後2～
3％を目標に、売り上げを減らさず他の店の売り上げ
を増やして依存度を下げろと社員には言っています」
　

給食でおなじみの同社の顔となる「アーモンド
フィッシュ」は三十数年前に発売され、現在でも人気
を集めるロングセラー商品だ。その材料となる小魚は、
当時だしを取るためには使えず価値のないものとし
て扱われており、食べるという発想自体がなかったと
いう。藤澤社長はその小魚に味を付け、スライスアー
モンドを混ぜて小袋に入れて販売した。発売当初、
PRの一環として長野の量販店の店頭で無料配布し
たところ、話題となり人気に火が付いた。
「当時アーモンドスライスはまだ珍しくて、これを小
魚と混ぜたら面白いんじゃないかな……と思ったの
が開発のきっかけです」
発売当時から学校給食への売り込みも進められ、

アーモンドフィッシュの人気に合わせるように導入す
る学校も増えていった。こうしてアーモンドフィッシュ
は同社のホームラン商品となった。
しかし、食の細分化が進み国内外の食材や食品が
手軽に手に入る現在、アーモンドフィッシュのような
商品を開発するのは難しいと藤澤社長は語る。
「私はよく野球に例えて、社員にこう言います。ホー

看板商品“アーモンドフィッシュ”誕生

HACCPを取得してチルド事業を開始

風通しの良い環境づくり

五つのピラミッドづくりに向けて

株式会社藤沢商事ZOOM UP

ムランはいらない。ヒットをどんどん打てば、いずれ
ホームベースにたどり着けるのだと」
ホームランよりもヒット4本で点を稼ぐ―それは
社長が持つ経営哲学の一つだ。コンスタントにヒット
を打ち続けるため、社長をはじめ社員はスーパーやコ
ンビニエンスストア、量販店等での市場チェックを怠
らない。そして、いまだ市場に出回っていない製品、エ
ンドユーザーが欲しくなる製品、外食産業に求められ
る製品等さまざまな発想を駆使して、「海鮮しらす」
「国内産十六穀」「チップスシリーズ」等のオリジナル
ヒット商品を次 と々市場に送り出してきた。

平成11（1999）年、同社はしらす、ちりめん製造の
チルド工場を開設しHACCP（ハサップ）を取得する。
今でこそHACCPを取得して食品製造の安全性を
確保する企業は多いが、当時はその存在すらあまり
知られておらず、「工場の建築業者と一緒になって勉
強した」というのだから、ちりめん・しらす加工におい
てのHACCP導入は業界の先駆けだったといえる。
HACCPは対応する設備を設置することはもとより、

働くスタッフの教育やチーム構築も必要となる。
「パートのみなさんが一丸となって『HACCPを取
るぞ』と頑張ってくれたので、スムーズに導入できた。
いいスタッフに恵まれているのだと思います」
そして、その工場の設備によって生まれたのが「し

らすシリーズ」。一般的に菌が多く存在するといわれ
るしらすやちりめんを加熱殺菌し、かつおいしく食べ
られるよう研究を重ねた製品で、使い勝手の良さを
考えて少量が入ったツインパックになっている。
「加熱殺菌の温度帯や時間帯の調整が難しくて、
1年かけて開発しました。ツインパックは当社が考え

て最初につくった商品です」
同社のチルド工場は、徹底した衛生管理と異物除
去選別員の目視チェック、加圧加熱殺菌による減菌
処理によって安全で安心な商品を食卓に送り届けて
いる。現在は水で戻す手間を軽減し、2週間の長期
保存が可能な生わかめの開発を進めている。手軽に
調理できる食材が求められる今、同社の開発中のわ
かめは、これまで市場にはなかった手軽に使える製品
として、外食・中食産業やエンドユーザーからの注目
を集めること間違いなしだ。

HACCP対応のチルド工場〈関連会社㈱フジサワ〉

ロングセラー「アーモンドフィッシュ」と新製品「減塩カットわかめ」「減塩食べる小魚」
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「昔、まだ煮干しがメイン商品だった頃。量販店さ
んのところに売り込みに行った時に、担当者の方から
こう聞かれたんです。『熊谷って海あるの？』って
(笑)」（藤澤貞彦社長）
そう聞かれたのも無理はない。
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す、ちりめん等のチルド商品、ドライフルーツにペット
用乾物製品、菓子用野菜チップス等の製品を加工・
販売する会社だからだ。学校給食でもおなじみの
「アーモンドフィッシュ」を開発した食品メーカーと
いったら身近に感じるだろうか。
「例えばエビの産地で営業するメーカーなどは、

“エビの産地”というカラーが強すぎて他の製品の開
発ができにくいのだそうです。当社の場合、熊谷は何
もないから何でも製品にするしかなかった。それが今、
他社にない特色となっています」
埼玉に五つの工場を持ち、安全、安心を旗印に

次 と々新しい製品を市場に送り出してきた同社。その
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した」
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み込みで働いた後の入社だった。当時はスーパー
マーケットという小売り業態が成長の兆しを見せ始
めた時期。貞彦氏はいち早くスーパーマーケットに目
をつけて売り込みに行き、次 と々卸先を広げていった。
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「これでいろいろな点が改善できましたし、何よりス
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立採算の事業部制への組織改革を視野に入れてい
る。その根底にあるのはやはりリスク分散、そして各
事業部のトップ育成という考えだ。
「大きなピラミッドの上に立つには、相当能力のあ
る人間でないと難しい。でも、小さなピラミッドのトップ
……例えばペット事業であれば、そこで優秀な人が
トップになればいい。今ピラミッドの数は五つですが、
今後はその数も増やしていきたい」
築地に移転した子会社の㈱ナチュラルフーズでは、
高級イメージ“築地魚河岸”ブランドの製品展開を推
し進め、新たな市場開拓にも挑戦していく考えだ。
コツコツとヒット商品を開発しながら存在感を強め
てきた同社、今後生み出される製品が待ち遠しい。
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袋詰めなどを行っていました。製造と卸の両方手が
けていたというのは強みになりましたね。卸だけだっ
たら今の当社はなかったでしょう」
貞彦氏の読みどおり全国的にスーパーマーケット
が拡大し、それに伴い同社も神奈川、信越、仙台、九
州、札幌と全国に営業所を広げ、成長を加速させて
いったのだが……やがてスーパー再編の嵐が吹き荒
れると、突然同社の売り上げの3割を占めていたスー
パーとの取引がなくなってしまった。
「その経験から常に『リスク分散』を頭に置いてい
ます。今、1社の比重は多くて4～5％ですが、今後2～
3％を目標に、売り上げを減らさず他の店の売り上げ
を増やして依存度を下げろと社員には言っています」
　

給食でおなじみの同社の顔となる「アーモンド
フィッシュ」は三十数年前に発売され、現在でも人気
を集めるロングセラー商品だ。その材料となる小魚は、
当時だしを取るためには使えず価値のないものとし
て扱われており、食べるという発想自体がなかったと
いう。藤澤社長はその小魚に味を付け、スライスアー
モンドを混ぜて小袋に入れて販売した。発売当初、
PRの一環として長野の量販店の店頭で無料配布し
たところ、話題となり人気に火が付いた。
「当時アーモンドスライスはまだ珍しくて、これを小
魚と混ぜたら面白いんじゃないかな……と思ったの
が開発のきっかけです」
発売当時から学校給食への売り込みも進められ、

アーモンドフィッシュの人気に合わせるように導入す
る学校も増えていった。こうしてアーモンドフィッシュ
は同社のホームラン商品となった。
しかし、食の細分化が進み国内外の食材や食品が
手軽に手に入る現在、アーモンドフィッシュのような
商品を開発するのは難しいと藤澤社長は語る。
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ムランはいらない。ヒットをどんどん打てば、いずれ
ホームベースにたどり着けるのだと」
ホームランよりもヒット4本で点を稼ぐ―それは
社長が持つ経営哲学の一つだ。コンスタントにヒット
を打ち続けるため、社長をはじめ社員はスーパーやコ
ンビニエンスストア、量販店等での市場チェックを怠
らない。そして、いまだ市場に出回っていない製品、エ
ンドユーザーが欲しくなる製品、外食産業に求められ
る製品等さまざまな発想を駆使して、「海鮮しらす」
「国内産十六穀」「チップスシリーズ」等のオリジナル
ヒット商品を次 と々市場に送り出してきた。

平成11（1999）年、同社はしらす、ちりめん製造の
チルド工場を開設しHACCP（ハサップ）を取得する。
今でこそHACCPを取得して食品製造の安全性を
確保する企業は多いが、当時はその存在すらあまり
知られておらず、「工場の建築業者と一緒になって勉
強した」というのだから、ちりめん・しらす加工におい
てのHACCP導入は業界の先駆けだったといえる。
HACCPは対応する設備を設置することはもとより、

働くスタッフの教育やチーム構築も必要となる。
「パートのみなさんが一丸となって『HACCPを取
るぞ』と頑張ってくれたので、スムーズに導入できた。
いいスタッフに恵まれているのだと思います」
そして、その工場の設備によって生まれたのが「し

らすシリーズ」。一般的に菌が多く存在するといわれ
るしらすやちりめんを加熱殺菌し、かつおいしく食べ
られるよう研究を重ねた製品で、使い勝手の良さを
考えて少量が入ったツインパックになっている。
「加熱殺菌の温度帯や時間帯の調整が難しくて、
1年かけて開発しました。ツインパックは当社が考え

て最初につくった商品です」
同社のチルド工場は、徹底した衛生管理と異物除
去選別員の目視チェック、加圧加熱殺菌による減菌
処理によって安全で安心な商品を食卓に送り届けて
いる。現在は水で戻す手間を軽減し、2週間の長期
保存が可能な生わかめの開発を進めている。手軽に
調理できる食材が求められる今、同社の開発中のわ
かめは、これまで市場にはなかった手軽に使える製品
として、外食・中食産業やエンドユーザーからの注目
を集めること間違いなしだ。
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経営者セミナー 

少しでも健康な方向に持っていく努力を、会社を
含めて個人個人が続けていけることが重要です。経
営をしていく上で「健康一級」の人材が数多くいる
ことは、生産性の面から言っても重要な課題ではな
いかと思います。
1日24時間はプライベートの時間とワークタイム

とで構成されていますが、睡眠時間以外ですとワー
クの時間の方が多いので、そこに目を向けていく必
要があります。仕事をストレスの場と考えて、人生の
3分の1をストレスの海で溺れて過ごしていくと、病
気の発生率もやはり高くなってしまいます。健康三
級だと何が起こるでしょうか？何となくだるく、イライ
ラが続き、ミスが多い。しかし、うつではない。病名は
つかないですが、さまざまな不具合がある。健康三
級に甘んじていると常にこのリスクがあります。個人
にとっても、組織にとっても、何かを変えていくことが
必要なのではないかと思います。
企業において、財務の最高責任者（ＣＦＯ）の存
在と同様に、健康における専門家、最高責任者チー
フヘルスオフィサー（ＣＨＯ）の存在の必要性、重要
性が指摘されています。従業員の労働生産性という
資本と資財を、どのように高めていくかは、経営課
題と言っても過言ではないと思います。
「栄養・運動・休養」の三大要素のうち、まず栄養
に関しては、「いつ×何を×どのくらい」の三つを守っ
て生活をすることが大切です。三つのうち二つは守
りたいですね。逆に言うと、一つは守らなくてもいい。
二つ守れれば最高ですねというところから始めます。
もし夜遅く食べるのなら、どんなものをどのくらい食
べるかは意識すべきです。油っぽいもの、焼き肉を
食べたくなるときがありますね。そうしたら、量とか時
間は考えた方がいいです。お腹いっぱい食べたくな
る時は、何を、いつそれを食べるのかの、二つを守る。
そこから始めて、日々長く続けていくことが、ライフス
タイルマネジメントにおいては重要です。
次は「運動」です。運動はフィジカルフィットネスと
フィジカルアクティビティの二つに分かれています。
前者はスポーツジムやフィットネスクラブでのトレー

経済産業省から、「工業統計調査」の確報となる
2014年産業編が公表された。本稿では、全国と埼
玉県における工業の動向を、工業統計調査をベー
スに、産業面からみてみた。

2014年の工業統計調査（従業者４人以上、以下
同じ）によると、全国の事業所数は202,410所、従
業者数は7,403,269人、製造品出荷額等は305兆
1,400億円であった。製造品出荷額等は、リーマン
ショックの2008年以来、６年ぶりに300兆円の大台
を超えた。
製造品出荷額等を都道府県別にみると、第１位は
愛知県の43.8兆円で、全国シェア14.4％を占め、２
位以下を大きく引き離している。第２位は神奈川県
の17.7兆円（同5.8％）、第３位は大阪府の16.5兆
円（同5.4％）で、この３都道府県で全国の四分の一
（25.6％）を占めている。
以下、静岡県、兵庫県、千葉県と続き、埼玉県は
12.4兆円（4.1％）で全国第７位であった。第８位は茨
城県、第９位は三重県で、ここまでが製造品出荷額等
が10兆円以上の都道府県である。この９都道府県合
計の全国シェアは51.5％と過半数を占めている。
全国の主要産業の第１位は輸送用機械で、全国

の製造品出荷額等の19.7％を占めている。以下、
化学が同9.2％、食料品が同8.5％であった。
製造品出荷額等の上位10都道府県を産業別の

シェアでみると、輸送用機械は、愛知県が53.6％と
トップで、全国平均を大幅に上回っている。
輸送用機械のシェアが全国平均を上回っている

のが広島県の28.5％、静岡県の26.3％、三重県の
21.5％、神奈川県の20.8％で、下回っているのが埼
玉県の17.8％であった。ただ、この６都道府県とも産

業別シェアが第１位であった。
化学は、千葉県の22.6％、茨城県の13.1％、三
重県の12.9％、埼玉県の12.5％で、以下、兵庫県、
大阪府、神奈川県、静岡県で、８都道府県とも全国
平均を上回っている。化学については、臨海工業地
域にあたる都道府県では重化学工業が中心で、内
陸の埼玉県では製薬などファインケミカルが多いこ
とが特徴である。
食料品は、都市型産業の代表的な一つであり、大
消費地の東京都や大阪府に隣接する埼玉県の
12.9％、兵庫県の10.4％が全国平均を上回ってい
るほか、首都圏に近接し野菜や魚介類が豊富な茨
城県が11.2％と全国平均を上回っている。
 

の後逓減傾向にあり、2014年は３年連続して減少し
11,614所となり、ピークからの減少幅は▲26.6％に
達している。同様に従業者数は、ピークであった
2007年の440,359人から2014年は379,238人へ
▲61,121人となり、減少幅は▲13.9％であった。
製造品出荷額等は、ピークであった2007年の
149,476億円からリーマンショックにより2008年、
2009年と減少した。2010年にはやや持ち直しの気
配があったものの、その後３年連続して減少し2013
年に12兆円を割り込んだ。2014年は前年比＋
5.1％の123,908億円と持ち直したが、ピーク年か
らの減少幅は▲17.1％と、大きく落ち込んでいる。
 

埼玉県の産業別の製造品出荷額等をみると、第
１位は輸送用機械で22,012億円（埼玉県のシェア：
17 .8％）、第２位は食料品で16 ,014億円（同
12.9％）、第３位は化学で15,501億円（同12.5％）
で、この３産業が製造品出荷額等で1兆円を超えて
おり、合計では53,527億円（同43.2％）と、県全体
の４割を超えている。
次に、地域の特性を特化係数でみていく。特化係
数（＝埼玉県内シェア／全国シェア）が１を超えてい
れば、全国よりその産業が特化（集積）していること
を示している。埼玉県内の製造品出荷額等が５千億
円以上の産業で特化係数をみると、第１位は印刷で
3.37と高く、第２位は非鉄金属で1.57、第３位は

食料品で1.52となっている。以下、プラスチック製品
で1.48、化学で1.36、金属製品で1.23と続いている。
埼玉県の印刷の特化係数が高いのは、工場等制
限法などから、都内での新増設が制限されたため、
東京都に隣接する埼玉県へ工場等を移転し、立地
したためである。「オフセット印刷物（紙に対するも
の）」の製造品出荷額等は3,199億円（2013年）で
全国２位、「紙以外のものに対する印刷物」は同
1,130億円（同）で全国1位であった。
食料品は大消費地東京に隣接しているため特化
係数が高くなっている。埼玉県は草加せんべいで全
国的に有名である。また、ガリガリ君で有名な事業
所も北部地域に立地している。化学は、臨海工業地
域の重化学と異なり、埼玉県は「医薬品製剤（医薬
部外品製剤を含む）」が同8,767億円（同）で全国
1位など、ファインケミカル中心の化学であることが
特徴である。
 

埼玉県の製造品出荷額等を地域別にみる。なお、
産業別・地域別の計数は2014年工業統計調査では
未発表のため、2013年工業統計調査の計数を使用
した。以下、製造品出荷額等が多い地域から順番に
みてみる。なお、埼玉県が発行した「彩の国工場」を
参考に、各地域に立地する工場の企業名を掲載した。

西部地域（所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市）
地域別の製造品出荷額等の県内第１位は、西部
地域で、製造品出荷額等は16,998億円であった。
産業別に製造品出荷額等をみると、輸送用機械
6,351億円（地域内シェア：38.4％）が高い。以下、
食料品が2,195億円（同12.9％）、電子部品・デバイ
スが1,272億円（同7.5％）と続いている。本田技研
工業㈱や新電元工業㈱、サイボクハムなどが立地し
ているほか、狭山茶の産地でもある。

利根地域（行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田
市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町）
利根地域の製造品出荷額等は15,224億円で県

内第２位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、プラスチック製品が2,522億円（同16.6％）、
食料品が1,933億円（同12.7％）、輸送用機械
1,708億円（同11.2％）となっている。池上金型工
業㈱や中央化学㈱、㈱十勝やフジッコ㈱、㈱ショー
ワなどが立地している。

北部地域【熊谷】（熊谷市、深谷市、寄居町）
北部地域【熊谷】の製造品出荷額等は14,149億

円で県内第３位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、化学が4,348億円（同30.7％）、輸送
用機械1,923億円（同13.6％）、食料品が1,155億
円（同8.2％）となっている。製薬のＭＳＤ㈱、自動車
部品の㈱リード、赤城乳業㈱などが立地している。

さいたま市
さいたま市の製造品出荷額等は7,388億円で12
地域中８位である。製造品出荷額等が多い産業は、
化学が1,883億円（同25.5％）、食料品が1,202億
円（同16.3％）、金属製品が663億円（同9.0％）、飲
料・タバコが621億円（同8.4％）、輸送用機械が
528億円（同7.1％）と続いている。大正製薬㈱、サ
イデン化学㈱などが立地している。

南部地域（川口市、蕨市、戸田市）
南部地域の製造品出荷額等は7,388億円で県

内第９位の規模である。なお、さいたま市との差は
1,600万円であった。製造品出荷額等が多い産業
は印刷が1,865億円（同25.2％）、食料品が817億
円（同11.1％）、金属製品が717億円（同9.7％）と
なっている。戸田市を中心に、印刷関連の事業所が
数多く立地している。

北部地域【本庄】（本庄市、美里町、神川町、上里
町）
北部地域【本庄】の製造品出荷額等は7,230億

円で県内第10位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、輸送用機械1,352億円（同18.7％）、
電子部品・デバイスが462億円（同6.4％）、食料品
が449億円（同6.2％）、情報通信機械が441億円
（同6.1％）となっている。カルソニックカンセイ㈱な
どが立地している。

南西部地域（朝霞市、志木市、和光市、新座市、富
士見市、ふじみ野市、三芳町）
南西部地域の製造品出荷額等は5,483億円で
県内第11位の規模である。製造品出荷額等が多い
産業は印刷が1,419億円（同25.9％）、食料品が
817億円（同14.9％）、プラスチック製品が434億円
（同7.9％）、非鉄製品が423億円（同7.7％）となっ
ている。凸版印刷㈱などが立地している。

秩父地域（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿
野町）
秩父地域の製造品出荷額等は1,964億円で県

内第12位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、窯業・土石が320億円（同16.3％）、情報通信
機械が243億円（同12.4％）、輸送用機械214億円
（同10.9％）、電気機械が188億円（同9.6％）となっ
ている。キヤノン電子㈱、秩父電子㈱、秩父太平洋
セメント㈱などが立地している。

埼玉県には、①高度な技術力を有する多彩な企
業が集積していること、②埼玉大学、早稲田大学な
ど大学・大学院が多数あること、③理化学研究所、
早稲田リサーチパーク、ＳＫＩＰシティなど多数の研究
機関も集積していることなどから、全国でも有数の
工業県となっている。
埼玉県は、首都圏という強大なマーケットの一角

に位置し、充実した交通網により東日本のマーケット
をカバーできる立地環境にあることなどから、工業
の立地ポテンシャルに恵まれており、今後も発展が
大いに期待されている。
埼玉県では、産業の発展を支援するため、企業誘
致に継続的に取り組んでいる。2005年１月から「企
業誘致大作戦」として集中的に取り組みを開始し、
第２ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略」、第３
ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅱ」と進めて
きた。誘致戦略による実績は、2005年１月～2013
年３月に、630件（うち操業済 417件）に達し、その
多くは製造業であった。さらに、埼玉県では、引き続
き「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅲ・立地するなら埼玉
へ」に取り組んでいるほか、大学・研究機関等の先
端的な研究シーズと企業の優れた技術を融合させ、
実用化開発・製品化開発を強力に支援する「先端
産業創造プロジェクト」を推進している。 （山口祐次）

スポーツドクターの辻でございます。スポーツドク
ターというと選手のけがを診る整形外科医のイメー
ジが強いと思いますが、私の専門はスポーツ心理学
およびスポーツ医学です。アメリカにおいては、パ
フォーマンスを上げるためにメンタルトレーニングを
するという発想がビジネスマンにも必要だという発
想に基づく、応用スポーツ心理学という学問があり、
それも私の専門分野です。
昨今、健康経営ということがよく言われます。皆さ
んは、健康の専門家は医療従事者だと思いがちか
もしれませんが、医者は病気の専門家で、健康の専
門家ではありません。健康というものを病気の視点
から見れば、病気になった時に治療して行けばいい
のだと考えてしまいがちですが、スポーツの視点か
ら健康をみるならば、単に病気でないだけではだめ
ということになります。すなわち健康は、より生産性
を高めて、結果を出し、技術を発揮していくために必
要な資本であり、資財であり、資源であるという発
想が生まれます。自己管理の能力を増進させ、個々

のタフネスをつくっていく発想こそが重要で、その実
践をスポーツ医学やスポーツ心理学が担っていま
す。そしてそれをスポーツ以外の様々な分野に応用
していこうという学問が応用スポーツ心理学です。
結局、私の仕事の中心は、いかに個人と組織のパ
フォーマンスを高めるかということ、つまりパフォー
マンスエクセレンスにあります。
そのために、仕組みや制度で風土改革をするの
ではなく、組織を構成している個人一人ひとりに焦
点を当て、個人のマネジメント力を向上させることで、
強い組織への変革、風土改革へとつなげています。

1970年代後半に、アメリカのチクセントミハイと
いう心理学者が、人間が高いパフォーマンスを発
揮しているときの心の状態は、競技や職種、行動
の内容に関係なく、ある共通した状態にあるとして、
その心の状態を「Flow状態」と名づけました。ス
ポーツにおいてはゾーンと呼ばれる状態がありま
すが、それよりも少し手前の状態です。「揺らがず、
とらわれずの感じ」です。私はフロー状態とは「機
嫌のいい感じ」だと表現しています。やるべきこと
から逃げずに、やるべきことを機嫌よくやる組織
「フローカンパニー」はパフォーマンスが高いです。
私が目指すのはそういう組織づくりです。あるがま

まの自然体の感じ、マインドフルネスな感じ、集中と
リラックスが共存しているような感じでしょうか。逆
に機嫌の悪いノンフローという状態は、何かに揺ら
いでいたり、とらわれていたりする状態です。人間
は、ノンフローだとパフォーマンスの質が落ちてしま
うので、自分の機嫌をどうマネジメントして行くかが
大変重要になってきます。病は気からというように、
心の状態は病気をも惹起していきます。私は、心の
状態の適切なマネジメントがパフォーマンスの向上
に直結し、かつ健康マネジメントにもつながるとい
う考え方で、企業の産業医としてもコンサルティン
グをしています。
ノンフローな状態では、行動、思考、関係、結果、
それぞれの質が上がらず、よい回転にはなりません。
サッカーの長友選手は、フローな状態を「余裕」と呼
び、「お金や時間の余裕とは関係なく、自分のマイン
ドに余裕をつくるのは自分の責任である」と言って
います。トップアスリートは、状況とは関係なく自分の
マインドに余裕をつくる脳の練習をしているのです。
マインドマネジメントを行う脳の力をしっかりと磨い
ていくことが大切です。
人間には、自分の外側に対応し行動する第1の脳

と、自分の内側にある心を整える第2の脳がありま
す。とかく人間はどうしても外側対応脳ばかりが暴
走し、第2の脳が劣化しやすい構造にあります。第2
の脳を鍛えるのがメンタルトレーニングです。心をマ
ネジメントしているのは、全て脳の習慣、脳のルー
ティーンです。語学で使う脳と同じで、練習していな
いとどうしても外側の脳だけ使ってしまうという特徴
があります。
二つの脳を使うトレーニング、二つの脳を使える
人材の育成が私の専門で、これをバイブレイン、バ
イブレイナーと呼んでいます。スポーツでもビジネス
でも、やるべきことをやること、これが人生の中でプ
ライオリティの高いことです。しかし心に負担やスト
レスを抱えてやっていると、耐え切れずに折れてしま
い、うつになります。また、やるべきことに向かい合
わずに逃げることで、機嫌のいいふりをしている状
態、これが新型うつというもので、言ってみれば偽フ
ロー状態です。私は、第1の脳だけでなく第2の脳＝

心を整える脳も磨いている人、つまりバイブレイナー
を育成し、増やしていくという仕事をしているのです。

フローになると、切り替えが早くなり、視野も広く
なり、一般的にはパフォーマンスレベルが上がりま
す。個人について言えば、アイディアが出やすく
なったり、優しくなれたり、疲れにくくなったりします
し、組織全体では、会議の効率が上がる、ワークラ
イフバランスがよくなるといったことが起こります。
必ずわれわれ個人や組織が求めているものが全
部叶いますというわけではありませんが、マインド
マネジメントがうまくいくことで、求めている方向性
への変化が加速されるような感じでしょうか。フ
ローな環境をつくっていくことは大変重要で、フ
ローな会社は「ホワイト企業」とでも言ったらいい
のかもしれません。
また、さらに個人に関して言えば、ライフスタイル
をより健康な方向へマネジメントしていくための行
動変容や意識変容を行っていくのにも、フローであ
ることは重要です。心が揺らいでいたり、とらわれた
りしている状態では、行動や意識を変えていきにく
いからです。

フローな状態は、ライフスタイルマネジメントのた
めの行動変容に重要な役割をもちます。そしてそ
れは、直接的な疾病予防となります。人間がいまだ
に克服できていない病気は、感染症・癌・動脈硬
化・認知症（ぼけ）の四つです。病は気からと言わ
れるとおり、機嫌のいい状態は、この四つすべてに
対して、少なくとも抑制的な効果を発揮することが
研究で分かってきています。また、先ほども述べた
ように、心を整えることはライフスタイルを良くして
いくことにもプラスに働きます。機嫌が良いという
こと自体が病気の予防になるのと同時に、機嫌が
良いことによってライフスタイルの改善もしやすく
なり、さらに病気を予防できる。フローな状態が
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メンタルマネジメントによる新しい経営をスポーツ心理学に学ぶ！

1961年東京都生まれ。1986年北海道大学医学部卒、同年慶應義塾大学病院勤務。1991年慶大スポーツ医学研究セン
ターでスポーツ医学を学ぶ。メンタル・トレーニングによるパフォーマンスの向上が専門。応用スポーツ心理学をベース
に、パフォーマンスを最大化する心の状態「Flow」を生み出すための独自理論「辻メソッド」は、一流スポーツ選手やトップ
ビジネスパーソンをはじめ、教育界、音楽界等、幅広い分野から熱い支持を得ている。

辻 秀一氏
スポーツドクター 　
株式会社エミネクロス 代表
プロフィール

健康は経営の資財・資源＝真の健康経営

平成28年1月26日（火）、スポーツドクターの辻秀一
氏を講師にお迎えし、「メンタルマネジメントによる新し
い経営をスポーツ心理学に学ぶ！」と題してセミナーを
開催した。以下、その概要を紹介する。

もたらすこの二重の効果が、疾病予防に効果をも
たらすのです。
心も体もマイナスの部分に着目するのではなく、
より増進していく部分がこれからは重要です。生産
年齢人口が日本全体で減少していく中で、企業が
一人ひとりの生産性を上げていくためのアプローチ
が重要であり、新しい健康経営の考え方なのではな
いかと思います。

私はスポーツドクターとして、社員一人ひとりの
「一級の健康」をつくっていくために、つまりタフネス
や心を切り替える力をつけていくために、スポーツ
医学やスポーツ心理学がもっとビジネスに活かせれ
ばいいなと思っています。企業においては、単に「病
気ではない」というレベルではなく、一級の健康を目
指していくことが重要です。企業は一級の健康な人
が集まる組織でありたいと願っています。従業員に
は、健康が経営や仕事、働くことに直結しているの
だということを伝えていく必要があります。健康三級
に甘んじていて、経営上大丈夫なのか、もっと元気
な人が会社の中で、やるべきことを機嫌よく活き活
きとやって、社会に貢献していくことが重要ではない
のか。病気でなければ良いということではなく、健康
をみずから獲得し、増進していく必要があるのでは
ないか。このように、健康とは、治すものではなく、鍛
えるものだという発想を従業員の方々にもってもら
いたいと思います。
健康はライフスタイルと大いに関連しています。
生活の中で、働いている時間はかなりの部分を占め
ています。よって働いていることそのものが健康と
関連しています。健康を維持し、増進するためのラ
イフスタイルの三大要素は、千年も前から「栄養・運
動・休養」であると言われています。先ほど挙げた感
染症・癌・動脈硬化・認知症も、これらのライフスタイ
ル三大要素とリンクしていることが分かってきてい
ます。経営や仕事のあり方と健康の間に、極めて深
い関連があることに注目していくことが、これからの
健康経営のあり方だと思っています。

ニングの様な、非日常的な身体運動であり、メ
ニューがあったり数値化できたりします。後者は、日
常生活すべての身体活動量の総量です。40年前の
人に比べて、現在のわれわれは日常生活における
身体活動量が、40％に低下しています。われわれは
本当に動かなくなっていますね。人間が便利さを追
求して生活がコンビニエントになればなるほど、人間
そのものは生命個体としては脆弱になります。工夫
をしていかなければなりません。日本人全体が、自己
管理の力をもっとつけて行く必要があると思ってい
ます。それがある意味プロフェッショナルビジネスア
スリートだと思います。しかし、たった一人でやるの
はなかなか難しい。企業全体にそういう風土をつ
くっていくことも重要だと考えます。
次に「休養」です。ストレスをマネジメントするより

も、フローやご機嫌をマネジメントする方が、心にフ
ローな状態をつくり出しやすいことが分かってきて
います。つまり、機嫌がいいとどうなるかをもっと考
えて行くことで、機嫌のいいことには価値があるの
だと、認識を深め共有していくことが重要です。わ
れわれは、なぜストレスがあるのか、その原因を考
えがちです。そう考えていると全然機嫌のいい方
向にはいかないです。それとは逆に機嫌がよかった
らどうなるかを考えたり、想像したりするだけで、心
は機嫌がよくなる方向に行きます。朝の会議でも、
今月の目標や、やるべきことは何なのかを明確に
するのみならず、機嫌がよかったらどうなるのかと
いうことについて話し合ってみたら良いでしょう。機
嫌のいいことの価値化を、会社の風土の中に根付
かせていくことが必要であり、ご機嫌な状況を自分
でつくっていける人たち、もしくは組織をご機嫌にし
ていける人材が、組織の健康経営上も必要である
と思います。

動物の中で、人間だけが過去を反省することがで
きる生き物であり、反省を次に生かして行こうとして
います。また、人間だけが未来を見ることができ、目
標を設定し計画を立てることに優れた生き物です。

われわれは過去や未来に脳を馳せ、いわゆるＰＤＣ
Ａサイクルを回しながら仕事をしています。しかし、
このＰＤＣＡサイクルで、過去や未来を思考すると、
心に負担がかかることが分かっています。なぜでしょ
うか。人間は、過去の様にもう変えられないところに
頭を突っ込むと、心は後悔感にとらわれ、ノンフロー
になります。また、未来の様にまだわからないものの
中に頭を突っ込むと不安と心配、緊張と焦りがやっ
てきます。ＰＤＣＡサイクルを回して仕事をすること
は、このようにストレスを生み、パフォーマンスを落と
すリスクを孕んでいます。
そこで第2の脳、気づきの脳がすごく重要です。

「今に生きる」と考えることが重要です。「過去や未
来に行くな」ではなくて、その思考の暴走に気づき
ながら「今でしょ」と考えて心を鎮静化して行くとい
うのが第2の脳の使い方です。私は、車椅子バス
ケットボールのパラリンピック代表のチームドクター
を務めています。彼らに心の整え方を問うと「1日に、
もう数えきれないくらい、今に生きると考えて心をリ
セットしています」と話してくれました。

ビジネスマンもスポーツ選手同様、自分の機嫌を
つくっていく脳の習慣、自分の健康、ライフスタイル
を自己管理していくことが大切で、これがプロフェッ
ショナルビジネスアスリートでありチームなのではな
いかと思っています。また、そのマネジメントスキル
が育って行く風土がある企業こそがホワイト企業で
あり、フローカンパニーであると私は思っています。
私は、このスポーツから生まれた心理学や医学が
社会やビジネスに活きることによって、スポーツが文
化になればいいなと思っています。文化としてのス
ポーツ、人間の豊かさをつくっていくスポーツ文化
があれば、そこから出た医学や心理学は、皆さんの
ような経営、経済、仕事に大いに役立つという構造
が生まれてくる。それが2020年の東京オリンピック
までにできたらいいなというのが、私のスポーツドク
ターとしての夢でもあります。
本日は、ご清聴、ありがとうございました。

Flow状態とは

Flowの価値

2014年の工業統計調査によると、埼玉県の事業
所数は11,614所、３年連続で減少したものの、全国
順位は第４位で前年と変わらず。従業者数は
379,238人、2年連続で増加し、全国第４位。製造
品出荷額等は123,908億円で４年ぶりに増加した
ものの、全国第７位と順位は前年と同じであった。
埼玉県工業を2005年～2014年の10年間でみる

と、事業所数は2005年の15,821所がピークで、そ

Flowの役割

東部地域（春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三
郷市、吉川市、松伏町）
東部地域の製造品出荷額等は13,259億円で県

内第4位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は食料品が2,936億円（同22.1％）、パルプ・紙が
1,490億円（同11.2％）、金属製品が1,326億円
（同10.0％）、はん用機械が1,038億円（同7.8％）と
なっている。草加せんべいや段ボール関連の事業
所が立地している。

川越比企地域【川越】（川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、
毛呂山町、越生町）
川越比企地域【川越】の製造品出荷額等は
12,469億円で県内第５位の規模である。製造品出
荷額等が多い産業は、化学が3,414億円（同
27.4％）、業務用機械が2,170億円（同17.4％）、食
料品が1,367億円（同11.0％）となっている。ショー
ボンド化学㈱、㈱ぎょうざの満洲、㈱明治などが立
地している。

県央地域（鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町）
県央地域の製造品出荷額等は8,204億円で県

内第６位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は輸送用機械が2,234億円（同27.2％）、食料品
が968億円（同11.8％）、非鉄金属が539億円（同
6.6％）となっている。富士重工業㈱、関東グリコ㈱
などが立地している。

川越比企地域【東松山】（東松山市、滑川町、嵐山町、小
川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村）
川越比企地域【東松山】の製造品出荷額等は
8,121億円で県内第７位の規模である。製造品出荷
額等が多い産業は、輸送用機械2,396億円（同
29.5％）、食料品が1,111億円（同13.7％）、金属製
品が751億円（同9.2％）となっている。ボッシュ㈱を
はじめ輸送用機械関連の事業所などが立地している。
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経営者セミナー 

少しでも健康な方向に持っていく努力を、会社を
含めて個人個人が続けていけることが重要です。経
営をしていく上で「健康一級」の人材が数多くいる
ことは、生産性の面から言っても重要な課題ではな
いかと思います。
1日24時間はプライベートの時間とワークタイム

とで構成されていますが、睡眠時間以外ですとワー
クの時間の方が多いので、そこに目を向けていく必
要があります。仕事をストレスの場と考えて、人生の
3分の1をストレスの海で溺れて過ごしていくと、病
気の発生率もやはり高くなってしまいます。健康三
級だと何が起こるでしょうか？何となくだるく、イライ
ラが続き、ミスが多い。しかし、うつではない。病名は
つかないですが、さまざまな不具合がある。健康三
級に甘んじていると常にこのリスクがあります。個人
にとっても、組織にとっても、何かを変えていくことが
必要なのではないかと思います。
企業において、財務の最高責任者（ＣＦＯ）の存
在と同様に、健康における専門家、最高責任者チー
フヘルスオフィサー（ＣＨＯ）の存在の必要性、重要
性が指摘されています。従業員の労働生産性という
資本と資財を、どのように高めていくかは、経営課
題と言っても過言ではないと思います。
「栄養・運動・休養」の三大要素のうち、まず栄養
に関しては、「いつ×何を×どのくらい」の三つを守っ
て生活をすることが大切です。三つのうち二つは守
りたいですね。逆に言うと、一つは守らなくてもいい。
二つ守れれば最高ですねというところから始めます。
もし夜遅く食べるのなら、どんなものをどのくらい食
べるかは意識すべきです。油っぽいもの、焼き肉を
食べたくなるときがありますね。そうしたら、量とか時
間は考えた方がいいです。お腹いっぱい食べたくな
る時は、何を、いつそれを食べるのかの、二つを守る。
そこから始めて、日々長く続けていくことが、ライフス
タイルマネジメントにおいては重要です。
次は「運動」です。運動はフィジカルフィットネスと
フィジカルアクティビティの二つに分かれています。
前者はスポーツジムやフィットネスクラブでのトレー

経済産業省から、「工業統計調査」の確報となる
2014年産業編が公表された。本稿では、全国と埼
玉県における工業の動向を、工業統計調査をベー
スに、産業面からみてみた。

2014年の工業統計調査（従業者４人以上、以下
同じ）によると、全国の事業所数は202,410所、従
業者数は7,403,269人、製造品出荷額等は305兆
1,400億円であった。製造品出荷額等は、リーマン
ショックの2008年以来、６年ぶりに300兆円の大台
を超えた。
製造品出荷額等を都道府県別にみると、第１位は
愛知県の43.8兆円で、全国シェア14.4％を占め、２
位以下を大きく引き離している。第２位は神奈川県
の17.7兆円（同5.8％）、第３位は大阪府の16.5兆
円（同5.4％）で、この３都道府県で全国の四分の一
（25.6％）を占めている。
以下、静岡県、兵庫県、千葉県と続き、埼玉県は
12.4兆円（4.1％）で全国第７位であった。第８位は茨
城県、第９位は三重県で、ここまでが製造品出荷額等
が10兆円以上の都道府県である。この９都道府県合
計の全国シェアは51.5％と過半数を占めている。
全国の主要産業の第１位は輸送用機械で、全国

の製造品出荷額等の19.7％を占めている。以下、
化学が同9.2％、食料品が同8.5％であった。
製造品出荷額等の上位10都道府県を産業別の

シェアでみると、輸送用機械は、愛知県が53.6％と
トップで、全国平均を大幅に上回っている。
輸送用機械のシェアが全国平均を上回っている

のが広島県の28.5％、静岡県の26.3％、三重県の
21.5％、神奈川県の20.8％で、下回っているのが埼
玉県の17.8％であった。ただ、この６都道府県とも産

業別シェアが第１位であった。
化学は、千葉県の22.6％、茨城県の13.1％、三
重県の12.9％、埼玉県の12.5％で、以下、兵庫県、
大阪府、神奈川県、静岡県で、８都道府県とも全国
平均を上回っている。化学については、臨海工業地
域にあたる都道府県では重化学工業が中心で、内
陸の埼玉県では製薬などファインケミカルが多いこ
とが特徴である。
食料品は、都市型産業の代表的な一つであり、大
消費地の東京都や大阪府に隣接する埼玉県の
12.9％、兵庫県の10.4％が全国平均を上回ってい
るほか、首都圏に近接し野菜や魚介類が豊富な茨
城県が11.2％と全国平均を上回っている。
 

の後逓減傾向にあり、2014年は３年連続して減少し
11,614所となり、ピークからの減少幅は▲26.6％に
達している。同様に従業者数は、ピークであった
2007年の440,359人から2014年は379,238人へ
▲61,121人となり、減少幅は▲13.9％であった。
製造品出荷額等は、ピークであった2007年の
149,476億円からリーマンショックにより2008年、
2009年と減少した。2010年にはやや持ち直しの気
配があったものの、その後３年連続して減少し2013
年に12兆円を割り込んだ。2014年は前年比＋
5.1％の123,908億円と持ち直したが、ピーク年か
らの減少幅は▲17.1％と、大きく落ち込んでいる。
 

埼玉県の産業別の製造品出荷額等をみると、第
１位は輸送用機械で22,012億円（埼玉県のシェア：
17 .8％）、第２位は食料品で16 ,014億円（同
12.9％）、第３位は化学で15,501億円（同12.5％）
で、この３産業が製造品出荷額等で1兆円を超えて
おり、合計では53,527億円（同43.2％）と、県全体
の４割を超えている。
次に、地域の特性を特化係数でみていく。特化係
数（＝埼玉県内シェア／全国シェア）が１を超えてい
れば、全国よりその産業が特化（集積）していること
を示している。埼玉県内の製造品出荷額等が５千億
円以上の産業で特化係数をみると、第１位は印刷で
3.37と高く、第２位は非鉄金属で1.57、第３位は

食料品で1.52となっている。以下、プラスチック製品
で1.48、化学で1.36、金属製品で1.23と続いている。
埼玉県の印刷の特化係数が高いのは、工場等制
限法などから、都内での新増設が制限されたため、
東京都に隣接する埼玉県へ工場等を移転し、立地
したためである。「オフセット印刷物（紙に対するも
の）」の製造品出荷額等は3,199億円（2013年）で
全国２位、「紙以外のものに対する印刷物」は同
1,130億円（同）で全国1位であった。
食料品は大消費地東京に隣接しているため特化
係数が高くなっている。埼玉県は草加せんべいで全
国的に有名である。また、ガリガリ君で有名な事業
所も北部地域に立地している。化学は、臨海工業地
域の重化学と異なり、埼玉県は「医薬品製剤（医薬
部外品製剤を含む）」が同8,767億円（同）で全国
1位など、ファインケミカル中心の化学であることが
特徴である。
 

埼玉県の製造品出荷額等を地域別にみる。なお、
産業別・地域別の計数は2014年工業統計調査では
未発表のため、2013年工業統計調査の計数を使用
した。以下、製造品出荷額等が多い地域から順番に
みてみる。なお、埼玉県が発行した「彩の国工場」を
参考に、各地域に立地する工場の企業名を掲載した。

西部地域（所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市）
地域別の製造品出荷額等の県内第１位は、西部
地域で、製造品出荷額等は16,998億円であった。
産業別に製造品出荷額等をみると、輸送用機械
6,351億円（地域内シェア：38.4％）が高い。以下、
食料品が2,195億円（同12.9％）、電子部品・デバイ
スが1,272億円（同7.5％）と続いている。本田技研
工業㈱や新電元工業㈱、サイボクハムなどが立地し
ているほか、狭山茶の産地でもある。

利根地域（行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田
市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町）
利根地域の製造品出荷額等は15,224億円で県

内第２位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、プラスチック製品が2,522億円（同16.6％）、
食料品が1,933億円（同12.7％）、輸送用機械
1,708億円（同11.2％）となっている。池上金型工
業㈱や中央化学㈱、㈱十勝やフジッコ㈱、㈱ショー
ワなどが立地している。

北部地域【熊谷】（熊谷市、深谷市、寄居町）
北部地域【熊谷】の製造品出荷額等は14,149億

円で県内第３位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、化学が4,348億円（同30.7％）、輸送
用機械1,923億円（同13.6％）、食料品が1,155億
円（同8.2％）となっている。製薬のＭＳＤ㈱、自動車
部品の㈱リード、赤城乳業㈱などが立地している。

さいたま市
さいたま市の製造品出荷額等は7,388億円で12
地域中８位である。製造品出荷額等が多い産業は、
化学が1,883億円（同25.5％）、食料品が1,202億
円（同16.3％）、金属製品が663億円（同9.0％）、飲
料・タバコが621億円（同8.4％）、輸送用機械が
528億円（同7.1％）と続いている。大正製薬㈱、サ
イデン化学㈱などが立地している。

南部地域（川口市、蕨市、戸田市）
南部地域の製造品出荷額等は7,388億円で県

内第９位の規模である。なお、さいたま市との差は
1,600万円であった。製造品出荷額等が多い産業
は印刷が1,865億円（同25.2％）、食料品が817億
円（同11.1％）、金属製品が717億円（同9.7％）と
なっている。戸田市を中心に、印刷関連の事業所が
数多く立地している。

北部地域【本庄】（本庄市、美里町、神川町、上里
町）
北部地域【本庄】の製造品出荷額等は7,230億

円で県内第10位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、輸送用機械1,352億円（同18.7％）、
電子部品・デバイスが462億円（同6.4％）、食料品
が449億円（同6.2％）、情報通信機械が441億円
（同6.1％）となっている。カルソニックカンセイ㈱な
どが立地している。

南西部地域（朝霞市、志木市、和光市、新座市、富
士見市、ふじみ野市、三芳町）
南西部地域の製造品出荷額等は5,483億円で
県内第11位の規模である。製造品出荷額等が多い
産業は印刷が1,419億円（同25.9％）、食料品が
817億円（同14.9％）、プラスチック製品が434億円
（同7.9％）、非鉄製品が423億円（同7.7％）となっ
ている。凸版印刷㈱などが立地している。

秩父地域（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿
野町）
秩父地域の製造品出荷額等は1,964億円で県

内第12位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、窯業・土石が320億円（同16.3％）、情報通信
機械が243億円（同12.4％）、輸送用機械214億円
（同10.9％）、電気機械が188億円（同9.6％）となっ
ている。キヤノン電子㈱、秩父電子㈱、秩父太平洋
セメント㈱などが立地している。

埼玉県には、①高度な技術力を有する多彩な企
業が集積していること、②埼玉大学、早稲田大学な
ど大学・大学院が多数あること、③理化学研究所、
早稲田リサーチパーク、ＳＫＩＰシティなど多数の研究
機関も集積していることなどから、全国でも有数の
工業県となっている。
埼玉県は、首都圏という強大なマーケットの一角

に位置し、充実した交通網により東日本のマーケット
をカバーできる立地環境にあることなどから、工業
の立地ポテンシャルに恵まれており、今後も発展が
大いに期待されている。
埼玉県では、産業の発展を支援するため、企業誘
致に継続的に取り組んでいる。2005年１月から「企
業誘致大作戦」として集中的に取り組みを開始し、
第２ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略」、第３
ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅱ」と進めて
きた。誘致戦略による実績は、2005年１月～2013
年３月に、630件（うち操業済 417件）に達し、その
多くは製造業であった。さらに、埼玉県では、引き続
き「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅲ・立地するなら埼玉
へ」に取り組んでいるほか、大学・研究機関等の先
端的な研究シーズと企業の優れた技術を融合させ、
実用化開発・製品化開発を強力に支援する「先端
産業創造プロジェクト」を推進している。 （山口祐次）

スポーツドクターの辻でございます。スポーツドク
ターというと選手のけがを診る整形外科医のイメー
ジが強いと思いますが、私の専門はスポーツ心理学
およびスポーツ医学です。アメリカにおいては、パ
フォーマンスを上げるためにメンタルトレーニングを
するという発想がビジネスマンにも必要だという発
想に基づく、応用スポーツ心理学という学問があり、
それも私の専門分野です。
昨今、健康経営ということがよく言われます。皆さ
んは、健康の専門家は医療従事者だと思いがちか
もしれませんが、医者は病気の専門家で、健康の専
門家ではありません。健康というものを病気の視点
から見れば、病気になった時に治療して行けばいい
のだと考えてしまいがちですが、スポーツの視点か
ら健康をみるならば、単に病気でないだけではだめ
ということになります。すなわち健康は、より生産性
を高めて、結果を出し、技術を発揮していくために必
要な資本であり、資財であり、資源であるという発
想が生まれます。自己管理の能力を増進させ、個々

のタフネスをつくっていく発想こそが重要で、その実
践をスポーツ医学やスポーツ心理学が担っていま
す。そしてそれをスポーツ以外の様々な分野に応用
していこうという学問が応用スポーツ心理学です。
結局、私の仕事の中心は、いかに個人と組織のパ
フォーマンスを高めるかということ、つまりパフォー
マンスエクセレンスにあります。
そのために、仕組みや制度で風土改革をするの
ではなく、組織を構成している個人一人ひとりに焦
点を当て、個人のマネジメント力を向上させることで、
強い組織への変革、風土改革へとつなげています。

1970年代後半に、アメリカのチクセントミハイと
いう心理学者が、人間が高いパフォーマンスを発
揮しているときの心の状態は、競技や職種、行動
の内容に関係なく、ある共通した状態にあるとして、
その心の状態を「Flow状態」と名づけました。ス
ポーツにおいてはゾーンと呼ばれる状態がありま
すが、それよりも少し手前の状態です。「揺らがず、
とらわれずの感じ」です。私はフロー状態とは「機
嫌のいい感じ」だと表現しています。やるべきこと
から逃げずに、やるべきことを機嫌よくやる組織
「フローカンパニー」はパフォーマンスが高いです。
私が目指すのはそういう組織づくりです。あるがま

まの自然体の感じ、マインドフルネスな感じ、集中と
リラックスが共存しているような感じでしょうか。逆
に機嫌の悪いノンフローという状態は、何かに揺ら
いでいたり、とらわれていたりする状態です。人間
は、ノンフローだとパフォーマンスの質が落ちてしま
うので、自分の機嫌をどうマネジメントして行くかが
大変重要になってきます。病は気からというように、
心の状態は病気をも惹起していきます。私は、心の
状態の適切なマネジメントがパフォーマンスの向上
に直結し、かつ健康マネジメントにもつながるとい
う考え方で、企業の産業医としてもコンサルティン
グをしています。
ノンフローな状態では、行動、思考、関係、結果、
それぞれの質が上がらず、よい回転にはなりません。
サッカーの長友選手は、フローな状態を「余裕」と呼
び、「お金や時間の余裕とは関係なく、自分のマイン
ドに余裕をつくるのは自分の責任である」と言って
います。トップアスリートは、状況とは関係なく自分の
マインドに余裕をつくる脳の練習をしているのです。
マインドマネジメントを行う脳の力をしっかりと磨い
ていくことが大切です。
人間には、自分の外側に対応し行動する第1の脳

と、自分の内側にある心を整える第2の脳がありま
す。とかく人間はどうしても外側対応脳ばかりが暴
走し、第2の脳が劣化しやすい構造にあります。第2
の脳を鍛えるのがメンタルトレーニングです。心をマ
ネジメントしているのは、全て脳の習慣、脳のルー
ティーンです。語学で使う脳と同じで、練習していな
いとどうしても外側の脳だけ使ってしまうという特徴
があります。
二つの脳を使うトレーニング、二つの脳を使える
人材の育成が私の専門で、これをバイブレイン、バ
イブレイナーと呼んでいます。スポーツでもビジネス
でも、やるべきことをやること、これが人生の中でプ
ライオリティの高いことです。しかし心に負担やスト
レスを抱えてやっていると、耐え切れずに折れてしま
い、うつになります。また、やるべきことに向かい合
わずに逃げることで、機嫌のいいふりをしている状
態、これが新型うつというもので、言ってみれば偽フ
ロー状態です。私は、第1の脳だけでなく第2の脳＝

心を整える脳も磨いている人、つまりバイブレイナー
を育成し、増やしていくという仕事をしているのです。

フローになると、切り替えが早くなり、視野も広く
なり、一般的にはパフォーマンスレベルが上がりま
す。個人について言えば、アイディアが出やすく
なったり、優しくなれたり、疲れにくくなったりします
し、組織全体では、会議の効率が上がる、ワークラ
イフバランスがよくなるといったことが起こります。
必ずわれわれ個人や組織が求めているものが全
部叶いますというわけではありませんが、マインド
マネジメントがうまくいくことで、求めている方向性
への変化が加速されるような感じでしょうか。フ
ローな環境をつくっていくことは大変重要で、フ
ローな会社は「ホワイト企業」とでも言ったらいい
のかもしれません。
また、さらに個人に関して言えば、ライフスタイル
をより健康な方向へマネジメントしていくための行
動変容や意識変容を行っていくのにも、フローであ
ることは重要です。心が揺らいでいたり、とらわれた
りしている状態では、行動や意識を変えていきにく
いからです。

フローな状態は、ライフスタイルマネジメントのた
めの行動変容に重要な役割をもちます。そしてそ
れは、直接的な疾病予防となります。人間がいまだ
に克服できていない病気は、感染症・癌・動脈硬
化・認知症（ぼけ）の四つです。病は気からと言わ
れるとおり、機嫌のいい状態は、この四つすべてに
対して、少なくとも抑制的な効果を発揮することが
研究で分かってきています。また、先ほども述べた
ように、心を整えることはライフスタイルを良くして
いくことにもプラスに働きます。機嫌が良いという
こと自体が病気の予防になるのと同時に、機嫌が
良いことによってライフスタイルの改善もしやすく
なり、さらに病気を予防できる。フローな状態が
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メンタルマネジメントによる新しい経営をスポーツ心理学に学ぶ！

1961年東京都生まれ。1986年北海道大学医学部卒、同年慶應義塾大学病院勤務。1991年慶大スポーツ医学研究セン
ターでスポーツ医学を学ぶ。メンタル・トレーニングによるパフォーマンスの向上が専門。応用スポーツ心理学をベース
に、パフォーマンスを最大化する心の状態「Flow」を生み出すための独自理論「辻メソッド」は、一流スポーツ選手やトップ
ビジネスパーソンをはじめ、教育界、音楽界等、幅広い分野から熱い支持を得ている。

辻 秀一氏
スポーツドクター 　
株式会社エミネクロス 代表
プロフィール

健康は経営の資財・資源＝真の健康経営

平成28年1月26日（火）、スポーツドクターの辻秀一
氏を講師にお迎えし、「メンタルマネジメントによる新し
い経営をスポーツ心理学に学ぶ！」と題してセミナーを
開催した。以下、その概要を紹介する。

もたらすこの二重の効果が、疾病予防に効果をも
たらすのです。
心も体もマイナスの部分に着目するのではなく、
より増進していく部分がこれからは重要です。生産
年齢人口が日本全体で減少していく中で、企業が
一人ひとりの生産性を上げていくためのアプローチ
が重要であり、新しい健康経営の考え方なのではな
いかと思います。

私はスポーツドクターとして、社員一人ひとりの
「一級の健康」をつくっていくために、つまりタフネス
や心を切り替える力をつけていくために、スポーツ
医学やスポーツ心理学がもっとビジネスに活かせれ
ばいいなと思っています。企業においては、単に「病
気ではない」というレベルではなく、一級の健康を目
指していくことが重要です。企業は一級の健康な人
が集まる組織でありたいと願っています。従業員に
は、健康が経営や仕事、働くことに直結しているの
だということを伝えていく必要があります。健康三級
に甘んじていて、経営上大丈夫なのか、もっと元気
な人が会社の中で、やるべきことを機嫌よく活き活
きとやって、社会に貢献していくことが重要ではない
のか。病気でなければ良いということではなく、健康
をみずから獲得し、増進していく必要があるのでは
ないか。このように、健康とは、治すものではなく、鍛
えるものだという発想を従業員の方々にもってもら
いたいと思います。
健康はライフスタイルと大いに関連しています。
生活の中で、働いている時間はかなりの部分を占め
ています。よって働いていることそのものが健康と
関連しています。健康を維持し、増進するためのラ
イフスタイルの三大要素は、千年も前から「栄養・運
動・休養」であると言われています。先ほど挙げた感
染症・癌・動脈硬化・認知症も、これらのライフスタイ
ル三大要素とリンクしていることが分かってきてい
ます。経営や仕事のあり方と健康の間に、極めて深
い関連があることに注目していくことが、これからの
健康経営のあり方だと思っています。

ニングの様な、非日常的な身体運動であり、メ
ニューがあったり数値化できたりします。後者は、日
常生活すべての身体活動量の総量です。40年前の
人に比べて、現在のわれわれは日常生活における
身体活動量が、40％に低下しています。われわれは
本当に動かなくなっていますね。人間が便利さを追
求して生活がコンビニエントになればなるほど、人間
そのものは生命個体としては脆弱になります。工夫
をしていかなければなりません。日本人全体が、自己
管理の力をもっとつけて行く必要があると思ってい
ます。それがある意味プロフェッショナルビジネスア
スリートだと思います。しかし、たった一人でやるの
はなかなか難しい。企業全体にそういう風土をつ
くっていくことも重要だと考えます。
次に「休養」です。ストレスをマネジメントするより

も、フローやご機嫌をマネジメントする方が、心にフ
ローな状態をつくり出しやすいことが分かってきて
います。つまり、機嫌がいいとどうなるかをもっと考
えて行くことで、機嫌のいいことには価値があるの
だと、認識を深め共有していくことが重要です。わ
れわれは、なぜストレスがあるのか、その原因を考
えがちです。そう考えていると全然機嫌のいい方
向にはいかないです。それとは逆に機嫌がよかった
らどうなるかを考えたり、想像したりするだけで、心
は機嫌がよくなる方向に行きます。朝の会議でも、
今月の目標や、やるべきことは何なのかを明確に
するのみならず、機嫌がよかったらどうなるのかと
いうことについて話し合ってみたら良いでしょう。機
嫌のいいことの価値化を、会社の風土の中に根付
かせていくことが必要であり、ご機嫌な状況を自分
でつくっていける人たち、もしくは組織をご機嫌にし
ていける人材が、組織の健康経営上も必要である
と思います。

動物の中で、人間だけが過去を反省することがで
きる生き物であり、反省を次に生かして行こうとして
います。また、人間だけが未来を見ることができ、目
標を設定し計画を立てることに優れた生き物です。

われわれは過去や未来に脳を馳せ、いわゆるＰＤＣ
Ａサイクルを回しながら仕事をしています。しかし、
このＰＤＣＡサイクルで、過去や未来を思考すると、
心に負担がかかることが分かっています。なぜでしょ
うか。人間は、過去の様にもう変えられないところに
頭を突っ込むと、心は後悔感にとらわれ、ノンフロー
になります。また、未来の様にまだわからないものの
中に頭を突っ込むと不安と心配、緊張と焦りがやっ
てきます。ＰＤＣＡサイクルを回して仕事をすること
は、このようにストレスを生み、パフォーマンスを落と
すリスクを孕んでいます。
そこで第2の脳、気づきの脳がすごく重要です。

「今に生きる」と考えることが重要です。「過去や未
来に行くな」ではなくて、その思考の暴走に気づき
ながら「今でしょ」と考えて心を鎮静化して行くとい
うのが第2の脳の使い方です。私は、車椅子バス
ケットボールのパラリンピック代表のチームドクター
を務めています。彼らに心の整え方を問うと「1日に、
もう数えきれないくらい、今に生きると考えて心をリ
セットしています」と話してくれました。

ビジネスマンもスポーツ選手同様、自分の機嫌を
つくっていく脳の習慣、自分の健康、ライフスタイル
を自己管理していくことが大切で、これがプロフェッ
ショナルビジネスアスリートでありチームなのではな
いかと思っています。また、そのマネジメントスキル
が育って行く風土がある企業こそがホワイト企業で
あり、フローカンパニーであると私は思っています。
私は、このスポーツから生まれた心理学や医学が
社会やビジネスに活きることによって、スポーツが文
化になればいいなと思っています。文化としてのス
ポーツ、人間の豊かさをつくっていくスポーツ文化
があれば、そこから出た医学や心理学は、皆さんの
ような経営、経済、仕事に大いに役立つという構造
が生まれてくる。それが2020年の東京オリンピック
までにできたらいいなというのが、私のスポーツドク
ターとしての夢でもあります。
本日は、ご清聴、ありがとうございました。

Flow状態とは

Flowの価値

2014年の工業統計調査によると、埼玉県の事業
所数は11,614所、３年連続で減少したものの、全国
順位は第４位で前年と変わらず。従業者数は
379,238人、2年連続で増加し、全国第４位。製造
品出荷額等は123,908億円で４年ぶりに増加した
ものの、全国第７位と順位は前年と同じであった。
埼玉県工業を2005年～2014年の10年間でみる

と、事業所数は2005年の15,821所がピークで、そ

Flowの役割

東部地域（春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三
郷市、吉川市、松伏町）
東部地域の製造品出荷額等は13,259億円で県

内第4位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は食料品が2,936億円（同22.1％）、パルプ・紙が
1,490億円（同11.2％）、金属製品が1,326億円
（同10.0％）、はん用機械が1,038億円（同7.8％）と
なっている。草加せんべいや段ボール関連の事業
所が立地している。

川越比企地域【川越】（川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、
毛呂山町、越生町）
川越比企地域【川越】の製造品出荷額等は
12,469億円で県内第５位の規模である。製造品出
荷額等が多い産業は、化学が3,414億円（同
27.4％）、業務用機械が2,170億円（同17.4％）、食
料品が1,367億円（同11.0％）となっている。ショー
ボンド化学㈱、㈱ぎょうざの満洲、㈱明治などが立
地している。

県央地域（鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町）
県央地域の製造品出荷額等は8,204億円で県

内第６位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は輸送用機械が2,234億円（同27.2％）、食料品
が968億円（同11.8％）、非鉄金属が539億円（同
6.6％）となっている。富士重工業㈱、関東グリコ㈱
などが立地している。

川越比企地域【東松山】（東松山市、滑川町、嵐山町、小
川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村）
川越比企地域【東松山】の製造品出荷額等は
8,121億円で県内第７位の規模である。製造品出荷
額等が多い産業は、輸送用機械2,396億円（同
29.5％）、食料品が1,111億円（同13.7％）、金属製
品が751億円（同9.2％）となっている。ボッシュ㈱を
はじめ輸送用機械関連の事業所などが立地している。
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経営者セミナー

少しでも健康な方向に持っていく努力を、会社を
含めて個人個人が続けていけることが重要です。経
営をしていく上で「健康一級」の人材が数多くいる
ことは、生産性の面から言っても重要な課題ではな
いかと思います。
1日24時間はプライベートの時間とワークタイム

とで構成されていますが、睡眠時間以外ですとワー
クの時間の方が多いので、そこに目を向けていく必
要があります。仕事をストレスの場と考えて、人生の
3分の1をストレスの海で溺れて過ごしていくと、病
気の発生率もやはり高くなってしまいます。健康三
級だと何が起こるでしょうか？何となくだるく、イライ
ラが続き、ミスが多い。しかし、うつではない。病名は
つかないですが、さまざまな不具合がある。健康三
級に甘んじていると常にこのリスクがあります。個人
にとっても、組織にとっても、何かを変えていくことが
必要なのではないかと思います。
企業において、財務の最高責任者（ＣＦＯ）の存
在と同様に、健康における専門家、最高責任者チー
フヘルスオフィサー（ＣＨＯ）の存在の必要性、重要
性が指摘されています。従業員の労働生産性という
資本と資財を、どのように高めていくかは、経営課
題と言っても過言ではないと思います。
「栄養・運動・休養」の三大要素のうち、まず栄養
に関しては、「いつ×何を×どのくらい」の三つを守っ
て生活をすることが大切です。三つのうち二つは守
りたいですね。逆に言うと、一つは守らなくてもいい。
二つ守れれば最高ですねというところから始めます。
もし夜遅く食べるのなら、どんなものをどのくらい食
べるかは意識すべきです。油っぽいもの、焼き肉を
食べたくなるときがありますね。そうしたら、量とか時
間は考えた方がいいです。お腹いっぱい食べたくな
る時は、何を、いつそれを食べるのかの、二つを守る。
そこから始めて、日々長く続けていくことが、ライフス
タイルマネジメントにおいては重要です。
次は「運動」です。運動はフィジカルフィットネスと
フィジカルアクティビティの二つに分かれています。
前者はスポーツジムやフィットネスクラブでのトレー

経済産業省から、「工業統計調査」の確報となる
2014年産業編が公表された。本稿では、全国と埼
玉県における工業の動向を、工業統計調査をベー
スに、産業面からみてみた。

2014年の工業統計調査（従業者４人以上、以下
同じ）によると、全国の事業所数は202,410所、従
業者数は7,403,269人、製造品出荷額等は305兆
1,400億円であった。製造品出荷額等は、リーマン
ショックの2008年以来、６年ぶりに300兆円の大台
を超えた。
製造品出荷額等を都道府県別にみると、第１位は
愛知県の43.8兆円で、全国シェア14.4％を占め、２
位以下を大きく引き離している。第２位は神奈川県
の17.7兆円（同5.8％）、第３位は大阪府の16.5兆
円（同5.4％）で、この３都道府県で全国の四分の一
（25.6％）を占めている。
以下、静岡県、兵庫県、千葉県と続き、埼玉県は
12.4兆円（4.1％）で全国第７位であった。第８位は茨
城県、第９位は三重県で、ここまでが製造品出荷額等
が10兆円以上の都道府県である。この９都道府県合
計の全国シェアは51.5％と過半数を占めている。
全国の主要産業の第１位は輸送用機械で、全国

の製造品出荷額等の19.7％を占めている。以下、
化学が同9.2％、食料品が同8.5％であった。
製造品出荷額等の上位10都道府県を産業別の

シェアでみると、輸送用機械は、愛知県が53.6％と
トップで、全国平均を大幅に上回っている。
輸送用機械のシェアが全国平均を上回っている

のが広島県の28.5％、静岡県の26.3％、三重県の
21.5％、神奈川県の20.8％で、下回っているのが埼
玉県の17.8％であった。ただ、この６都道府県とも産

業別シェアが第１位であった。
化学は、千葉県の22.6％、茨城県の13.1％、三
重県の12.9％、埼玉県の12.5％で、以下、兵庫県、
大阪府、神奈川県、静岡県で、８都道府県とも全国
平均を上回っている。化学については、臨海工業地
域にあたる都道府県では重化学工業が中心で、内
陸の埼玉県では製薬などファインケミカルが多いこ
とが特徴である。
食料品は、都市型産業の代表的な一つであり、大
消費地の東京都や大阪府に隣接する埼玉県の
12.9％、兵庫県の10.4％が全国平均を上回ってい
るほか、首都圏に近接し野菜や魚介類が豊富な茨
城県が11.2％と全国平均を上回っている。
 

の後逓減傾向にあり、2014年は３年連続して減少し
11,614所となり、ピークからの減少幅は▲26.6％に
達している。同様に従業者数は、ピークであった
2007年の440,359人から2014年は379,238人へ
▲61,121人となり、減少幅は▲13.9％であった。
製造品出荷額等は、ピークであった2007年の
149,476億円からリーマンショックにより2008年、
2009年と減少した。2010年にはやや持ち直しの気
配があったものの、その後３年連続して減少し2013
年に12兆円を割り込んだ。2014年は前年比＋
5.1％の123,908億円と持ち直したが、ピーク年か
らの減少幅は▲17.1％と、大きく落ち込んでいる。
 

埼玉県の産業別の製造品出荷額等をみると、第
１位は輸送用機械で22,012億円（埼玉県のシェア：
17 .8％）、第２位は食料品で16 ,014億円（同
12.9％）、第３位は化学で15,501億円（同12.5％）
で、この３産業が製造品出荷額等で1兆円を超えて
おり、合計では53,527億円（同43.2％）と、県全体
の４割を超えている。
次に、地域の特性を特化係数でみていく。特化係
数（＝埼玉県内シェア／全国シェア）が１を超えてい
れば、全国よりその産業が特化（集積）していること
を示している。埼玉県内の製造品出荷額等が５千億
円以上の産業で特化係数をみると、第１位は印刷で
3.37と高く、第２位は非鉄金属で1.57、第３位は

食料品で1.52となっている。以下、プラスチック製品
で1.48、化学で1.36、金属製品で1.23と続いている。
埼玉県の印刷の特化係数が高いのは、工場等制
限法などから、都内での新増設が制限されたため、
東京都に隣接する埼玉県へ工場等を移転し、立地
したためである。「オフセット印刷物（紙に対するも
の）」の製造品出荷額等は3,199億円（2013年）で
全国２位、「紙以外のものに対する印刷物」は同
1,130億円（同）で全国1位であった。
食料品は大消費地東京に隣接しているため特化
係数が高くなっている。埼玉県は草加せんべいで全
国的に有名である。また、ガリガリ君で有名な事業
所も北部地域に立地している。化学は、臨海工業地
域の重化学と異なり、埼玉県は「医薬品製剤（医薬
部外品製剤を含む）」が同8,767億円（同）で全国
1位など、ファインケミカル中心の化学であることが
特徴である。
 

埼玉県の製造品出荷額等を地域別にみる。なお、
産業別・地域別の計数は2014年工業統計調査では
未発表のため、2013年工業統計調査の計数を使用
した。以下、製造品出荷額等が多い地域から順番に
みてみる。なお、埼玉県が発行した「彩の国工場」を
参考に、各地域に立地する工場の企業名を掲載した。

西部地域（所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市）
地域別の製造品出荷額等の県内第１位は、西部
地域で、製造品出荷額等は16,998億円であった。
産業別に製造品出荷額等をみると、輸送用機械
6,351億円（地域内シェア：38.4％）が高い。以下、
食料品が2,195億円（同12.9％）、電子部品・デバイ
スが1,272億円（同7.5％）と続いている。本田技研
工業㈱や新電元工業㈱、サイボクハムなどが立地し
ているほか、狭山茶の産地でもある。

利根地域（行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田
市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町）
利根地域の製造品出荷額等は15,224億円で県

内第２位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、プラスチック製品が2,522億円（同16.6％）、
食料品が1,933億円（同12.7％）、輸送用機械
1,708億円（同11.2％）となっている。池上金型工
業㈱や中央化学㈱、㈱十勝やフジッコ㈱、㈱ショー
ワなどが立地している。

北部地域【熊谷】（熊谷市、深谷市、寄居町）
北部地域【熊谷】の製造品出荷額等は14,149億

円で県内第３位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、化学が4,348億円（同30.7％）、輸送
用機械1,923億円（同13.6％）、食料品が1,155億
円（同8.2％）となっている。製薬のＭＳＤ㈱、自動車
部品の㈱リード、赤城乳業㈱などが立地している。

さいたま市
さいたま市の製造品出荷額等は7,388億円で12
地域中８位である。製造品出荷額等が多い産業は、
化学が1,883億円（同25.5％）、食料品が1,202億
円（同16.3％）、金属製品が663億円（同9.0％）、飲
料・タバコが621億円（同8.4％）、輸送用機械が
528億円（同7.1％）と続いている。大正製薬㈱、サ
イデン化学㈱などが立地している。

南部地域（川口市、蕨市、戸田市）
南部地域の製造品出荷額等は7,388億円で県

内第９位の規模である。なお、さいたま市との差は
1,600万円であった。製造品出荷額等が多い産業
は印刷が1,865億円（同25.2％）、食料品が817億
円（同11.1％）、金属製品が717億円（同9.7％）と
なっている。戸田市を中心に、印刷関連の事業所が
数多く立地している。

北部地域【本庄】（本庄市、美里町、神川町、上里
町）
北部地域【本庄】の製造品出荷額等は7,230億

円で県内第10位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、輸送用機械1,352億円（同18.7％）、
電子部品・デバイスが462億円（同6.4％）、食料品
が449億円（同6.2％）、情報通信機械が441億円
（同6.1％）となっている。カルソニックカンセイ㈱な
どが立地している。

南西部地域（朝霞市、志木市、和光市、新座市、富
士見市、ふじみ野市、三芳町）
南西部地域の製造品出荷額等は5,483億円で
県内第11位の規模である。製造品出荷額等が多い
産業は印刷が1,419億円（同25.9％）、食料品が
817億円（同14.9％）、プラスチック製品が434億円
（同7.9％）、非鉄製品が423億円（同7.7％）となっ
ている。凸版印刷㈱などが立地している。

秩父地域（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿
野町）
秩父地域の製造品出荷額等は1,964億円で県

内第12位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、窯業・土石が320億円（同16.3％）、情報通信
機械が243億円（同12.4％）、輸送用機械214億円
（同10.9％）、電気機械が188億円（同9.6％）となっ
ている。キヤノン電子㈱、秩父電子㈱、秩父太平洋
セメント㈱などが立地している。

埼玉県には、①高度な技術力を有する多彩な企
業が集積していること、②埼玉大学、早稲田大学な
ど大学・大学院が多数あること、③理化学研究所、
早稲田リサーチパーク、ＳＫＩＰシティなど多数の研究
機関も集積していることなどから、全国でも有数の
工業県となっている。
埼玉県は、首都圏という強大なマーケットの一角

に位置し、充実した交通網により東日本のマーケット
をカバーできる立地環境にあることなどから、工業
の立地ポテンシャルに恵まれており、今後も発展が
大いに期待されている。
埼玉県では、産業の発展を支援するため、企業誘
致に継続的に取り組んでいる。2005年１月から「企
業誘致大作戦」として集中的に取り組みを開始し、
第２ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略」、第３
ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅱ」と進めて
きた。誘致戦略による実績は、2005年１月～2013
年３月に、630件（うち操業済 417件）に達し、その
多くは製造業であった。さらに、埼玉県では、引き続
き「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅲ・立地するなら埼玉
へ」に取り組んでいるほか、大学・研究機関等の先
端的な研究シーズと企業の優れた技術を融合させ、
実用化開発・製品化開発を強力に支援する「先端
産業創造プロジェクト」を推進している。 （山口祐次）

スポーツドクターの辻でございます。スポーツドク
ターというと選手のけがを診る整形外科医のイメー
ジが強いと思いますが、私の専門はスポーツ心理学
およびスポーツ医学です。アメリカにおいては、パ
フォーマンスを上げるためにメンタルトレーニングを
するという発想がビジネスマンにも必要だという発
想に基づく、応用スポーツ心理学という学問があり、
それも私の専門分野です。
昨今、健康経営ということがよく言われます。皆さ
んは、健康の専門家は医療従事者だと思いがちか
もしれませんが、医者は病気の専門家で、健康の専
門家ではありません。健康というものを病気の視点
から見れば、病気になった時に治療して行けばいい
のだと考えてしまいがちですが、スポーツの視点か
ら健康をみるならば、単に病気でないだけではだめ
ということになります。すなわち健康は、より生産性
を高めて、結果を出し、技術を発揮していくために必
要な資本であり、資財であり、資源であるという発
想が生まれます。自己管理の能力を増進させ、個々

のタフネスをつくっていく発想こそが重要で、その実
践をスポーツ医学やスポーツ心理学が担っていま
す。そしてそれをスポーツ以外の様々な分野に応用
していこうという学問が応用スポーツ心理学です。
結局、私の仕事の中心は、いかに個人と組織のパ
フォーマンスを高めるかということ、つまりパフォー
マンスエクセレンスにあります。
そのために、仕組みや制度で風土改革をするの
ではなく、組織を構成している個人一人ひとりに焦
点を当て、個人のマネジメント力を向上させることで、
強い組織への変革、風土改革へとつなげています。

1970年代後半に、アメリカのチクセントミハイと
いう心理学者が、人間が高いパフォーマンスを発
揮しているときの心の状態は、競技や職種、行動
の内容に関係なく、ある共通した状態にあるとして、
その心の状態を「Flow状態」と名づけました。ス
ポーツにおいてはゾーンと呼ばれる状態がありま
すが、それよりも少し手前の状態です。「揺らがず、
とらわれずの感じ」です。私はフロー状態とは「機
嫌のいい感じ」だと表現しています。やるべきこと
から逃げずに、やるべきことを機嫌よくやる組織
「フローカンパニー」はパフォーマンスが高いです。
私が目指すのはそういう組織づくりです。あるがま

まの自然体の感じ、マインドフルネスな感じ、集中と
リラックスが共存しているような感じでしょうか。逆
に機嫌の悪いノンフローという状態は、何かに揺ら
いでいたり、とらわれていたりする状態です。人間
は、ノンフローだとパフォーマンスの質が落ちてしま
うので、自分の機嫌をどうマネジメントして行くかが
大変重要になってきます。病は気からというように、
心の状態は病気をも惹起していきます。私は、心の
状態の適切なマネジメントがパフォーマンスの向上
に直結し、かつ健康マネジメントにもつながるとい
う考え方で、企業の産業医としてもコンサルティン
グをしています。
ノンフローな状態では、行動、思考、関係、結果、
それぞれの質が上がらず、よい回転にはなりません。
サッカーの長友選手は、フローな状態を「余裕」と呼
び、「お金や時間の余裕とは関係なく、自分のマイン
ドに余裕をつくるのは自分の責任である」と言って
います。トップアスリートは、状況とは関係なく自分の
マインドに余裕をつくる脳の練習をしているのです。
マインドマネジメントを行う脳の力をしっかりと磨い
ていくことが大切です。
人間には、自分の外側に対応し行動する第1の脳

と、自分の内側にある心を整える第2の脳がありま
す。とかく人間はどうしても外側対応脳ばかりが暴
走し、第2の脳が劣化しやすい構造にあります。第2
の脳を鍛えるのがメンタルトレーニングです。心をマ
ネジメントしているのは、全て脳の習慣、脳のルー
ティーンです。語学で使う脳と同じで、練習していな
いとどうしても外側の脳だけ使ってしまうという特徴
があります。
二つの脳を使うトレーニング、二つの脳を使える
人材の育成が私の専門で、これをバイブレイン、バ
イブレイナーと呼んでいます。スポーツでもビジネス
でも、やるべきことをやること、これが人生の中でプ
ライオリティの高いことです。しかし心に負担やスト
レスを抱えてやっていると、耐え切れずに折れてしま
い、うつになります。また、やるべきことに向かい合
わずに逃げることで、機嫌のいいふりをしている状
態、これが新型うつというもので、言ってみれば偽フ
ロー状態です。私は、第1の脳だけでなく第2の脳＝

心を整える脳も磨いている人、つまりバイブレイナー
を育成し、増やしていくという仕事をしているのです。

フローになると、切り替えが早くなり、視野も広く
なり、一般的にはパフォーマンスレベルが上がりま
す。個人について言えば、アイディアが出やすく
なったり、優しくなれたり、疲れにくくなったりします
し、組織全体では、会議の効率が上がる、ワークラ
イフバランスがよくなるといったことが起こります。
必ずわれわれ個人や組織が求めているものが全
部叶いますというわけではありませんが、マインド
マネジメントがうまくいくことで、求めている方向性
への変化が加速されるような感じでしょうか。フ
ローな環境をつくっていくことは大変重要で、フ
ローな会社は「ホワイト企業」とでも言ったらいい
のかもしれません。
また、さらに個人に関して言えば、ライフスタイル
をより健康な方向へマネジメントしていくための行
動変容や意識変容を行っていくのにも、フローであ
ることは重要です。心が揺らいでいたり、とらわれた
りしている状態では、行動や意識を変えていきにく
いからです。

フローな状態は、ライフスタイルマネジメントのた
めの行動変容に重要な役割をもちます。そしてそ
れは、直接的な疾病予防となります。人間がいまだ
に克服できていない病気は、感染症・癌・動脈硬
化・認知症（ぼけ）の四つです。病は気からと言わ
れるとおり、機嫌のいい状態は、この四つすべてに
対して、少なくとも抑制的な効果を発揮することが
研究で分かってきています。また、先ほども述べた
ように、心を整えることはライフスタイルを良くして
いくことにもプラスに働きます。機嫌が良いという
こと自体が病気の予防になるのと同時に、機嫌が
良いことによってライフスタイルの改善もしやすく
なり、さらに病気を予防できる。フローな状態が

一級の健康を目指す

もたらすこの二重の効果が、疾病予防に効果をも
たらすのです。
心も体もマイナスの部分に着目するのではなく、
より増進していく部分がこれからは重要です。生産
年齢人口が日本全体で減少していく中で、企業が
一人ひとりの生産性を上げていくためのアプローチ
が重要であり、新しい健康経営の考え方なのではな
いかと思います。

私はスポーツドクターとして、社員一人ひとりの
「一級の健康」をつくっていくために、つまりタフネス
や心を切り替える力をつけていくために、スポーツ
医学やスポーツ心理学がもっとビジネスに活かせれ
ばいいなと思っています。企業においては、単に「病
気ではない」というレベルではなく、一級の健康を目
指していくことが重要です。企業は一級の健康な人
が集まる組織でありたいと願っています。従業員に
は、健康が経営や仕事、働くことに直結しているの
だということを伝えていく必要があります。健康三級
に甘んじていて、経営上大丈夫なのか、もっと元気
な人が会社の中で、やるべきことを機嫌よく活き活
きとやって、社会に貢献していくことが重要ではない
のか。病気でなければ良いということではなく、健康
をみずから獲得し、増進していく必要があるのでは
ないか。このように、健康とは、治すものではなく、鍛
えるものだという発想を従業員の方々にもってもら
いたいと思います。
健康はライフスタイルと大いに関連しています。
生活の中で、働いている時間はかなりの部分を占め
ています。よって働いていることそのものが健康と
関連しています。健康を維持し、増進するためのラ
イフスタイルの三大要素は、千年も前から「栄養・運
動・休養」であると言われています。先ほど挙げた感
染症・癌・動脈硬化・認知症も、これらのライフスタイ
ル三大要素とリンクしていることが分かってきてい
ます。経営や仕事のあり方と健康の間に、極めて深
い関連があることに注目していくことが、これからの
健康経営のあり方だと思っています。

ニングの様な、非日常的な身体運動であり、メ
ニューがあったり数値化できたりします。後者は、日
常生活すべての身体活動量の総量です。40年前の
人に比べて、現在のわれわれは日常生活における
身体活動量が、40％に低下しています。われわれは
本当に動かなくなっていますね。人間が便利さを追
求して生活がコンビニエントになればなるほど、人間
そのものは生命個体としては脆弱になります。工夫
をしていかなければなりません。日本人全体が、自己
管理の力をもっとつけて行く必要があると思ってい
ます。それがある意味プロフェッショナルビジネスア
スリートだと思います。しかし、たった一人でやるの
はなかなか難しい。企業全体にそういう風土をつ
くっていくことも重要だと考えます。
次に「休養」です。ストレスをマネジメントするより

も、フローやご機嫌をマネジメントする方が、心にフ
ローな状態をつくり出しやすいことが分かってきて
います。つまり、機嫌がいいとどうなるかをもっと考
えて行くことで、機嫌のいいことには価値があるの
だと、認識を深め共有していくことが重要です。わ
れわれは、なぜストレスがあるのか、その原因を考
えがちです。そう考えていると全然機嫌のいい方
向にはいかないです。それとは逆に機嫌がよかった
らどうなるかを考えたり、想像したりするだけで、心
は機嫌がよくなる方向に行きます。朝の会議でも、
今月の目標や、やるべきことは何なのかを明確に
するのみならず、機嫌がよかったらどうなるのかと
いうことについて話し合ってみたら良いでしょう。機
嫌のいいことの価値化を、会社の風土の中に根付
かせていくことが必要であり、ご機嫌な状況を自分
でつくっていける人たち、もしくは組織をご機嫌にし
ていける人材が、組織の健康経営上も必要である
と思います。

動物の中で、人間だけが過去を反省することがで
きる生き物であり、反省を次に生かして行こうとして
います。また、人間だけが未来を見ることができ、目
標を設定し計画を立てることに優れた生き物です。

われわれは過去や未来に脳を馳せ、いわゆるＰＤＣ
Ａサイクルを回しながら仕事をしています。しかし、
このＰＤＣＡサイクルで、過去や未来を思考すると、
心に負担がかかることが分かっています。なぜでしょ
うか。人間は、過去の様にもう変えられないところに
頭を突っ込むと、心は後悔感にとらわれ、ノンフロー
になります。また、未来の様にまだわからないものの
中に頭を突っ込むと不安と心配、緊張と焦りがやっ
てきます。ＰＤＣＡサイクルを回して仕事をすること
は、このようにストレスを生み、パフォーマンスを落と
すリスクを孕んでいます。
そこで第2の脳、気づきの脳がすごく重要です。

「今に生きる」と考えることが重要です。「過去や未
来に行くな」ではなくて、その思考の暴走に気づき
ながら「今でしょ」と考えて心を鎮静化して行くとい
うのが第2の脳の使い方です。私は、車椅子バス
ケットボールのパラリンピック代表のチームドクター
を務めています。彼らに心の整え方を問うと「1日に、
もう数えきれないくらい、今に生きると考えて心をリ
セットしています」と話してくれました。

ビジネスマンもスポーツ選手同様、自分の機嫌を
つくっていく脳の習慣、自分の健康、ライフスタイル
を自己管理していくことが大切で、これがプロフェッ
ショナルビジネスアスリートでありチームなのではな
いかと思っています。また、そのマネジメントスキル
が育って行く風土がある企業こそがホワイト企業で
あり、フローカンパニーであると私は思っています。
私は、このスポーツから生まれた心理学や医学が
社会やビジネスに活きることによって、スポーツが文
化になればいいなと思っています。文化としてのス
ポーツ、人間の豊かさをつくっていくスポーツ文化
があれば、そこから出た医学や心理学は、皆さんの
ような経営、経済、仕事に大いに役立つという構造
が生まれてくる。それが2020年の東京オリンピック
までにできたらいいなというのが、私のスポーツドク
ターとしての夢でもあります。
本日は、ご清聴、ありがとうございました。

第2の脳の習慣

自分で考え、ライフスタイルを変化させる

2014年の工業統計調査によると、埼玉県の事業
所数は11,614所、３年連続で減少したものの、全国
順位は第４位で前年と変わらず。従業者数は
379,238人、2年連続で増加し、全国第４位。製造
品出荷額等は123,908億円で４年ぶりに増加した
ものの、全国第７位と順位は前年と同じであった。
埼玉県工業を2005年～2014年の10年間でみる

と、事業所数は2005年の15,821所がピークで、そ

健康三級だと何が起こるか（栄養・運動・休養）

東部地域（春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三
郷市、吉川市、松伏町）
東部地域の製造品出荷額等は13,259億円で県

内第4位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は食料品が2,936億円（同22.1％）、パルプ・紙が
1,490億円（同11.2％）、金属製品が1,326億円
（同10.0％）、はん用機械が1,038億円（同7.8％）と
なっている。草加せんべいや段ボール関連の事業
所が立地している。

川越比企地域【川越】（川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、
毛呂山町、越生町）
川越比企地域【川越】の製造品出荷額等は
12,469億円で県内第５位の規模である。製造品出
荷額等が多い産業は、化学が3,414億円（同
27.4％）、業務用機械が2,170億円（同17.4％）、食
料品が1,367億円（同11.0％）となっている。ショー
ボンド化学㈱、㈱ぎょうざの満洲、㈱明治などが立
地している。

県央地域（鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町）
県央地域の製造品出荷額等は8,204億円で県

内第６位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は輸送用機械が2,234億円（同27.2％）、食料品
が968億円（同11.8％）、非鉄金属が539億円（同
6.6％）となっている。富士重工業㈱、関東グリコ㈱
などが立地している。

川越比企地域【東松山】（東松山市、滑川町、嵐山町、小
川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村）
川越比企地域【東松山】の製造品出荷額等は
8,121億円で県内第７位の規模である。製造品出荷
額等が多い産業は、輸送用機械2,396億円（同
29.5％）、食料品が1,111億円（同13.7％）、金属製
品が751億円（同9.2％）となっている。ボッシュ㈱を
はじめ輸送用機械関連の事業所などが立地している。



7 8埼玉りそな経済情報2016.4埼玉りそな経済情報2016.4

経営者セミナー

少しでも健康な方向に持っていく努力を、会社を
含めて個人個人が続けていけることが重要です。経
営をしていく上で「健康一級」の人材が数多くいる
ことは、生産性の面から言っても重要な課題ではな
いかと思います。
1日24時間はプライベートの時間とワークタイム

とで構成されていますが、睡眠時間以外ですとワー
クの時間の方が多いので、そこに目を向けていく必
要があります。仕事をストレスの場と考えて、人生の
3分の1をストレスの海で溺れて過ごしていくと、病
気の発生率もやはり高くなってしまいます。健康三
級だと何が起こるでしょうか？何となくだるく、イライ
ラが続き、ミスが多い。しかし、うつではない。病名は
つかないですが、さまざまな不具合がある。健康三
級に甘んじていると常にこのリスクがあります。個人
にとっても、組織にとっても、何かを変えていくことが
必要なのではないかと思います。
企業において、財務の最高責任者（ＣＦＯ）の存
在と同様に、健康における専門家、最高責任者チー
フヘルスオフィサー（ＣＨＯ）の存在の必要性、重要
性が指摘されています。従業員の労働生産性という
資本と資財を、どのように高めていくかは、経営課
題と言っても過言ではないと思います。
「栄養・運動・休養」の三大要素のうち、まず栄養
に関しては、「いつ×何を×どのくらい」の三つを守っ
て生活をすることが大切です。三つのうち二つは守
りたいですね。逆に言うと、一つは守らなくてもいい。
二つ守れれば最高ですねというところから始めます。
もし夜遅く食べるのなら、どんなものをどのくらい食
べるかは意識すべきです。油っぽいもの、焼き肉を
食べたくなるときがありますね。そうしたら、量とか時
間は考えた方がいいです。お腹いっぱい食べたくな
る時は、何を、いつそれを食べるのかの、二つを守る。
そこから始めて、日々長く続けていくことが、ライフス
タイルマネジメントにおいては重要です。
次は「運動」です。運動はフィジカルフィットネスと
フィジカルアクティビティの二つに分かれています。
前者はスポーツジムやフィットネスクラブでのトレー

経済産業省から、「工業統計調査」の確報となる
2014年産業編が公表された。本稿では、全国と埼
玉県における工業の動向を、工業統計調査をベー
スに、産業面からみてみた。

2014年の工業統計調査（従業者４人以上、以下
同じ）によると、全国の事業所数は202,410所、従
業者数は7,403,269人、製造品出荷額等は305兆
1,400億円であった。製造品出荷額等は、リーマン
ショックの2008年以来、６年ぶりに300兆円の大台
を超えた。
製造品出荷額等を都道府県別にみると、第１位は
愛知県の43.8兆円で、全国シェア14.4％を占め、２
位以下を大きく引き離している。第２位は神奈川県
の17.7兆円（同5.8％）、第３位は大阪府の16.5兆
円（同5.4％）で、この３都道府県で全国の四分の一
（25.6％）を占めている。
以下、静岡県、兵庫県、千葉県と続き、埼玉県は
12.4兆円（4.1％）で全国第７位であった。第８位は茨
城県、第９位は三重県で、ここまでが製造品出荷額等
が10兆円以上の都道府県である。この９都道府県合
計の全国シェアは51.5％と過半数を占めている。
全国の主要産業の第１位は輸送用機械で、全国

の製造品出荷額等の19.7％を占めている。以下、
化学が同9.2％、食料品が同8.5％であった。
製造品出荷額等の上位10都道府県を産業別の

シェアでみると、輸送用機械は、愛知県が53.6％と
トップで、全国平均を大幅に上回っている。
輸送用機械のシェアが全国平均を上回っている

のが広島県の28.5％、静岡県の26.3％、三重県の
21.5％、神奈川県の20.8％で、下回っているのが埼
玉県の17.8％であった。ただ、この６都道府県とも産

業別シェアが第１位であった。
化学は、千葉県の22.6％、茨城県の13.1％、三
重県の12.9％、埼玉県の12.5％で、以下、兵庫県、
大阪府、神奈川県、静岡県で、８都道府県とも全国
平均を上回っている。化学については、臨海工業地
域にあたる都道府県では重化学工業が中心で、内
陸の埼玉県では製薬などファインケミカルが多いこ
とが特徴である。
食料品は、都市型産業の代表的な一つであり、大
消費地の東京都や大阪府に隣接する埼玉県の
12.9％、兵庫県の10.4％が全国平均を上回ってい
るほか、首都圏に近接し野菜や魚介類が豊富な茨
城県が11.2％と全国平均を上回っている。
 

の後逓減傾向にあり、2014年は３年連続して減少し
11,614所となり、ピークからの減少幅は▲26.6％に
達している。同様に従業者数は、ピークであった
2007年の440,359人から2014年は379,238人へ
▲61,121人となり、減少幅は▲13.9％であった。
製造品出荷額等は、ピークであった2007年の
149,476億円からリーマンショックにより2008年、
2009年と減少した。2010年にはやや持ち直しの気
配があったものの、その後３年連続して減少し2013
年に12兆円を割り込んだ。2014年は前年比＋
5.1％の123,908億円と持ち直したが、ピーク年か
らの減少幅は▲17.1％と、大きく落ち込んでいる。
 

埼玉県の産業別の製造品出荷額等をみると、第
１位は輸送用機械で22,012億円（埼玉県のシェア：
17 .8％）、第２位は食料品で16 ,014億円（同
12.9％）、第３位は化学で15,501億円（同12.5％）
で、この３産業が製造品出荷額等で1兆円を超えて
おり、合計では53,527億円（同43.2％）と、県全体
の４割を超えている。
次に、地域の特性を特化係数でみていく。特化係
数（＝埼玉県内シェア／全国シェア）が１を超えてい
れば、全国よりその産業が特化（集積）していること
を示している。埼玉県内の製造品出荷額等が５千億
円以上の産業で特化係数をみると、第１位は印刷で
3.37と高く、第２位は非鉄金属で1.57、第３位は

食料品で1.52となっている。以下、プラスチック製品
で1.48、化学で1.36、金属製品で1.23と続いている。
埼玉県の印刷の特化係数が高いのは、工場等制
限法などから、都内での新増設が制限されたため、
東京都に隣接する埼玉県へ工場等を移転し、立地
したためである。「オフセット印刷物（紙に対するも
の）」の製造品出荷額等は3,199億円（2013年）で
全国２位、「紙以外のものに対する印刷物」は同
1,130億円（同）で全国1位であった。
食料品は大消費地東京に隣接しているため特化
係数が高くなっている。埼玉県は草加せんべいで全
国的に有名である。また、ガリガリ君で有名な事業
所も北部地域に立地している。化学は、臨海工業地
域の重化学と異なり、埼玉県は「医薬品製剤（医薬
部外品製剤を含む）」が同8,767億円（同）で全国
1位など、ファインケミカル中心の化学であることが
特徴である。
 

埼玉県の製造品出荷額等を地域別にみる。なお、
産業別・地域別の計数は2014年工業統計調査では
未発表のため、2013年工業統計調査の計数を使用
した。以下、製造品出荷額等が多い地域から順番に
みてみる。なお、埼玉県が発行した「彩の国工場」を
参考に、各地域に立地する工場の企業名を掲載した。

西部地域（所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市）
地域別の製造品出荷額等の県内第１位は、西部
地域で、製造品出荷額等は16,998億円であった。
産業別に製造品出荷額等をみると、輸送用機械
6,351億円（地域内シェア：38.4％）が高い。以下、
食料品が2,195億円（同12.9％）、電子部品・デバイ
スが1,272億円（同7.5％）と続いている。本田技研
工業㈱や新電元工業㈱、サイボクハムなどが立地し
ているほか、狭山茶の産地でもある。

利根地域（行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田
市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町）
利根地域の製造品出荷額等は15,224億円で県

内第２位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、プラスチック製品が2,522億円（同16.6％）、
食料品が1,933億円（同12.7％）、輸送用機械
1,708億円（同11.2％）となっている。池上金型工
業㈱や中央化学㈱、㈱十勝やフジッコ㈱、㈱ショー
ワなどが立地している。

北部地域【熊谷】（熊谷市、深谷市、寄居町）
北部地域【熊谷】の製造品出荷額等は14,149億

円で県内第３位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、化学が4,348億円（同30.7％）、輸送
用機械1,923億円（同13.6％）、食料品が1,155億
円（同8.2％）となっている。製薬のＭＳＤ㈱、自動車
部品の㈱リード、赤城乳業㈱などが立地している。

さいたま市
さいたま市の製造品出荷額等は7,388億円で12
地域中８位である。製造品出荷額等が多い産業は、
化学が1,883億円（同25.5％）、食料品が1,202億
円（同16.3％）、金属製品が663億円（同9.0％）、飲
料・タバコが621億円（同8.4％）、輸送用機械が
528億円（同7.1％）と続いている。大正製薬㈱、サ
イデン化学㈱などが立地している。

南部地域（川口市、蕨市、戸田市）
南部地域の製造品出荷額等は7,388億円で県

内第９位の規模である。なお、さいたま市との差は
1,600万円であった。製造品出荷額等が多い産業
は印刷が1,865億円（同25.2％）、食料品が817億
円（同11.1％）、金属製品が717億円（同9.7％）と
なっている。戸田市を中心に、印刷関連の事業所が
数多く立地している。

北部地域【本庄】（本庄市、美里町、神川町、上里
町）
北部地域【本庄】の製造品出荷額等は7,230億

円で県内第10位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、輸送用機械1,352億円（同18.7％）、
電子部品・デバイスが462億円（同6.4％）、食料品
が449億円（同6.2％）、情報通信機械が441億円
（同6.1％）となっている。カルソニックカンセイ㈱な
どが立地している。

南西部地域（朝霞市、志木市、和光市、新座市、富
士見市、ふじみ野市、三芳町）
南西部地域の製造品出荷額等は5,483億円で
県内第11位の規模である。製造品出荷額等が多い
産業は印刷が1,419億円（同25.9％）、食料品が
817億円（同14.9％）、プラスチック製品が434億円
（同7.9％）、非鉄製品が423億円（同7.7％）となっ
ている。凸版印刷㈱などが立地している。

秩父地域（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿
野町）
秩父地域の製造品出荷額等は1,964億円で県

内第12位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、窯業・土石が320億円（同16.3％）、情報通信
機械が243億円（同12.4％）、輸送用機械214億円
（同10.9％）、電気機械が188億円（同9.6％）となっ
ている。キヤノン電子㈱、秩父電子㈱、秩父太平洋
セメント㈱などが立地している。

埼玉県には、①高度な技術力を有する多彩な企
業が集積していること、②埼玉大学、早稲田大学な
ど大学・大学院が多数あること、③理化学研究所、
早稲田リサーチパーク、ＳＫＩＰシティなど多数の研究
機関も集積していることなどから、全国でも有数の
工業県となっている。
埼玉県は、首都圏という強大なマーケットの一角

に位置し、充実した交通網により東日本のマーケット
をカバーできる立地環境にあることなどから、工業
の立地ポテンシャルに恵まれており、今後も発展が
大いに期待されている。
埼玉県では、産業の発展を支援するため、企業誘
致に継続的に取り組んでいる。2005年１月から「企
業誘致大作戦」として集中的に取り組みを開始し、
第２ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略」、第３
ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅱ」と進めて
きた。誘致戦略による実績は、2005年１月～2013
年３月に、630件（うち操業済 417件）に達し、その
多くは製造業であった。さらに、埼玉県では、引き続
き「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅲ・立地するなら埼玉
へ」に取り組んでいるほか、大学・研究機関等の先
端的な研究シーズと企業の優れた技術を融合させ、
実用化開発・製品化開発を強力に支援する「先端
産業創造プロジェクト」を推進している。 （山口祐次）

スポーツドクターの辻でございます。スポーツドク
ターというと選手のけがを診る整形外科医のイメー
ジが強いと思いますが、私の専門はスポーツ心理学
およびスポーツ医学です。アメリカにおいては、パ
フォーマンスを上げるためにメンタルトレーニングを
するという発想がビジネスマンにも必要だという発
想に基づく、応用スポーツ心理学という学問があり、
それも私の専門分野です。
昨今、健康経営ということがよく言われます。皆さ
んは、健康の専門家は医療従事者だと思いがちか
もしれませんが、医者は病気の専門家で、健康の専
門家ではありません。健康というものを病気の視点
から見れば、病気になった時に治療して行けばいい
のだと考えてしまいがちですが、スポーツの視点か
ら健康をみるならば、単に病気でないだけではだめ
ということになります。すなわち健康は、より生産性
を高めて、結果を出し、技術を発揮していくために必
要な資本であり、資財であり、資源であるという発
想が生まれます。自己管理の能力を増進させ、個々

のタフネスをつくっていく発想こそが重要で、その実
践をスポーツ医学やスポーツ心理学が担っていま
す。そしてそれをスポーツ以外の様々な分野に応用
していこうという学問が応用スポーツ心理学です。
結局、私の仕事の中心は、いかに個人と組織のパ
フォーマンスを高めるかということ、つまりパフォー
マンスエクセレンスにあります。
そのために、仕組みや制度で風土改革をするの
ではなく、組織を構成している個人一人ひとりに焦
点を当て、個人のマネジメント力を向上させることで、
強い組織への変革、風土改革へとつなげています。

1970年代後半に、アメリカのチクセントミハイと
いう心理学者が、人間が高いパフォーマンスを発
揮しているときの心の状態は、競技や職種、行動
の内容に関係なく、ある共通した状態にあるとして、
その心の状態を「Flow状態」と名づけました。ス
ポーツにおいてはゾーンと呼ばれる状態がありま
すが、それよりも少し手前の状態です。「揺らがず、
とらわれずの感じ」です。私はフロー状態とは「機
嫌のいい感じ」だと表現しています。やるべきこと
から逃げずに、やるべきことを機嫌よくやる組織
「フローカンパニー」はパフォーマンスが高いです。
私が目指すのはそういう組織づくりです。あるがま

まの自然体の感じ、マインドフルネスな感じ、集中と
リラックスが共存しているような感じでしょうか。逆
に機嫌の悪いノンフローという状態は、何かに揺ら
いでいたり、とらわれていたりする状態です。人間
は、ノンフローだとパフォーマンスの質が落ちてしま
うので、自分の機嫌をどうマネジメントして行くかが
大変重要になってきます。病は気からというように、
心の状態は病気をも惹起していきます。私は、心の
状態の適切なマネジメントがパフォーマンスの向上
に直結し、かつ健康マネジメントにもつながるとい
う考え方で、企業の産業医としてもコンサルティン
グをしています。
ノンフローな状態では、行動、思考、関係、結果、
それぞれの質が上がらず、よい回転にはなりません。
サッカーの長友選手は、フローな状態を「余裕」と呼
び、「お金や時間の余裕とは関係なく、自分のマイン
ドに余裕をつくるのは自分の責任である」と言って
います。トップアスリートは、状況とは関係なく自分の
マインドに余裕をつくる脳の練習をしているのです。
マインドマネジメントを行う脳の力をしっかりと磨い
ていくことが大切です。
人間には、自分の外側に対応し行動する第1の脳

と、自分の内側にある心を整える第2の脳がありま
す。とかく人間はどうしても外側対応脳ばかりが暴
走し、第2の脳が劣化しやすい構造にあります。第2
の脳を鍛えるのがメンタルトレーニングです。心をマ
ネジメントしているのは、全て脳の習慣、脳のルー
ティーンです。語学で使う脳と同じで、練習していな
いとどうしても外側の脳だけ使ってしまうという特徴
があります。
二つの脳を使うトレーニング、二つの脳を使える
人材の育成が私の専門で、これをバイブレイン、バ
イブレイナーと呼んでいます。スポーツでもビジネス
でも、やるべきことをやること、これが人生の中でプ
ライオリティの高いことです。しかし心に負担やスト
レスを抱えてやっていると、耐え切れずに折れてしま
い、うつになります。また、やるべきことに向かい合
わずに逃げることで、機嫌のいいふりをしている状
態、これが新型うつというもので、言ってみれば偽フ
ロー状態です。私は、第1の脳だけでなく第2の脳＝

心を整える脳も磨いている人、つまりバイブレイナー
を育成し、増やしていくという仕事をしているのです。

フローになると、切り替えが早くなり、視野も広く
なり、一般的にはパフォーマンスレベルが上がりま
す。個人について言えば、アイディアが出やすく
なったり、優しくなれたり、疲れにくくなったりします
し、組織全体では、会議の効率が上がる、ワークラ
イフバランスがよくなるといったことが起こります。
必ずわれわれ個人や組織が求めているものが全
部叶いますというわけではありませんが、マインド
マネジメントがうまくいくことで、求めている方向性
への変化が加速されるような感じでしょうか。フ
ローな環境をつくっていくことは大変重要で、フ
ローな会社は「ホワイト企業」とでも言ったらいい
のかもしれません。
また、さらに個人に関して言えば、ライフスタイル
をより健康な方向へマネジメントしていくための行
動変容や意識変容を行っていくのにも、フローであ
ることは重要です。心が揺らいでいたり、とらわれた
りしている状態では、行動や意識を変えていきにく
いからです。

フローな状態は、ライフスタイルマネジメントのた
めの行動変容に重要な役割をもちます。そしてそ
れは、直接的な疾病予防となります。人間がいまだ
に克服できていない病気は、感染症・癌・動脈硬
化・認知症（ぼけ）の四つです。病は気からと言わ
れるとおり、機嫌のいい状態は、この四つすべてに
対して、少なくとも抑制的な効果を発揮することが
研究で分かってきています。また、先ほども述べた
ように、心を整えることはライフスタイルを良くして
いくことにもプラスに働きます。機嫌が良いという
こと自体が病気の予防になるのと同時に、機嫌が
良いことによってライフスタイルの改善もしやすく
なり、さらに病気を予防できる。フローな状態が

一級の健康を目指す

もたらすこの二重の効果が、疾病予防に効果をも
たらすのです。
心も体もマイナスの部分に着目するのではなく、
より増進していく部分がこれからは重要です。生産
年齢人口が日本全体で減少していく中で、企業が
一人ひとりの生産性を上げていくためのアプローチ
が重要であり、新しい健康経営の考え方なのではな
いかと思います。

私はスポーツドクターとして、社員一人ひとりの
「一級の健康」をつくっていくために、つまりタフネス
や心を切り替える力をつけていくために、スポーツ
医学やスポーツ心理学がもっとビジネスに活かせれ
ばいいなと思っています。企業においては、単に「病
気ではない」というレベルではなく、一級の健康を目
指していくことが重要です。企業は一級の健康な人
が集まる組織でありたいと願っています。従業員に
は、健康が経営や仕事、働くことに直結しているの
だということを伝えていく必要があります。健康三級
に甘んじていて、経営上大丈夫なのか、もっと元気
な人が会社の中で、やるべきことを機嫌よく活き活
きとやって、社会に貢献していくことが重要ではない
のか。病気でなければ良いということではなく、健康
をみずから獲得し、増進していく必要があるのでは
ないか。このように、健康とは、治すものではなく、鍛
えるものだという発想を従業員の方々にもってもら
いたいと思います。
健康はライフスタイルと大いに関連しています。
生活の中で、働いている時間はかなりの部分を占め
ています。よって働いていることそのものが健康と
関連しています。健康を維持し、増進するためのラ
イフスタイルの三大要素は、千年も前から「栄養・運
動・休養」であると言われています。先ほど挙げた感
染症・癌・動脈硬化・認知症も、これらのライフスタイ
ル三大要素とリンクしていることが分かってきてい
ます。経営や仕事のあり方と健康の間に、極めて深
い関連があることに注目していくことが、これからの
健康経営のあり方だと思っています。

ニングの様な、非日常的な身体運動であり、メ
ニューがあったり数値化できたりします。後者は、日
常生活すべての身体活動量の総量です。40年前の
人に比べて、現在のわれわれは日常生活における
身体活動量が、40％に低下しています。われわれは
本当に動かなくなっていますね。人間が便利さを追
求して生活がコンビニエントになればなるほど、人間
そのものは生命個体としては脆弱になります。工夫
をしていかなければなりません。日本人全体が、自己
管理の力をもっとつけて行く必要があると思ってい
ます。それがある意味プロフェッショナルビジネスア
スリートだと思います。しかし、たった一人でやるの
はなかなか難しい。企業全体にそういう風土をつ
くっていくことも重要だと考えます。
次に「休養」です。ストレスをマネジメントするより

も、フローやご機嫌をマネジメントする方が、心にフ
ローな状態をつくり出しやすいことが分かってきて
います。つまり、機嫌がいいとどうなるかをもっと考
えて行くことで、機嫌のいいことには価値があるの
だと、認識を深め共有していくことが重要です。わ
れわれは、なぜストレスがあるのか、その原因を考
えがちです。そう考えていると全然機嫌のいい方
向にはいかないです。それとは逆に機嫌がよかった
らどうなるかを考えたり、想像したりするだけで、心
は機嫌がよくなる方向に行きます。朝の会議でも、
今月の目標や、やるべきことは何なのかを明確に
するのみならず、機嫌がよかったらどうなるのかと
いうことについて話し合ってみたら良いでしょう。機
嫌のいいことの価値化を、会社の風土の中に根付
かせていくことが必要であり、ご機嫌な状況を自分
でつくっていける人たち、もしくは組織をご機嫌にし
ていける人材が、組織の健康経営上も必要である
と思います。

動物の中で、人間だけが過去を反省することがで
きる生き物であり、反省を次に生かして行こうとして
います。また、人間だけが未来を見ることができ、目
標を設定し計画を立てることに優れた生き物です。

われわれは過去や未来に脳を馳せ、いわゆるＰＤＣ
Ａサイクルを回しながら仕事をしています。しかし、
このＰＤＣＡサイクルで、過去や未来を思考すると、
心に負担がかかることが分かっています。なぜでしょ
うか。人間は、過去の様にもう変えられないところに
頭を突っ込むと、心は後悔感にとらわれ、ノンフロー
になります。また、未来の様にまだわからないものの
中に頭を突っ込むと不安と心配、緊張と焦りがやっ
てきます。ＰＤＣＡサイクルを回して仕事をすること
は、このようにストレスを生み、パフォーマンスを落と
すリスクを孕んでいます。
そこで第2の脳、気づきの脳がすごく重要です。

「今に生きる」と考えることが重要です。「過去や未
来に行くな」ではなくて、その思考の暴走に気づき
ながら「今でしょ」と考えて心を鎮静化して行くとい
うのが第2の脳の使い方です。私は、車椅子バス
ケットボールのパラリンピック代表のチームドクター
を務めています。彼らに心の整え方を問うと「1日に、
もう数えきれないくらい、今に生きると考えて心をリ
セットしています」と話してくれました。

ビジネスマンもスポーツ選手同様、自分の機嫌を
つくっていく脳の習慣、自分の健康、ライフスタイル
を自己管理していくことが大切で、これがプロフェッ
ショナルビジネスアスリートでありチームなのではな
いかと思っています。また、そのマネジメントスキル
が育って行く風土がある企業こそがホワイト企業で
あり、フローカンパニーであると私は思っています。
私は、このスポーツから生まれた心理学や医学が
社会やビジネスに活きることによって、スポーツが文
化になればいいなと思っています。文化としてのス
ポーツ、人間の豊かさをつくっていくスポーツ文化
があれば、そこから出た医学や心理学は、皆さんの
ような経営、経済、仕事に大いに役立つという構造
が生まれてくる。それが2020年の東京オリンピック
までにできたらいいなというのが、私のスポーツドク
ターとしての夢でもあります。
本日は、ご清聴、ありがとうございました。

第2の脳の習慣

自分で考え、ライフスタイルを変化させる

2014年の工業統計調査によると、埼玉県の事業
所数は11,614所、３年連続で減少したものの、全国
順位は第４位で前年と変わらず。従業者数は
379,238人、2年連続で増加し、全国第４位。製造
品出荷額等は123,908億円で４年ぶりに増加した
ものの、全国第７位と順位は前年と同じであった。
埼玉県工業を2005年～2014年の10年間でみる

と、事業所数は2005年の15,821所がピークで、そ

健康三級だと何が起こるか（栄養・運動・休養）

東部地域（春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三
郷市、吉川市、松伏町）
東部地域の製造品出荷額等は13,259億円で県

内第4位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は食料品が2,936億円（同22.1％）、パルプ・紙が
1,490億円（同11.2％）、金属製品が1,326億円
（同10.0％）、はん用機械が1,038億円（同7.8％）と
なっている。草加せんべいや段ボール関連の事業
所が立地している。

川越比企地域【川越】（川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、
毛呂山町、越生町）
川越比企地域【川越】の製造品出荷額等は
12,469億円で県内第５位の規模である。製造品出
荷額等が多い産業は、化学が3,414億円（同
27.4％）、業務用機械が2,170億円（同17.4％）、食
料品が1,367億円（同11.0％）となっている。ショー
ボンド化学㈱、㈱ぎょうざの満洲、㈱明治などが立
地している。

県央地域（鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町）
県央地域の製造品出荷額等は8,204億円で県

内第６位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は輸送用機械が2,234億円（同27.2％）、食料品
が968億円（同11.8％）、非鉄金属が539億円（同
6.6％）となっている。富士重工業㈱、関東グリコ㈱
などが立地している。

川越比企地域【東松山】（東松山市、滑川町、嵐山町、小
川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村）
川越比企地域【東松山】の製造品出荷額等は
8,121億円で県内第７位の規模である。製造品出荷
額等が多い産業は、輸送用機械2,396億円（同
29.5％）、食料品が1,111億円（同13.7％）、金属製
品が751億円（同9.2％）となっている。ボッシュ㈱を
はじめ輸送用機械関連の事業所などが立地している。
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経済産業省から、「工業統計調査」の確報となる
2014年産業編が公表された。本稿では、全国と埼
玉県における工業の動向を、工業統計調査をベー
スに、産業面からみてみた。

2014年の工業統計調査（従業者４人以上、以下
同じ）によると、全国の事業所数は202,410所、従
業者数は7,403,269人、製造品出荷額等は305兆
1,400億円であった。製造品出荷額等は、リーマン
ショックの2008年以来、６年ぶりに300兆円の大台
を超えた。
製造品出荷額等を都道府県別にみると、第１位は
愛知県の43.8兆円で、全国シェア14.4％を占め、２
位以下を大きく引き離している。第２位は神奈川県
の17.7兆円（同5.8％）、第３位は大阪府の16.5兆
円（同5.4％）で、この３都道府県で全国の四分の一
（25.6％）を占めている。
以下、静岡県、兵庫県、千葉県と続き、埼玉県は
12.4兆円（4.1％）で全国第７位であった。第８位は茨
城県、第９位は三重県で、ここまでが製造品出荷額等
が10兆円以上の都道府県である。この９都道府県合
計の全国シェアは51.5％と過半数を占めている。
全国の主要産業の第１位は輸送用機械で、全国

の製造品出荷額等の19.7％を占めている。以下、
化学が同9.2％、食料品が同8.5％であった。
製造品出荷額等の上位10都道府県を産業別の

シェアでみると、輸送用機械は、愛知県が53.6％と
トップで、全国平均を大幅に上回っている。
輸送用機械のシェアが全国平均を上回っている

のが広島県の28.5％、静岡県の26.3％、三重県の
21.5％、神奈川県の20.8％で、下回っているのが埼
玉県の17.8％であった。ただ、この６都道府県とも産

業別シェアが第１位であった。
化学は、千葉県の22.6％、茨城県の13.1％、三
重県の12.9％、埼玉県の12.5％で、以下、兵庫県、
大阪府、神奈川県、静岡県で、８都道府県とも全国
平均を上回っている。化学については、臨海工業地
域にあたる都道府県では重化学工業が中心で、内
陸の埼玉県では製薬などファインケミカルが多いこ
とが特徴である。
食料品は、都市型産業の代表的な一つであり、大
消費地の東京都や大阪府に隣接する埼玉県の
12.9％、兵庫県の10.4％が全国平均を上回ってい
るほか、首都圏に近接し野菜や魚介類が豊富な茨
城県が11.2％と全国平均を上回っている。
 

の後逓減傾向にあり、2014年は３年連続して減少し
11,614所となり、ピークからの減少幅は▲26.6％に
達している。同様に従業者数は、ピークであった
2007年の440,359人から2014年は379,238人へ
▲61,121人となり、減少幅は▲13.9％であった。
製造品出荷額等は、ピークであった2007年の
149,476億円からリーマンショックにより2008年、
2009年と減少した。2010年にはやや持ち直しの気
配があったものの、その後３年連続して減少し2013
年に12兆円を割り込んだ。2014年は前年比＋
5.1％の123,908億円と持ち直したが、ピーク年か
らの減少幅は▲17.1％と、大きく落ち込んでいる。
 

埼玉県の産業別の製造品出荷額等をみると、第
１位は輸送用機械で22,012億円（埼玉県のシェア：
17 .8％）、第２位は食料品で16 ,014億円（同
12.9％）、第３位は化学で15,501億円（同12.5％）
で、この３産業が製造品出荷額等で1兆円を超えて
おり、合計では53,527億円（同43.2％）と、県全体
の４割を超えている。
次に、地域の特性を特化係数でみていく。特化係
数（＝埼玉県内シェア／全国シェア）が１を超えてい
れば、全国よりその産業が特化（集積）していること
を示している。埼玉県内の製造品出荷額等が５千億
円以上の産業で特化係数をみると、第１位は印刷で
3.37と高く、第２位は非鉄金属で1.57、第３位は

食料品で1.52となっている。以下、プラスチック製品
で1.48、化学で1.36、金属製品で1.23と続いている。
埼玉県の印刷の特化係数が高いのは、工場等制
限法などから、都内での新増設が制限されたため、
東京都に隣接する埼玉県へ工場等を移転し、立地
したためである。「オフセット印刷物（紙に対するも
の）」の製造品出荷額等は3,199億円（2013年）で
全国２位、「紙以外のものに対する印刷物」は同
1,130億円（同）で全国1位であった。
食料品は大消費地東京に隣接しているため特化
係数が高くなっている。埼玉県は草加せんべいで全
国的に有名である。また、ガリガリ君で有名な事業
所も北部地域に立地している。化学は、臨海工業地
域の重化学と異なり、埼玉県は「医薬品製剤（医薬
部外品製剤を含む）」が同8,767億円（同）で全国
1位など、ファインケミカル中心の化学であることが
特徴である。
 

はじめに

全国の製造品出荷額等は305兆円、６年ぶりに大台へ

埼玉県の製造品出荷額等は12兆円、全国７位

埼玉県の製造品出荷額等を地域別にみる。なお、
産業別・地域別の計数は2014年工業統計調査では
未発表のため、2013年工業統計調査の計数を使用
した。以下、製造品出荷額等が多い地域から順番に
みてみる。なお、埼玉県が発行した「彩の国工場」を
参考に、各地域に立地する工場の企業名を掲載した。

西部地域（所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市）
地域別の製造品出荷額等の県内第１位は、西部
地域で、製造品出荷額等は16,998億円であった。
産業別に製造品出荷額等をみると、輸送用機械
6,351億円（地域内シェア：38.4％）が高い。以下、
食料品が2,195億円（同12.9％）、電子部品・デバイ
スが1,272億円（同7.5％）と続いている。本田技研
工業㈱や新電元工業㈱、サイボクハムなどが立地し
ているほか、狭山茶の産地でもある。

利根地域（行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田
市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町）
利根地域の製造品出荷額等は15,224億円で県

内第２位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、プラスチック製品が2,522億円（同16.6％）、
食料品が1,933億円（同12.7％）、輸送用機械
1,708億円（同11.2％）となっている。池上金型工
業㈱や中央化学㈱、㈱十勝やフジッコ㈱、㈱ショー
ワなどが立地している。

北部地域【熊谷】（熊谷市、深谷市、寄居町）
北部地域【熊谷】の製造品出荷額等は14,149億

円で県内第３位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、化学が4,348億円（同30.7％）、輸送
用機械1,923億円（同13.6％）、食料品が1,155億
円（同8.2％）となっている。製薬のＭＳＤ㈱、自動車
部品の㈱リード、赤城乳業㈱などが立地している。

さいたま市
さいたま市の製造品出荷額等は7,388億円で12
地域中８位である。製造品出荷額等が多い産業は、
化学が1,883億円（同25.5％）、食料品が1,202億
円（同16.3％）、金属製品が663億円（同9.0％）、飲
料・タバコが621億円（同8.4％）、輸送用機械が
528億円（同7.1％）と続いている。大正製薬㈱、サ
イデン化学㈱などが立地している。

南部地域（川口市、蕨市、戸田市）
南部地域の製造品出荷額等は7,388億円で県

内第９位の規模である。なお、さいたま市との差は
1,600万円であった。製造品出荷額等が多い産業
は印刷が1,865億円（同25.2％）、食料品が817億
円（同11.1％）、金属製品が717億円（同9.7％）と
なっている。戸田市を中心に、印刷関連の事業所が
数多く立地している。

北部地域【本庄】（本庄市、美里町、神川町、上里
町）
北部地域【本庄】の製造品出荷額等は7,230億

円で県内第10位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、輸送用機械1,352億円（同18.7％）、
電子部品・デバイスが462億円（同6.4％）、食料品
が449億円（同6.2％）、情報通信機械が441億円
（同6.1％）となっている。カルソニックカンセイ㈱な
どが立地している。

南西部地域（朝霞市、志木市、和光市、新座市、富
士見市、ふじみ野市、三芳町）
南西部地域の製造品出荷額等は5,483億円で
県内第11位の規模である。製造品出荷額等が多い
産業は印刷が1,419億円（同25.9％）、食料品が
817億円（同14.9％）、プラスチック製品が434億円
（同7.9％）、非鉄製品が423億円（同7.7％）となっ
ている。凸版印刷㈱などが立地している。

秩父地域（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿
野町）
秩父地域の製造品出荷額等は1,964億円で県

内第12位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、窯業・土石が320億円（同16.3％）、情報通信
機械が243億円（同12.4％）、輸送用機械214億円
（同10.9％）、電気機械が188億円（同9.6％）となっ
ている。キヤノン電子㈱、秩父電子㈱、秩父太平洋
セメント㈱などが立地している。

埼玉県には、①高度な技術力を有する多彩な企
業が集積していること、②埼玉大学、早稲田大学な
ど大学・大学院が多数あること、③理化学研究所、
早稲田リサーチパーク、ＳＫＩＰシティなど多数の研究
機関も集積していることなどから、全国でも有数の
工業県となっている。
埼玉県は、首都圏という強大なマーケットの一角

に位置し、充実した交通網により東日本のマーケット
をカバーできる立地環境にあることなどから、工業
の立地ポテンシャルに恵まれており、今後も発展が
大いに期待されている。
埼玉県では、産業の発展を支援するため、企業誘
致に継続的に取り組んでいる。2005年１月から「企
業誘致大作戦」として集中的に取り組みを開始し、
第２ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略」、第３
ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅱ」と進めて
きた。誘致戦略による実績は、2005年１月～2013
年３月に、630件（うち操業済 417件）に達し、その
多くは製造業であった。さらに、埼玉県では、引き続
き「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅲ・立地するなら埼玉
へ」に取り組んでいるほか、大学・研究機関等の先
端的な研究シーズと企業の優れた技術を融合させ、
実用化開発・製品化開発を強力に支援する「先端
産業創造プロジェクト」を推進している。 （山口祐次）

● 埼玉県の産業別製造品出荷額等と特化係数（2014年）

製造品出荷額等 シェア 特化係数
埼玉県
輸送用機械
食料品
化学
印刷
金属製品
プラスチック製品
非鉄金属
生産用機械
電気機械
パルプ・紙
はん用機械
業務用機械
電子部品・デバイス
鉄鋼
情報通信機械
窯業・土石
その他
飲料・たばこ
家具・装備品
ゴム製品
繊維
木材・木製品
石油・石炭
なめし革

123,908
22,012
16,014
15,501
7,414
6,936
6,924
5,988
5,218
4,508
4,247
3,831
3,788
3,451
3,334
3,060
2,723
2,275
2,158
1,241
1,048
917
683
438
202

̶　　  
0.90
1.52
1.36
3.37
1.23
1.48
1.57
0.77
0.65
1.50
0.93
1.33
0.62
0.43
0.87
0.91
1.42
0.55
1.60
0.80
0.59
0.67
0.06
1.43

100.0
17.8
12.9
12.5
6.0
5.6
5.6
4.8
4.2
3.6
3.4
3.1
3.1
2.8
2.7
2.5
2.2
1.8
1.7
1.0
0.8
0.7
0.6
0.4
0.2

単位：億円、％

資料：経済産業省「工業統計調査」
(注)特化係数＝埼玉県シェア／全国シェア

●製造品出荷額等の上位10都道府県別主要産業の概況
　（2014年）

全　国
愛知県
神奈川県
大阪府
静岡県
兵庫県
千葉県
埼玉県
茨城県
三重県
広島県

輸送
輸送
輸送
化学
輸送
鉄鋼
石油
輸送
化学
輸送
輸送

化学
鉄鋼
石油
石油
電気
化学
化学
食料
食料
電子
鉄鋼

都道府県
製造品出荷額等

シェア
主要産業１位

シェア
主要産業２位

シェア
主要産業３位

シェア
3,051,400
438,313
177,211
165,292
160,507
148,884
138,743
123,908
114,085
105,427
95,685

100.0
14.4
5.8
5.4
5.3
4.9
4.5
4.1
3.7
3.5
3.1

19.7
53.6
20.8
11.5
26.3
13.5
26.0
17.8
13.1
21.5
28.5

9.2
5.8
17.2
10.7
12.8
11.9
22.6
12.9
11.2
18.4
15.6

食料
電気
化学
鉄鋼
化学
食料
鉄鋼
化学
生産
化学
生産

8.5
4.9
10.3
9.0
9.5
10.4
13.2
12.5
10.3
12.9
9.4

単位：億円、％

資料：経済産業省「工業統計調査」
(注)輸送＝輸送用機械、食料＝食料品、電気＝電気機械、石油＝石油・石炭、
 電子=電子部品・デバイス、生産=生産用機械

●埼玉県の事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移

2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年

事業所数
前年比

15,821
14,969
15,135
15,515
13,607
12,876
13,431
12,184
11,868
11,614

3.0
▲ 5.4
1.1
2.5

▲ 12.3
▲ 5.4
4.3

▲ 9.3
▲ 2.6
▲ 2.1

従業者数
前年比

421,442
424,662
440,359
432,274
392,013
393,413
380,449
372,308
375,408
379,238

0.1
0.8
3.7

▲ 1.8
▲ 9.3
0.4

▲ 3.3
▲ 2.1
0.8
1.0

製造品出荷額等
前年比

138,021
142,316
149,476
146,577
117,748
128,532
121,437
121,393
117,877
123,908

1.7
3.1
̶　
▲ 1.9
▲ 19.7
9.2

▲ 5.5
▲ 0.0
▲ 2.9
5.1

単位：所、人、億円、％

資料：経済産業省「工業統計調査」
（注）2007年調査は、調査項目の追加を行ったため、製造品出荷額等については、
　　前年の数値と接続しない。

2014年の工業統計調査によると、埼玉県の事業
所数は11,614所、３年連続で減少したものの、全国
順位は第４位で前年と変わらず。従業者数は
379,238人、2年連続で増加し、全国第４位。製造
品出荷額等は123,908億円で４年ぶりに増加した
ものの、全国第７位と順位は前年と同じであった。
埼玉県工業を2005年～2014年の10年間でみる

と、事業所数は2005年の15,821所がピークで、そ

工業統計からみた埼玉県
製造品出荷額等トップは輸送用機械、特化係数が高いのは印刷

東部地域（春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三
郷市、吉川市、松伏町）
東部地域の製造品出荷額等は13,259億円で県

内第4位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は食料品が2,936億円（同22.1％）、パルプ・紙が
1,490億円（同11.2％）、金属製品が1,326億円
（同10.0％）、はん用機械が1,038億円（同7.8％）と
なっている。草加せんべいや段ボール関連の事業
所が立地している。

川越比企地域【川越】（川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、
毛呂山町、越生町）
川越比企地域【川越】の製造品出荷額等は
12,469億円で県内第５位の規模である。製造品出
荷額等が多い産業は、化学が3,414億円（同
27.4％）、業務用機械が2,170億円（同17.4％）、食
料品が1,367億円（同11.0％）となっている。ショー
ボンド化学㈱、㈱ぎょうざの満洲、㈱明治などが立
地している。

県央地域（鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町）
県央地域の製造品出荷額等は8,204億円で県

内第６位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は輸送用機械が2,234億円（同27.2％）、食料品
が968億円（同11.8％）、非鉄金属が539億円（同
6.6％）となっている。富士重工業㈱、関東グリコ㈱
などが立地している。

川越比企地域【東松山】（東松山市、滑川町、嵐山町、小
川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村）
川越比企地域【東松山】の製造品出荷額等は
8,121億円で県内第７位の規模である。製造品出荷
額等が多い産業は、輸送用機械2,396億円（同
29.5％）、食料品が1,111億円（同13.7％）、金属製
品が751億円（同9.2％）となっている。ボッシュ㈱を
はじめ輸送用機械関連の事業所などが立地している。
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経済産業省から、「工業統計調査」の確報となる
2014年産業編が公表された。本稿では、全国と埼
玉県における工業の動向を、工業統計調査をベー
スに、産業面からみてみた。

2014年の工業統計調査（従業者４人以上、以下
同じ）によると、全国の事業所数は202,410所、従
業者数は7,403,269人、製造品出荷額等は305兆
1,400億円であった。製造品出荷額等は、リーマン
ショックの2008年以来、６年ぶりに300兆円の大台
を超えた。
製造品出荷額等を都道府県別にみると、第１位は
愛知県の43.8兆円で、全国シェア14.4％を占め、２
位以下を大きく引き離している。第２位は神奈川県
の17.7兆円（同5.8％）、第３位は大阪府の16.5兆
円（同5.4％）で、この３都道府県で全国の四分の一
（25.6％）を占めている。
以下、静岡県、兵庫県、千葉県と続き、埼玉県は
12.4兆円（4.1％）で全国第７位であった。第８位は茨
城県、第９位は三重県で、ここまでが製造品出荷額等
が10兆円以上の都道府県である。この９都道府県合
計の全国シェアは51.5％と過半数を占めている。
全国の主要産業の第１位は輸送用機械で、全国

の製造品出荷額等の19.7％を占めている。以下、
化学が同9.2％、食料品が同8.5％であった。
製造品出荷額等の上位10都道府県を産業別の

シェアでみると、輸送用機械は、愛知県が53.6％と
トップで、全国平均を大幅に上回っている。
輸送用機械のシェアが全国平均を上回っている

のが広島県の28.5％、静岡県の26.3％、三重県の
21.5％、神奈川県の20.8％で、下回っているのが埼
玉県の17.8％であった。ただ、この６都道府県とも産

業別シェアが第１位であった。
化学は、千葉県の22.6％、茨城県の13.1％、三
重県の12.9％、埼玉県の12.5％で、以下、兵庫県、
大阪府、神奈川県、静岡県で、８都道府県とも全国
平均を上回っている。化学については、臨海工業地
域にあたる都道府県では重化学工業が中心で、内
陸の埼玉県では製薬などファインケミカルが多いこ
とが特徴である。
食料品は、都市型産業の代表的な一つであり、大
消費地の東京都や大阪府に隣接する埼玉県の
12.9％、兵庫県の10.4％が全国平均を上回ってい
るほか、首都圏に近接し野菜や魚介類が豊富な茨
城県が11.2％と全国平均を上回っている。
 

の後逓減傾向にあり、2014年は３年連続して減少し
11,614所となり、ピークからの減少幅は▲26.6％に
達している。同様に従業者数は、ピークであった
2007年の440,359人から2014年は379,238人へ
▲61,121人となり、減少幅は▲13.9％であった。
製造品出荷額等は、ピークであった2007年の
149,476億円からリーマンショックにより2008年、
2009年と減少した。2010年にはやや持ち直しの気
配があったものの、その後３年連続して減少し2013
年に12兆円を割り込んだ。2014年は前年比＋
5.1％の123,908億円と持ち直したが、ピーク年か
らの減少幅は▲17.1％と、大きく落ち込んでいる。
 

埼玉県の産業別の製造品出荷額等をみると、第
１位は輸送用機械で22,012億円（埼玉県のシェア：
17 .8％）、第２位は食料品で16 ,014億円（同
12.9％）、第３位は化学で15,501億円（同12.5％）
で、この３産業が製造品出荷額等で1兆円を超えて
おり、合計では53,527億円（同43.2％）と、県全体
の４割を超えている。
次に、地域の特性を特化係数でみていく。特化係
数（＝埼玉県内シェア／全国シェア）が１を超えてい
れば、全国よりその産業が特化（集積）していること
を示している。埼玉県内の製造品出荷額等が５千億
円以上の産業で特化係数をみると、第１位は印刷で
3.37と高く、第２位は非鉄金属で1.57、第３位は

食料品で1.52となっている。以下、プラスチック製品
で1.48、化学で1.36、金属製品で1.23と続いている。
埼玉県の印刷の特化係数が高いのは、工場等制
限法などから、都内での新増設が制限されたため、
東京都に隣接する埼玉県へ工場等を移転し、立地
したためである。「オフセット印刷物（紙に対するも
の）」の製造品出荷額等は3,199億円（2013年）で
全国２位、「紙以外のものに対する印刷物」は同
1,130億円（同）で全国1位であった。
食料品は大消費地東京に隣接しているため特化
係数が高くなっている。埼玉県は草加せんべいで全
国的に有名である。また、ガリガリ君で有名な事業
所も北部地域に立地している。化学は、臨海工業地
域の重化学と異なり、埼玉県は「医薬品製剤（医薬
部外品製剤を含む）」が同8,767億円（同）で全国
1位など、ファインケミカル中心の化学であることが
特徴である。
 

はじめに

全国の製造品出荷額等は305兆円、６年ぶりに大台へ

埼玉県の製造品出荷額等は12兆円、全国７位

埼玉県の製造品出荷額等を地域別にみる。なお、
産業別・地域別の計数は2014年工業統計調査では
未発表のため、2013年工業統計調査の計数を使用
した。以下、製造品出荷額等が多い地域から順番に
みてみる。なお、埼玉県が発行した「彩の国工場」を
参考に、各地域に立地する工場の企業名を掲載した。

西部地域（所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市）
地域別の製造品出荷額等の県内第１位は、西部
地域で、製造品出荷額等は16,998億円であった。
産業別に製造品出荷額等をみると、輸送用機械
6,351億円（地域内シェア：38.4％）が高い。以下、
食料品が2,195億円（同12.9％）、電子部品・デバイ
スが1,272億円（同7.5％）と続いている。本田技研
工業㈱や新電元工業㈱、サイボクハムなどが立地し
ているほか、狭山茶の産地でもある。

利根地域（行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田
市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町）
利根地域の製造品出荷額等は15,224億円で県

内第２位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、プラスチック製品が2,522億円（同16.6％）、
食料品が1,933億円（同12.7％）、輸送用機械
1,708億円（同11.2％）となっている。池上金型工
業㈱や中央化学㈱、㈱十勝やフジッコ㈱、㈱ショー
ワなどが立地している。

北部地域【熊谷】（熊谷市、深谷市、寄居町）
北部地域【熊谷】の製造品出荷額等は14,149億

円で県内第３位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、化学が4,348億円（同30.7％）、輸送
用機械1,923億円（同13.6％）、食料品が1,155億
円（同8.2％）となっている。製薬のＭＳＤ㈱、自動車
部品の㈱リード、赤城乳業㈱などが立地している。

さいたま市
さいたま市の製造品出荷額等は7,388億円で12
地域中８位である。製造品出荷額等が多い産業は、
化学が1,883億円（同25.5％）、食料品が1,202億
円（同16.3％）、金属製品が663億円（同9.0％）、飲
料・タバコが621億円（同8.4％）、輸送用機械が
528億円（同7.1％）と続いている。大正製薬㈱、サ
イデン化学㈱などが立地している。

南部地域（川口市、蕨市、戸田市）
南部地域の製造品出荷額等は7,388億円で県

内第９位の規模である。なお、さいたま市との差は
1,600万円であった。製造品出荷額等が多い産業
は印刷が1,865億円（同25.2％）、食料品が817億
円（同11.1％）、金属製品が717億円（同9.7％）と
なっている。戸田市を中心に、印刷関連の事業所が
数多く立地している。

北部地域【本庄】（本庄市、美里町、神川町、上里
町）
北部地域【本庄】の製造品出荷額等は7,230億

円で県内第10位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、輸送用機械1,352億円（同18.7％）、
電子部品・デバイスが462億円（同6.4％）、食料品
が449億円（同6.2％）、情報通信機械が441億円
（同6.1％）となっている。カルソニックカンセイ㈱な
どが立地している。

南西部地域（朝霞市、志木市、和光市、新座市、富
士見市、ふじみ野市、三芳町）
南西部地域の製造品出荷額等は5,483億円で
県内第11位の規模である。製造品出荷額等が多い
産業は印刷が1,419億円（同25.9％）、食料品が
817億円（同14.9％）、プラスチック製品が434億円
（同7.9％）、非鉄製品が423億円（同7.7％）となっ
ている。凸版印刷㈱などが立地している。

秩父地域（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿
野町）
秩父地域の製造品出荷額等は1,964億円で県

内第12位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、窯業・土石が320億円（同16.3％）、情報通信
機械が243億円（同12.4％）、輸送用機械214億円
（同10.9％）、電気機械が188億円（同9.6％）となっ
ている。キヤノン電子㈱、秩父電子㈱、秩父太平洋
セメント㈱などが立地している。

埼玉県には、①高度な技術力を有する多彩な企
業が集積していること、②埼玉大学、早稲田大学な
ど大学・大学院が多数あること、③理化学研究所、
早稲田リサーチパーク、ＳＫＩＰシティなど多数の研究
機関も集積していることなどから、全国でも有数の
工業県となっている。
埼玉県は、首都圏という強大なマーケットの一角

に位置し、充実した交通網により東日本のマーケット
をカバーできる立地環境にあることなどから、工業
の立地ポテンシャルに恵まれており、今後も発展が
大いに期待されている。
埼玉県では、産業の発展を支援するため、企業誘
致に継続的に取り組んでいる。2005年１月から「企
業誘致大作戦」として集中的に取り組みを開始し、
第２ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略」、第３
ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅱ」と進めて
きた。誘致戦略による実績は、2005年１月～2013
年３月に、630件（うち操業済 417件）に達し、その
多くは製造業であった。さらに、埼玉県では、引き続
き「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅲ・立地するなら埼玉
へ」に取り組んでいるほか、大学・研究機関等の先
端的な研究シーズと企業の優れた技術を融合させ、
実用化開発・製品化開発を強力に支援する「先端
産業創造プロジェクト」を推進している。 （山口祐次）

● 埼玉県の産業別製造品出荷額等と特化係数（2014年）

製造品出荷額等 シェア 特化係数
埼玉県
輸送用機械
食料品
化学
印刷
金属製品
プラスチック製品
非鉄金属
生産用機械
電気機械
パルプ・紙
はん用機械
業務用機械
電子部品・デバイス
鉄鋼
情報通信機械
窯業・土石
その他
飲料・たばこ
家具・装備品
ゴム製品
繊維
木材・木製品
石油・石炭
なめし革

123,908
22,012
16,014
15,501
7,414
6,936
6,924
5,988
5,218
4,508
4,247
3,831
3,788
3,451
3,334
3,060
2,723
2,275
2,158
1,241
1,048
917
683
438
202

̶　　  
0.90
1.52
1.36
3.37
1.23
1.48
1.57
0.77
0.65
1.50
0.93
1.33
0.62
0.43
0.87
0.91
1.42
0.55
1.60
0.80
0.59
0.67
0.06
1.43

100.0
17.8
12.9
12.5
6.0
5.6
5.6
4.8
4.2
3.6
3.4
3.1
3.1
2.8
2.7
2.5
2.2
1.8
1.7
1.0
0.8
0.7
0.6
0.4
0.2

単位：億円、％

資料：経済産業省「工業統計調査」
(注)特化係数＝埼玉県シェア／全国シェア

●製造品出荷額等の上位10都道府県別主要産業の概況
　（2014年）

全　国
愛知県
神奈川県
大阪府
静岡県
兵庫県
千葉県
埼玉県
茨城県
三重県
広島県

輸送
輸送
輸送
化学
輸送
鉄鋼
石油
輸送
化学
輸送
輸送

化学
鉄鋼
石油
石油
電気
化学
化学
食料
食料
電子
鉄鋼

都道府県
製造品出荷額等

シェア
主要産業１位

シェア
主要産業２位

シェア
主要産業３位

シェア
3,051,400
438,313
177,211
165,292
160,507
148,884
138,743
123,908
114,085
105,427
95,685

100.0
14.4
5.8
5.4
5.3
4.9
4.5
4.1
3.7
3.5
3.1

19.7
53.6
20.8
11.5
26.3
13.5
26.0
17.8
13.1
21.5
28.5

9.2
5.8
17.2
10.7
12.8
11.9
22.6
12.9
11.2
18.4
15.6

食料
電気
化学
鉄鋼
化学
食料
鉄鋼
化学
生産
化学
生産

8.5
4.9
10.3
9.0
9.5
10.4
13.2
12.5
10.3
12.9
9.4

単位：億円、％

資料：経済産業省「工業統計調査」
(注)輸送＝輸送用機械、食料＝食料品、電気＝電気機械、石油＝石油・石炭、
 電子=電子部品・デバイス、生産=生産用機械

●埼玉県の事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移

2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年

事業所数
前年比

15,821
14,969
15,135
15,515
13,607
12,876
13,431
12,184
11,868
11,614

3.0
▲ 5.4
1.1
2.5

▲ 12.3
▲ 5.4
4.3

▲ 9.3
▲ 2.6
▲ 2.1

従業者数
前年比

421,442
424,662
440,359
432,274
392,013
393,413
380,449
372,308
375,408
379,238

0.1
0.8
3.7

▲ 1.8
▲ 9.3
0.4

▲ 3.3
▲ 2.1
0.8
1.0

製造品出荷額等
前年比

138,021
142,316
149,476
146,577
117,748
128,532
121,437
121,393
117,877
123,908

1.7
3.1
̶　
▲ 1.9
▲ 19.7
9.2

▲ 5.5
▲ 0.0
▲ 2.9
5.1

単位：所、人、億円、％

資料：経済産業省「工業統計調査」
（注）2007年調査は、調査項目の追加を行ったため、製造品出荷額等については、
　　前年の数値と接続しない。

2014年の工業統計調査によると、埼玉県の事業
所数は11,614所、３年連続で減少したものの、全国
順位は第４位で前年と変わらず。従業者数は
379,238人、2年連続で増加し、全国第４位。製造
品出荷額等は123,908億円で４年ぶりに増加した
ものの、全国第７位と順位は前年と同じであった。
埼玉県工業を2005年～2014年の10年間でみる

と、事業所数は2005年の15,821所がピークで、そ

工業統計からみた埼玉県
製造品出荷額等トップは輸送用機械、特化係数が高いのは印刷

東部地域（春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三
郷市、吉川市、松伏町）
東部地域の製造品出荷額等は13,259億円で県

内第4位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は食料品が2,936億円（同22.1％）、パルプ・紙が
1,490億円（同11.2％）、金属製品が1,326億円
（同10.0％）、はん用機械が1,038億円（同7.8％）と
なっている。草加せんべいや段ボール関連の事業
所が立地している。

川越比企地域【川越】（川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、
毛呂山町、越生町）
川越比企地域【川越】の製造品出荷額等は
12,469億円で県内第５位の規模である。製造品出
荷額等が多い産業は、化学が3,414億円（同
27.4％）、業務用機械が2,170億円（同17.4％）、食
料品が1,367億円（同11.0％）となっている。ショー
ボンド化学㈱、㈱ぎょうざの満洲、㈱明治などが立
地している。

県央地域（鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町）
県央地域の製造品出荷額等は8,204億円で県

内第６位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は輸送用機械が2,234億円（同27.2％）、食料品
が968億円（同11.8％）、非鉄金属が539億円（同
6.6％）となっている。富士重工業㈱、関東グリコ㈱
などが立地している。

川越比企地域【東松山】（東松山市、滑川町、嵐山町、小
川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村）
川越比企地域【東松山】の製造品出荷額等は
8,121億円で県内第７位の規模である。製造品出荷
額等が多い産業は、輸送用機械2,396億円（同
29.5％）、食料品が1,111億円（同13.7％）、金属製
品が751億円（同9.2％）となっている。ボッシュ㈱を
はじめ輸送用機械関連の事業所などが立地している。



11 12

Research

埼玉りそな経済情報2016.4埼玉りそな経済情報2016.4

経済産業省から、「工業統計調査」の確報となる
2014年産業編が公表された。本稿では、全国と埼
玉県における工業の動向を、工業統計調査をベー
スに、産業面からみてみた。

2014年の工業統計調査（従業者４人以上、以下
同じ）によると、全国の事業所数は202,410所、従
業者数は7,403,269人、製造品出荷額等は305兆
1,400億円であった。製造品出荷額等は、リーマン
ショックの2008年以来、６年ぶりに300兆円の大台
を超えた。
製造品出荷額等を都道府県別にみると、第１位は
愛知県の43.8兆円で、全国シェア14.4％を占め、２
位以下を大きく引き離している。第２位は神奈川県
の17.7兆円（同5.8％）、第３位は大阪府の16.5兆
円（同5.4％）で、この３都道府県で全国の四分の一
（25.6％）を占めている。
以下、静岡県、兵庫県、千葉県と続き、埼玉県は
12.4兆円（4.1％）で全国第７位であった。第８位は茨
城県、第９位は三重県で、ここまでが製造品出荷額等
が10兆円以上の都道府県である。この９都道府県合
計の全国シェアは51.5％と過半数を占めている。
全国の主要産業の第１位は輸送用機械で、全国

の製造品出荷額等の19.7％を占めている。以下、
化学が同9.2％、食料品が同8.5％であった。
製造品出荷額等の上位10都道府県を産業別の

シェアでみると、輸送用機械は、愛知県が53.6％と
トップで、全国平均を大幅に上回っている。
輸送用機械のシェアが全国平均を上回っている

のが広島県の28.5％、静岡県の26.3％、三重県の
21.5％、神奈川県の20.8％で、下回っているのが埼
玉県の17.8％であった。ただ、この６都道府県とも産

業別シェアが第１位であった。
化学は、千葉県の22.6％、茨城県の13.1％、三
重県の12.9％、埼玉県の12.5％で、以下、兵庫県、
大阪府、神奈川県、静岡県で、８都道府県とも全国
平均を上回っている。化学については、臨海工業地
域にあたる都道府県では重化学工業が中心で、内
陸の埼玉県では製薬などファインケミカルが多いこ
とが特徴である。
食料品は、都市型産業の代表的な一つであり、大
消費地の東京都や大阪府に隣接する埼玉県の
12.9％、兵庫県の10.4％が全国平均を上回ってい
るほか、首都圏に近接し野菜や魚介類が豊富な茨
城県が11.2％と全国平均を上回っている。
 

の後逓減傾向にあり、2014年は３年連続して減少し
11,614所となり、ピークからの減少幅は▲26.6％に
達している。同様に従業者数は、ピークであった
2007年の440,359人から2014年は379,238人へ
▲61,121人となり、減少幅は▲13.9％であった。
製造品出荷額等は、ピークであった2007年の
149,476億円からリーマンショックにより2008年、
2009年と減少した。2010年にはやや持ち直しの気
配があったものの、その後３年連続して減少し2013
年に12兆円を割り込んだ。2014年は前年比＋
5.1％の123,908億円と持ち直したが、ピーク年か
らの減少幅は▲17.1％と、大きく落ち込んでいる。
 

埼玉県の産業別の製造品出荷額等をみると、第
１位は輸送用機械で22,012億円（埼玉県のシェア：
17 .8％）、第２位は食料品で16 ,014億円（同
12.9％）、第３位は化学で15,501億円（同12.5％）
で、この３産業が製造品出荷額等で1兆円を超えて
おり、合計では53,527億円（同43.2％）と、県全体
の４割を超えている。
次に、地域の特性を特化係数でみていく。特化係
数（＝埼玉県内シェア／全国シェア）が１を超えてい
れば、全国よりその産業が特化（集積）していること
を示している。埼玉県内の製造品出荷額等が５千億
円以上の産業で特化係数をみると、第１位は印刷で
3.37と高く、第２位は非鉄金属で1.57、第３位は

食料品で1.52となっている。以下、プラスチック製品
で1.48、化学で1.36、金属製品で1.23と続いている。
埼玉県の印刷の特化係数が高いのは、工場等制
限法などから、都内での新増設が制限されたため、
東京都に隣接する埼玉県へ工場等を移転し、立地
したためである。「オフセット印刷物（紙に対するも
の）」の製造品出荷額等は3,199億円（2013年）で
全国２位、「紙以外のものに対する印刷物」は同
1,130億円（同）で全国1位であった。
食料品は大消費地東京に隣接しているため特化
係数が高くなっている。埼玉県は草加せんべいで全
国的に有名である。また、ガリガリ君で有名な事業
所も北部地域に立地している。化学は、臨海工業地
域の重化学と異なり、埼玉県は「医薬品製剤（医薬
部外品製剤を含む）」が同8,767億円（同）で全国
1位など、ファインケミカル中心の化学であることが
特徴である。
 

埼玉県の製造品出荷額等を地域別にみる。なお、
産業別・地域別の計数は2014年工業統計調査では
未発表のため、2013年工業統計調査の計数を使用
した。以下、製造品出荷額等が多い地域から順番に
みてみる。なお、埼玉県が発行した「彩の国工場」を
参考に、各地域に立地する工場の企業名を掲載した。

西部地域（所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市）
地域別の製造品出荷額等の県内第１位は、西部
地域で、製造品出荷額等は16,998億円であった。
産業別に製造品出荷額等をみると、輸送用機械
6,351億円（地域内シェア：38.4％）が高い。以下、
食料品が2,195億円（同12.9％）、電子部品・デバイ
スが1,272億円（同7.5％）と続いている。本田技研
工業㈱や新電元工業㈱、サイボクハムなどが立地し
ているほか、狭山茶の産地でもある。

利根地域（行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田
市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町）
利根地域の製造品出荷額等は15,224億円で県

内第２位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、プラスチック製品が2,522億円（同16.6％）、
食料品が1,933億円（同12.7％）、輸送用機械
1,708億円（同11.2％）となっている。池上金型工
業㈱や中央化学㈱、㈱十勝やフジッコ㈱、㈱ショー
ワなどが立地している。

北部地域【熊谷】（熊谷市、深谷市、寄居町）
北部地域【熊谷】の製造品出荷額等は14,149億

円で県内第３位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、化学が4,348億円（同30.7％）、輸送
用機械1,923億円（同13.6％）、食料品が1,155億
円（同8.2％）となっている。製薬のＭＳＤ㈱、自動車
部品の㈱リード、赤城乳業㈱などが立地している。

さいたま市
さいたま市の製造品出荷額等は7,388億円で12
地域中８位である。製造品出荷額等が多い産業は、
化学が1,883億円（同25.5％）、食料品が1,202億
円（同16.3％）、金属製品が663億円（同9.0％）、飲
料・タバコが621億円（同8.4％）、輸送用機械が
528億円（同7.1％）と続いている。大正製薬㈱、サ
イデン化学㈱などが立地している。

南部地域（川口市、蕨市、戸田市）
南部地域の製造品出荷額等は7,388億円で県

内第９位の規模である。なお、さいたま市との差は
1,600万円であった。製造品出荷額等が多い産業
は印刷が1,865億円（同25.2％）、食料品が817億
円（同11.1％）、金属製品が717億円（同9.7％）と
なっている。戸田市を中心に、印刷関連の事業所が
数多く立地している。

北部地域【本庄】（本庄市、美里町、神川町、上里
町）
北部地域【本庄】の製造品出荷額等は7,230億

円で県内第10位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、輸送用機械1,352億円（同18.7％）、
電子部品・デバイスが462億円（同6.4％）、食料品
が449億円（同6.2％）、情報通信機械が441億円
（同6.1％）となっている。カルソニックカンセイ㈱な
どが立地している。

南西部地域（朝霞市、志木市、和光市、新座市、富
士見市、ふじみ野市、三芳町）
南西部地域の製造品出荷額等は5,483億円で
県内第11位の規模である。製造品出荷額等が多い
産業は印刷が1,419億円（同25.9％）、食料品が
817億円（同14.9％）、プラスチック製品が434億円
（同7.9％）、非鉄製品が423億円（同7.7％）となっ
ている。凸版印刷㈱などが立地している。

秩父地域（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿
野町）
秩父地域の製造品出荷額等は1,964億円で県

内第12位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、窯業・土石が320億円（同16.3％）、情報通信
機械が243億円（同12.4％）、輸送用機械214億円
（同10.9％）、電気機械が188億円（同9.6％）となっ
ている。キヤノン電子㈱、秩父電子㈱、秩父太平洋
セメント㈱などが立地している。

埼玉県には、①高度な技術力を有する多彩な企
業が集積していること、②埼玉大学、早稲田大学な
ど大学・大学院が多数あること、③理化学研究所、
早稲田リサーチパーク、ＳＫＩＰシティなど多数の研究
機関も集積していることなどから、全国でも有数の
工業県となっている。
埼玉県は、首都圏という強大なマーケットの一角

に位置し、充実した交通網により東日本のマーケット
をカバーできる立地環境にあることなどから、工業
の立地ポテンシャルに恵まれており、今後も発展が
大いに期待されている。
埼玉県では、産業の発展を支援するため、企業誘
致に継続的に取り組んでいる。2005年１月から「企
業誘致大作戦」として集中的に取り組みを開始し、
第２ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略」、第３
ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅱ」と進めて
きた。誘致戦略による実績は、2005年１月～2013
年３月に、630件（うち操業済 417件）に達し、その
多くは製造業であった。さらに、埼玉県では、引き続
き「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅲ・立地するなら埼玉
へ」に取り組んでいるほか、大学・研究機関等の先
端的な研究シーズと企業の優れた技術を融合させ、
実用化開発・製品化開発を強力に支援する「先端
産業創造プロジェクト」を推進している。 （山口祐次）

埼玉県の今後の戦略

埼玉県の地域別特徴

2014年の工業統計調査によると、埼玉県の事業
所数は11,614所、３年連続で減少したものの、全国
順位は第４位で前年と変わらず。従業者数は
379,238人、2年連続で増加し、全国第４位。製造
品出荷額等は123,908億円で４年ぶりに増加した
ものの、全国第７位と順位は前年と同じであった。
埼玉県工業を2005年～2014年の10年間でみる

と、事業所数は2005年の15,821所がピークで、そ

東部地域（春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三
郷市、吉川市、松伏町）
東部地域の製造品出荷額等は13,259億円で県

内第4位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は食料品が2,936億円（同22.1％）、パルプ・紙が
1,490億円（同11.2％）、金属製品が1,326億円
（同10.0％）、はん用機械が1,038億円（同7.8％）と
なっている。草加せんべいや段ボール関連の事業
所が立地している。

川越比企地域【川越】（川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、
毛呂山町、越生町）
川越比企地域【川越】の製造品出荷額等は
12,469億円で県内第５位の規模である。製造品出
荷額等が多い産業は、化学が3,414億円（同
27.4％）、業務用機械が2,170億円（同17.4％）、食
料品が1,367億円（同11.0％）となっている。ショー
ボンド化学㈱、㈱ぎょうざの満洲、㈱明治などが立
地している。

県央地域（鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町）
県央地域の製造品出荷額等は8,204億円で県

内第６位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は輸送用機械が2,234億円（同27.2％）、食料品
が968億円（同11.8％）、非鉄金属が539億円（同
6.6％）となっている。富士重工業㈱、関東グリコ㈱
などが立地している。

川越比企地域【東松山】（東松山市、滑川町、嵐山町、小
川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村）
川越比企地域【東松山】の製造品出荷額等は
8,121億円で県内第７位の規模である。製造品出荷
額等が多い産業は、輸送用機械2,396億円（同
29.5％）、食料品が1,111億円（同13.7％）、金属製
品が751億円（同9.2％）となっている。ボッシュ㈱を
はじめ輸送用機械関連の事業所などが立地している。
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経済産業省から、「工業統計調査」の確報となる
2014年産業編が公表された。本稿では、全国と埼
玉県における工業の動向を、工業統計調査をベー
スに、産業面からみてみた。

2014年の工業統計調査（従業者４人以上、以下
同じ）によると、全国の事業所数は202,410所、従
業者数は7,403,269人、製造品出荷額等は305兆
1,400億円であった。製造品出荷額等は、リーマン
ショックの2008年以来、６年ぶりに300兆円の大台
を超えた。
製造品出荷額等を都道府県別にみると、第１位は
愛知県の43.8兆円で、全国シェア14.4％を占め、２
位以下を大きく引き離している。第２位は神奈川県
の17.7兆円（同5.8％）、第３位は大阪府の16.5兆
円（同5.4％）で、この３都道府県で全国の四分の一
（25.6％）を占めている。
以下、静岡県、兵庫県、千葉県と続き、埼玉県は
12.4兆円（4.1％）で全国第７位であった。第８位は茨
城県、第９位は三重県で、ここまでが製造品出荷額等
が10兆円以上の都道府県である。この９都道府県合
計の全国シェアは51.5％と過半数を占めている。
全国の主要産業の第１位は輸送用機械で、全国

の製造品出荷額等の19.7％を占めている。以下、
化学が同9.2％、食料品が同8.5％であった。
製造品出荷額等の上位10都道府県を産業別の

シェアでみると、輸送用機械は、愛知県が53.6％と
トップで、全国平均を大幅に上回っている。
輸送用機械のシェアが全国平均を上回っている

のが広島県の28.5％、静岡県の26.3％、三重県の
21.5％、神奈川県の20.8％で、下回っているのが埼
玉県の17.8％であった。ただ、この６都道府県とも産

業別シェアが第１位であった。
化学は、千葉県の22.6％、茨城県の13.1％、三
重県の12.9％、埼玉県の12.5％で、以下、兵庫県、
大阪府、神奈川県、静岡県で、８都道府県とも全国
平均を上回っている。化学については、臨海工業地
域にあたる都道府県では重化学工業が中心で、内
陸の埼玉県では製薬などファインケミカルが多いこ
とが特徴である。
食料品は、都市型産業の代表的な一つであり、大
消費地の東京都や大阪府に隣接する埼玉県の
12.9％、兵庫県の10.4％が全国平均を上回ってい
るほか、首都圏に近接し野菜や魚介類が豊富な茨
城県が11.2％と全国平均を上回っている。
 

の後逓減傾向にあり、2014年は３年連続して減少し
11,614所となり、ピークからの減少幅は▲26.6％に
達している。同様に従業者数は、ピークであった
2007年の440,359人から2014年は379,238人へ
▲61,121人となり、減少幅は▲13.9％であった。
製造品出荷額等は、ピークであった2007年の
149,476億円からリーマンショックにより2008年、
2009年と減少した。2010年にはやや持ち直しの気
配があったものの、その後３年連続して減少し2013
年に12兆円を割り込んだ。2014年は前年比＋
5.1％の123,908億円と持ち直したが、ピーク年か
らの減少幅は▲17.1％と、大きく落ち込んでいる。
 

埼玉県の産業別の製造品出荷額等をみると、第
１位は輸送用機械で22,012億円（埼玉県のシェア：
17 .8％）、第２位は食料品で16 ,014億円（同
12.9％）、第３位は化学で15,501億円（同12.5％）
で、この３産業が製造品出荷額等で1兆円を超えて
おり、合計では53,527億円（同43.2％）と、県全体
の４割を超えている。
次に、地域の特性を特化係数でみていく。特化係
数（＝埼玉県内シェア／全国シェア）が１を超えてい
れば、全国よりその産業が特化（集積）していること
を示している。埼玉県内の製造品出荷額等が５千億
円以上の産業で特化係数をみると、第１位は印刷で
3.37と高く、第２位は非鉄金属で1.57、第３位は

食料品で1.52となっている。以下、プラスチック製品
で1.48、化学で1.36、金属製品で1.23と続いている。
埼玉県の印刷の特化係数が高いのは、工場等制
限法などから、都内での新増設が制限されたため、
東京都に隣接する埼玉県へ工場等を移転し、立地
したためである。「オフセット印刷物（紙に対するも
の）」の製造品出荷額等は3,199億円（2013年）で
全国２位、「紙以外のものに対する印刷物」は同
1,130億円（同）で全国1位であった。
食料品は大消費地東京に隣接しているため特化
係数が高くなっている。埼玉県は草加せんべいで全
国的に有名である。また、ガリガリ君で有名な事業
所も北部地域に立地している。化学は、臨海工業地
域の重化学と異なり、埼玉県は「医薬品製剤（医薬
部外品製剤を含む）」が同8,767億円（同）で全国
1位など、ファインケミカル中心の化学であることが
特徴である。
 

埼玉県の製造品出荷額等を地域別にみる。なお、
産業別・地域別の計数は2014年工業統計調査では
未発表のため、2013年工業統計調査の計数を使用
した。以下、製造品出荷額等が多い地域から順番に
みてみる。なお、埼玉県が発行した「彩の国工場」を
参考に、各地域に立地する工場の企業名を掲載した。

西部地域（所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市）
地域別の製造品出荷額等の県内第１位は、西部
地域で、製造品出荷額等は16,998億円であった。
産業別に製造品出荷額等をみると、輸送用機械
6,351億円（地域内シェア：38.4％）が高い。以下、
食料品が2,195億円（同12.9％）、電子部品・デバイ
スが1,272億円（同7.5％）と続いている。本田技研
工業㈱や新電元工業㈱、サイボクハムなどが立地し
ているほか、狭山茶の産地でもある。

利根地域（行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田
市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町）
利根地域の製造品出荷額等は15,224億円で県

内第２位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、プラスチック製品が2,522億円（同16.6％）、
食料品が1,933億円（同12.7％）、輸送用機械
1,708億円（同11.2％）となっている。池上金型工
業㈱や中央化学㈱、㈱十勝やフジッコ㈱、㈱ショー
ワなどが立地している。

北部地域【熊谷】（熊谷市、深谷市、寄居町）
北部地域【熊谷】の製造品出荷額等は14,149億

円で県内第３位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、化学が4,348億円（同30.7％）、輸送
用機械1,923億円（同13.6％）、食料品が1,155億
円（同8.2％）となっている。製薬のＭＳＤ㈱、自動車
部品の㈱リード、赤城乳業㈱などが立地している。

さいたま市
さいたま市の製造品出荷額等は7,388億円で12
地域中８位である。製造品出荷額等が多い産業は、
化学が1,883億円（同25.5％）、食料品が1,202億
円（同16.3％）、金属製品が663億円（同9.0％）、飲
料・タバコが621億円（同8.4％）、輸送用機械が
528億円（同7.1％）と続いている。大正製薬㈱、サ
イデン化学㈱などが立地している。

南部地域（川口市、蕨市、戸田市）
南部地域の製造品出荷額等は7,388億円で県

内第９位の規模である。なお、さいたま市との差は
1,600万円であった。製造品出荷額等が多い産業
は印刷が1,865億円（同25.2％）、食料品が817億
円（同11.1％）、金属製品が717億円（同9.7％）と
なっている。戸田市を中心に、印刷関連の事業所が
数多く立地している。

北部地域【本庄】（本庄市、美里町、神川町、上里
町）
北部地域【本庄】の製造品出荷額等は7,230億

円で県内第10位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、輸送用機械1,352億円（同18.7％）、
電子部品・デバイスが462億円（同6.4％）、食料品
が449億円（同6.2％）、情報通信機械が441億円
（同6.1％）となっている。カルソニックカンセイ㈱な
どが立地している。

南西部地域（朝霞市、志木市、和光市、新座市、富
士見市、ふじみ野市、三芳町）
南西部地域の製造品出荷額等は5,483億円で
県内第11位の規模である。製造品出荷額等が多い
産業は印刷が1,419億円（同25.9％）、食料品が
817億円（同14.9％）、プラスチック製品が434億円
（同7.9％）、非鉄製品が423億円（同7.7％）となっ
ている。凸版印刷㈱などが立地している。

秩父地域（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿
野町）
秩父地域の製造品出荷額等は1,964億円で県

内第12位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、窯業・土石が320億円（同16.3％）、情報通信
機械が243億円（同12.4％）、輸送用機械214億円
（同10.9％）、電気機械が188億円（同9.6％）となっ
ている。キヤノン電子㈱、秩父電子㈱、秩父太平洋
セメント㈱などが立地している。

埼玉県には、①高度な技術力を有する多彩な企
業が集積していること、②埼玉大学、早稲田大学な
ど大学・大学院が多数あること、③理化学研究所、
早稲田リサーチパーク、ＳＫＩＰシティなど多数の研究
機関も集積していることなどから、全国でも有数の
工業県となっている。
埼玉県は、首都圏という強大なマーケットの一角

に位置し、充実した交通網により東日本のマーケット
をカバーできる立地環境にあることなどから、工業
の立地ポテンシャルに恵まれており、今後も発展が
大いに期待されている。
埼玉県では、産業の発展を支援するため、企業誘
致に継続的に取り組んでいる。2005年１月から「企
業誘致大作戦」として集中的に取り組みを開始し、
第２ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略」、第３
ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅱ」と進めて
きた。誘致戦略による実績は、2005年１月～2013
年３月に、630件（うち操業済 417件）に達し、その
多くは製造業であった。さらに、埼玉県では、引き続
き「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅲ・立地するなら埼玉
へ」に取り組んでいるほか、大学・研究機関等の先
端的な研究シーズと企業の優れた技術を融合させ、
実用化開発・製品化開発を強力に支援する「先端
産業創造プロジェクト」を推進している。 （山口祐次）

埼玉県の今後の戦略

埼玉県の地域別特徴

2014年の工業統計調査によると、埼玉県の事業
所数は11,614所、３年連続で減少したものの、全国
順位は第４位で前年と変わらず。従業者数は
379,238人、2年連続で増加し、全国第４位。製造
品出荷額等は123,908億円で４年ぶりに増加した
ものの、全国第７位と順位は前年と同じであった。
埼玉県工業を2005年～2014年の10年間でみる

と、事業所数は2005年の15,821所がピークで、そ

東部地域（春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三
郷市、吉川市、松伏町）
東部地域の製造品出荷額等は13,259億円で県

内第4位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は食料品が2,936億円（同22.1％）、パルプ・紙が
1,490億円（同11.2％）、金属製品が1,326億円
（同10.0％）、はん用機械が1,038億円（同7.8％）と
なっている。草加せんべいや段ボール関連の事業
所が立地している。

川越比企地域【川越】（川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、
毛呂山町、越生町）
川越比企地域【川越】の製造品出荷額等は
12,469億円で県内第５位の規模である。製造品出
荷額等が多い産業は、化学が3,414億円（同
27.4％）、業務用機械が2,170億円（同17.4％）、食
料品が1,367億円（同11.0％）となっている。ショー
ボンド化学㈱、㈱ぎょうざの満洲、㈱明治などが立
地している。

県央地域（鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町）
県央地域の製造品出荷額等は8,204億円で県

内第６位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は輸送用機械が2,234億円（同27.2％）、食料品
が968億円（同11.8％）、非鉄金属が539億円（同
6.6％）となっている。富士重工業㈱、関東グリコ㈱
などが立地している。

川越比企地域【東松山】（東松山市、滑川町、嵐山町、小
川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村）
川越比企地域【東松山】の製造品出荷額等は
8,121億円で県内第７位の規模である。製造品出荷
額等が多い産業は、輸送用機械2,396億円（同
29.5％）、食料品が1,111億円（同13.7％）、金属製
品が751億円（同9.2％）となっている。ボッシュ㈱を
はじめ輸送用機械関連の事業所などが立地している。
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アンケート調査

埼玉県内企業経営動向調査

経済産業省から、「工業統計調査」の確報となる
2014年産業編が公表された。本稿では、全国と埼
玉県における工業の動向を、工業統計調査をベー
スに、産業面からみてみた。

2014年の工業統計調査（従業者４人以上、以下
同じ）によると、全国の事業所数は202,410所、従
業者数は7,403,269人、製造品出荷額等は305兆
1,400億円であった。製造品出荷額等は、リーマン
ショックの2008年以来、６年ぶりに300兆円の大台
を超えた。
製造品出荷額等を都道府県別にみると、第１位は
愛知県の43.8兆円で、全国シェア14.4％を占め、２
位以下を大きく引き離している。第２位は神奈川県
の17.7兆円（同5.8％）、第３位は大阪府の16.5兆
円（同5.4％）で、この３都道府県で全国の四分の一
（25.6％）を占めている。
以下、静岡県、兵庫県、千葉県と続き、埼玉県は
12.4兆円（4.1％）で全国第７位であった。第８位は茨
城県、第９位は三重県で、ここまでが製造品出荷額等
が10兆円以上の都道府県である。この９都道府県合
計の全国シェアは51.5％と過半数を占めている。
全国の主要産業の第１位は輸送用機械で、全国

の製造品出荷額等の19.7％を占めている。以下、
化学が同9.2％、食料品が同8.5％であった。
製造品出荷額等の上位10都道府県を産業別の

シェアでみると、輸送用機械は、愛知県が53.6％と
トップで、全国平均を大幅に上回っている。
輸送用機械のシェアが全国平均を上回っている

のが広島県の28.5％、静岡県の26.3％、三重県の
21.5％、神奈川県の20.8％で、下回っているのが埼
玉県の17.8％であった。ただ、この６都道府県とも産

業別シェアが第１位であった。
化学は、千葉県の22.6％、茨城県の13.1％、三
重県の12.9％、埼玉県の12.5％で、以下、兵庫県、
大阪府、神奈川県、静岡県で、８都道府県とも全国
平均を上回っている。化学については、臨海工業地
域にあたる都道府県では重化学工業が中心で、内
陸の埼玉県では製薬などファインケミカルが多いこ
とが特徴である。
食料品は、都市型産業の代表的な一つであり、大
消費地の東京都や大阪府に隣接する埼玉県の
12.9％、兵庫県の10.4％が全国平均を上回ってい
るほか、首都圏に近接し野菜や魚介類が豊富な茨
城県が11.2％と全国平均を上回っている。
 

の後逓減傾向にあり、2014年は３年連続して減少し
11,614所となり、ピークからの減少幅は▲26.6％に
達している。同様に従業者数は、ピークであった
2007年の440,359人から2014年は379,238人へ
▲61,121人となり、減少幅は▲13.9％であった。
製造品出荷額等は、ピークであった2007年の
149,476億円からリーマンショックにより2008年、
2009年と減少した。2010年にはやや持ち直しの気
配があったものの、その後３年連続して減少し2013
年に12兆円を割り込んだ。2014年は前年比＋
5.1％の123,908億円と持ち直したが、ピーク年か
らの減少幅は▲17.1％と、大きく落ち込んでいる。
 

埼玉県の産業別の製造品出荷額等をみると、第
１位は輸送用機械で22,012億円（埼玉県のシェア：
17 .8％）、第２位は食料品で16 ,014億円（同
12.9％）、第３位は化学で15,501億円（同12.5％）
で、この３産業が製造品出荷額等で1兆円を超えて
おり、合計では53,527億円（同43.2％）と、県全体
の４割を超えている。
次に、地域の特性を特化係数でみていく。特化係
数（＝埼玉県内シェア／全国シェア）が１を超えてい
れば、全国よりその産業が特化（集積）していること
を示している。埼玉県内の製造品出荷額等が５千億
円以上の産業で特化係数をみると、第１位は印刷で
3.37と高く、第２位は非鉄金属で1.57、第３位は

食料品で1.52となっている。以下、プラスチック製品
で1.48、化学で1.36、金属製品で1.23と続いている。
埼玉県の印刷の特化係数が高いのは、工場等制
限法などから、都内での新増設が制限されたため、
東京都に隣接する埼玉県へ工場等を移転し、立地
したためである。「オフセット印刷物（紙に対するも
の）」の製造品出荷額等は3,199億円（2013年）で
全国２位、「紙以外のものに対する印刷物」は同
1,130億円（同）で全国1位であった。
食料品は大消費地東京に隣接しているため特化
係数が高くなっている。埼玉県は草加せんべいで全
国的に有名である。また、ガリガリ君で有名な事業
所も北部地域に立地している。化学は、臨海工業地
域の重化学と異なり、埼玉県は「医薬品製剤（医薬
部外品製剤を含む）」が同8,767億円（同）で全国
1位など、ファインケミカル中心の化学であることが
特徴である。
 

埼玉県の製造品出荷額等を地域別にみる。なお、
産業別・地域別の計数は2014年工業統計調査では
未発表のため、2013年工業統計調査の計数を使用
した。以下、製造品出荷額等が多い地域から順番に
みてみる。なお、埼玉県が発行した「彩の国工場」を
参考に、各地域に立地する工場の企業名を掲載した。

西部地域（所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市）
地域別の製造品出荷額等の県内第１位は、西部
地域で、製造品出荷額等は16,998億円であった。
産業別に製造品出荷額等をみると、輸送用機械
6,351億円（地域内シェア：38.4％）が高い。以下、
食料品が2,195億円（同12.9％）、電子部品・デバイ
スが1,272億円（同7.5％）と続いている。本田技研
工業㈱や新電元工業㈱、サイボクハムなどが立地し
ているほか、狭山茶の産地でもある。

利根地域（行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田
市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町）
利根地域の製造品出荷額等は15,224億円で県

内第２位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、プラスチック製品が2,522億円（同16.6％）、
食料品が1,933億円（同12.7％）、輸送用機械
1,708億円（同11.2％）となっている。池上金型工
業㈱や中央化学㈱、㈱十勝やフジッコ㈱、㈱ショー
ワなどが立地している。

北部地域【熊谷】（熊谷市、深谷市、寄居町）
北部地域【熊谷】の製造品出荷額等は14,149億

円で県内第３位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、化学が4,348億円（同30.7％）、輸送
用機械1,923億円（同13.6％）、食料品が1,155億
円（同8.2％）となっている。製薬のＭＳＤ㈱、自動車
部品の㈱リード、赤城乳業㈱などが立地している。

さいたま市
さいたま市の製造品出荷額等は7,388億円で12
地域中８位である。製造品出荷額等が多い産業は、
化学が1,883億円（同25.5％）、食料品が1,202億
円（同16.3％）、金属製品が663億円（同9.0％）、飲
料・タバコが621億円（同8.4％）、輸送用機械が
528億円（同7.1％）と続いている。大正製薬㈱、サ
イデン化学㈱などが立地している。

南部地域（川口市、蕨市、戸田市）
南部地域の製造品出荷額等は7,388億円で県

内第９位の規模である。なお、さいたま市との差は
1,600万円であった。製造品出荷額等が多い産業
は印刷が1,865億円（同25.2％）、食料品が817億
円（同11.1％）、金属製品が717億円（同9.7％）と
なっている。戸田市を中心に、印刷関連の事業所が
数多く立地している。

北部地域【本庄】（本庄市、美里町、神川町、上里
町）
北部地域【本庄】の製造品出荷額等は7,230億

円で県内第10位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、輸送用機械1,352億円（同18.7％）、
電子部品・デバイスが462億円（同6.4％）、食料品
が449億円（同6.2％）、情報通信機械が441億円
（同6.1％）となっている。カルソニックカンセイ㈱な
どが立地している。

南西部地域（朝霞市、志木市、和光市、新座市、富
士見市、ふじみ野市、三芳町）
南西部地域の製造品出荷額等は5,483億円で
県内第11位の規模である。製造品出荷額等が多い
産業は印刷が1,419億円（同25.9％）、食料品が
817億円（同14.9％）、プラスチック製品が434億円
（同7.9％）、非鉄製品が423億円（同7.7％）となっ
ている。凸版印刷㈱などが立地している。

秩父地域（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿
野町）
秩父地域の製造品出荷額等は1,964億円で県

内第12位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、窯業・土石が320億円（同16.3％）、情報通信
機械が243億円（同12.4％）、輸送用機械214億円
（同10.9％）、電気機械が188億円（同9.6％）となっ
ている。キヤノン電子㈱、秩父電子㈱、秩父太平洋
セメント㈱などが立地している。

埼玉県には、①高度な技術力を有する多彩な企
業が集積していること、②埼玉大学、早稲田大学な
ど大学・大学院が多数あること、③理化学研究所、
早稲田リサーチパーク、ＳＫＩＰシティなど多数の研究
機関も集積していることなどから、全国でも有数の
工業県となっている。
埼玉県は、首都圏という強大なマーケットの一角

に位置し、充実した交通網により東日本のマーケット
をカバーできる立地環境にあることなどから、工業
の立地ポテンシャルに恵まれており、今後も発展が
大いに期待されている。
埼玉県では、産業の発展を支援するため、企業誘
致に継続的に取り組んでいる。2005年１月から「企
業誘致大作戦」として集中的に取り組みを開始し、
第２ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略」、第３
ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅱ」と進めて
きた。誘致戦略による実績は、2005年１月～2013
年３月に、630件（うち操業済 417件）に達し、その
多くは製造業であった。さらに、埼玉県では、引き続
き「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅲ・立地するなら埼玉
へ」に取り組んでいるほか、大学・研究機関等の先
端的な研究シーズと企業の優れた技術を融合させ、
実用化開発・製品化開発を強力に支援する「先端
産業創造プロジェクト」を推進している。 （山口祐次）

2014年の工業統計調査によると、埼玉県の事業
所数は11,614所、３年連続で減少したものの、全国
順位は第４位で前年と変わらず。従業者数は
379,238人、2年連続で増加し、全国第４位。製造
品出荷額等は123,908億円で４年ぶりに増加した
ものの、全国第７位と順位は前年と同じであった。
埼玉県工業を2005年～2014年の10年間でみる

と、事業所数は2005年の15,821所がピークで、そ

景況感、売上・利益ともに持ち直し

国内景気 業界景気 自社業況 売上高
（現状）
最近（2016年1月中旬）の国内景気に対する見方は、

「上昇」9％、「下降」13％で、ＢＳＩ（「上昇」－「下降」の
企業割合）は▲4となり、前回調査（2015年10月）の▲
12から8ポイントの改善となった。
国内景気に対する見方は、新興国経済の減速から、
生産などで弱い動きがみられたことなどから、前回調査
で大幅に悪化した。今回調査では、一部に弱い動きは
あるものの持ち直しているとの見方から改善した。ただ、
ＢＳＩは2期連続でマイナスである。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ▲2で前回調査の▲
17から15ポイントの改善、非製造業は▲5で前回調査
の▲9から4ポイントの改善となった。
（先行き）
先行き（約6カ月後）については「上昇」11％、「下
降」21％で、ＢＳＩは▲10と現状から6ポイントの悪化と
なった。国内景気は不透明感が強く、先行き慎重な見
方をするところが多くなっている。
業種別では、製造業はＢＳＩ▲8で現状から6ポイント

の悪化、非製造業は▲11で6ポイントの悪化となった。

（現状）
最近の自社業界の景気に対する見方は、「上昇」
6％、「下降」24％で、ＢＳＩは▲18となり前回調査の▲
22から4ポイントの改善となった。
業界景気の見方は国内景気と同様に前回調査で悪
化したが、今回調査では改善となった。また、業界景気
の見方は国内景気の見方に比べ慎重で、ＢＳＩのマイナ
ス幅は国内景気に比べ大きくなっている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ▲21で前回調査の
▲34から13ポイントの改善、非製造業は▲15で前回
調査の▲16から1ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては「上昇」6％､「下降」29％で、ＢＳＩ

は▲23と現状から5ポイントの悪化となった。国内景気
同様、業界景気の先行きについても慎重な見方をする
ところが多い。
業種別では、製造業はＢＳＩ▲19で現状から2ポイント

の改善、非製造業は▲25で10ポイントの悪化となった。

（現状）
最近の自社の業況に対する見方は、「良い」とする
企業23％、「悪い」とする企業13％で、ＢＳＩは＋10とな
り前回調査の▲1から11ポイントの改善となった。
自社業況に対する見方は、2014年10月調査以降一
進一退の動きが続いていたが、前回調査で大きく悪化
しマイナスとなった。今回調査では、景況感の改善や売
上、利益が持ち直していることなどから、2期ぶりに改善
しプラスとなった。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ▲4で前回調査の▲
15から11ポイントの改善、非製造業は＋19で前回調
査の＋8から11ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては「良い」とする企業17％に対し、

「悪い」とする企業は13％、ＢＳＩは＋4と現状から6ポイ
ントの悪化となった。自社の業況について先行き慎重な
見方をするところが増えている。
業種別では､製造業はＢＳＩが▲5で現状から1ポイン

トの悪化、非製造業は＋10で9ポイントの悪化となって
いる。

（現状）
2015年10～12月期の売上高は、季調済ＢＳＩ（「増
加」－「減少」の企業割合、季節調整済）が0となり、前
回調査対象期間（2015年7～9月期）の▲8から8ポイ
ントの改善となった。
売上高のＢＳＩは、消費増税後の2014年4～6月期以
降一進一退の動きが続いていたが、消費改善の遅れ
に加え、生産に弱い動きがみられたことなどから前回調
査でマイナス幅が拡大した。今回調査では3期ぶりに
改善し、持ち直しの動きがみられる。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ▲10で前回調査の
▲15から5ポイントの改善、非製造業は＋5で前回調査
の▲4から9ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては、2016年1～3月期のＢＳＩが＋6、4

～6月期は＋5となり、先行きについても改善の見通しな
がら、やや慎重さもみられる。
業種別では、製造業が10～12月期、2016年1～3月
期、4～6月期に▲10→＋5→＋9、非製造業では＋5→
＋7→＋3となっている。

●国内景気 ●業界景気 ●自社業況 ●売上高
実績ＢＳＩ（上昇ー下降） 見通し
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東部地域（春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三
郷市、吉川市、松伏町）
東部地域の製造品出荷額等は13,259億円で県

内第4位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は食料品が2,936億円（同22.1％）、パルプ・紙が
1,490億円（同11.2％）、金属製品が1,326億円
（同10.0％）、はん用機械が1,038億円（同7.8％）と
なっている。草加せんべいや段ボール関連の事業
所が立地している。

川越比企地域【川越】（川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、
毛呂山町、越生町）
川越比企地域【川越】の製造品出荷額等は
12,469億円で県内第５位の規模である。製造品出
荷額等が多い産業は、化学が3,414億円（同
27.4％）、業務用機械が2,170億円（同17.4％）、食
料品が1,367億円（同11.0％）となっている。ショー
ボンド化学㈱、㈱ぎょうざの満洲、㈱明治などが立
地している。

県央地域（鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町）
県央地域の製造品出荷額等は8,204億円で県

内第６位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は輸送用機械が2,234億円（同27.2％）、食料品
が968億円（同11.8％）、非鉄金属が539億円（同
6.6％）となっている。富士重工業㈱、関東グリコ㈱
などが立地している。

川越比企地域【東松山】（東松山市、滑川町、嵐山町、小
川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村）
川越比企地域【東松山】の製造品出荷額等は
8,121億円で県内第７位の規模である。製造品出荷
額等が多い産業は、輸送用機械2,396億円（同
29.5％）、食料品が1,111億円（同13.7％）、金属製
品が751億円（同9.2％）となっている。ボッシュ㈱を
はじめ輸送用機械関連の事業所などが立地している。
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アンケート調査

埼玉県内企業経営動向調査

経済産業省から、「工業統計調査」の確報となる
2014年産業編が公表された。本稿では、全国と埼
玉県における工業の動向を、工業統計調査をベー
スに、産業面からみてみた。

2014年の工業統計調査（従業者４人以上、以下
同じ）によると、全国の事業所数は202,410所、従
業者数は7,403,269人、製造品出荷額等は305兆
1,400億円であった。製造品出荷額等は、リーマン
ショックの2008年以来、６年ぶりに300兆円の大台
を超えた。
製造品出荷額等を都道府県別にみると、第１位は
愛知県の43.8兆円で、全国シェア14.4％を占め、２
位以下を大きく引き離している。第２位は神奈川県
の17.7兆円（同5.8％）、第３位は大阪府の16.5兆
円（同5.4％）で、この３都道府県で全国の四分の一
（25.6％）を占めている。
以下、静岡県、兵庫県、千葉県と続き、埼玉県は
12.4兆円（4.1％）で全国第７位であった。第８位は茨
城県、第９位は三重県で、ここまでが製造品出荷額等
が10兆円以上の都道府県である。この９都道府県合
計の全国シェアは51.5％と過半数を占めている。
全国の主要産業の第１位は輸送用機械で、全国

の製造品出荷額等の19.7％を占めている。以下、
化学が同9.2％、食料品が同8.5％であった。
製造品出荷額等の上位10都道府県を産業別の

シェアでみると、輸送用機械は、愛知県が53.6％と
トップで、全国平均を大幅に上回っている。
輸送用機械のシェアが全国平均を上回っている

のが広島県の28.5％、静岡県の26.3％、三重県の
21.5％、神奈川県の20.8％で、下回っているのが埼
玉県の17.8％であった。ただ、この６都道府県とも産

業別シェアが第１位であった。
化学は、千葉県の22.6％、茨城県の13.1％、三
重県の12.9％、埼玉県の12.5％で、以下、兵庫県、
大阪府、神奈川県、静岡県で、８都道府県とも全国
平均を上回っている。化学については、臨海工業地
域にあたる都道府県では重化学工業が中心で、内
陸の埼玉県では製薬などファインケミカルが多いこ
とが特徴である。
食料品は、都市型産業の代表的な一つであり、大
消費地の東京都や大阪府に隣接する埼玉県の
12.9％、兵庫県の10.4％が全国平均を上回ってい
るほか、首都圏に近接し野菜や魚介類が豊富な茨
城県が11.2％と全国平均を上回っている。
 

の後逓減傾向にあり、2014年は３年連続して減少し
11,614所となり、ピークからの減少幅は▲26.6％に
達している。同様に従業者数は、ピークであった
2007年の440,359人から2014年は379,238人へ
▲61,121人となり、減少幅は▲13.9％であった。
製造品出荷額等は、ピークであった2007年の
149,476億円からリーマンショックにより2008年、
2009年と減少した。2010年にはやや持ち直しの気
配があったものの、その後３年連続して減少し2013
年に12兆円を割り込んだ。2014年は前年比＋
5.1％の123,908億円と持ち直したが、ピーク年か
らの減少幅は▲17.1％と、大きく落ち込んでいる。
 

埼玉県の産業別の製造品出荷額等をみると、第
１位は輸送用機械で22,012億円（埼玉県のシェア：
17 .8％）、第２位は食料品で16 ,014億円（同
12.9％）、第３位は化学で15,501億円（同12.5％）
で、この３産業が製造品出荷額等で1兆円を超えて
おり、合計では53,527億円（同43.2％）と、県全体
の４割を超えている。
次に、地域の特性を特化係数でみていく。特化係
数（＝埼玉県内シェア／全国シェア）が１を超えてい
れば、全国よりその産業が特化（集積）していること
を示している。埼玉県内の製造品出荷額等が５千億
円以上の産業で特化係数をみると、第１位は印刷で
3.37と高く、第２位は非鉄金属で1.57、第３位は

食料品で1.52となっている。以下、プラスチック製品
で1.48、化学で1.36、金属製品で1.23と続いている。
埼玉県の印刷の特化係数が高いのは、工場等制
限法などから、都内での新増設が制限されたため、
東京都に隣接する埼玉県へ工場等を移転し、立地
したためである。「オフセット印刷物（紙に対するも
の）」の製造品出荷額等は3,199億円（2013年）で
全国２位、「紙以外のものに対する印刷物」は同
1,130億円（同）で全国1位であった。
食料品は大消費地東京に隣接しているため特化
係数が高くなっている。埼玉県は草加せんべいで全
国的に有名である。また、ガリガリ君で有名な事業
所も北部地域に立地している。化学は、臨海工業地
域の重化学と異なり、埼玉県は「医薬品製剤（医薬
部外品製剤を含む）」が同8,767億円（同）で全国
1位など、ファインケミカル中心の化学であることが
特徴である。
 

埼玉県の製造品出荷額等を地域別にみる。なお、
産業別・地域別の計数は2014年工業統計調査では
未発表のため、2013年工業統計調査の計数を使用
した。以下、製造品出荷額等が多い地域から順番に
みてみる。なお、埼玉県が発行した「彩の国工場」を
参考に、各地域に立地する工場の企業名を掲載した。

西部地域（所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市）
地域別の製造品出荷額等の県内第１位は、西部
地域で、製造品出荷額等は16,998億円であった。
産業別に製造品出荷額等をみると、輸送用機械
6,351億円（地域内シェア：38.4％）が高い。以下、
食料品が2,195億円（同12.9％）、電子部品・デバイ
スが1,272億円（同7.5％）と続いている。本田技研
工業㈱や新電元工業㈱、サイボクハムなどが立地し
ているほか、狭山茶の産地でもある。

利根地域（行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田
市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町）
利根地域の製造品出荷額等は15,224億円で県

内第２位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、プラスチック製品が2,522億円（同16.6％）、
食料品が1,933億円（同12.7％）、輸送用機械
1,708億円（同11.2％）となっている。池上金型工
業㈱や中央化学㈱、㈱十勝やフジッコ㈱、㈱ショー
ワなどが立地している。

北部地域【熊谷】（熊谷市、深谷市、寄居町）
北部地域【熊谷】の製造品出荷額等は14,149億

円で県内第３位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、化学が4,348億円（同30.7％）、輸送
用機械1,923億円（同13.6％）、食料品が1,155億
円（同8.2％）となっている。製薬のＭＳＤ㈱、自動車
部品の㈱リード、赤城乳業㈱などが立地している。

さいたま市
さいたま市の製造品出荷額等は7,388億円で12
地域中８位である。製造品出荷額等が多い産業は、
化学が1,883億円（同25.5％）、食料品が1,202億
円（同16.3％）、金属製品が663億円（同9.0％）、飲
料・タバコが621億円（同8.4％）、輸送用機械が
528億円（同7.1％）と続いている。大正製薬㈱、サ
イデン化学㈱などが立地している。

南部地域（川口市、蕨市、戸田市）
南部地域の製造品出荷額等は7,388億円で県

内第９位の規模である。なお、さいたま市との差は
1,600万円であった。製造品出荷額等が多い産業
は印刷が1,865億円（同25.2％）、食料品が817億
円（同11.1％）、金属製品が717億円（同9.7％）と
なっている。戸田市を中心に、印刷関連の事業所が
数多く立地している。

北部地域【本庄】（本庄市、美里町、神川町、上里
町）
北部地域【本庄】の製造品出荷額等は7,230億

円で県内第10位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、輸送用機械1,352億円（同18.7％）、
電子部品・デバイスが462億円（同6.4％）、食料品
が449億円（同6.2％）、情報通信機械が441億円
（同6.1％）となっている。カルソニックカンセイ㈱な
どが立地している。

南西部地域（朝霞市、志木市、和光市、新座市、富
士見市、ふじみ野市、三芳町）
南西部地域の製造品出荷額等は5,483億円で
県内第11位の規模である。製造品出荷額等が多い
産業は印刷が1,419億円（同25.9％）、食料品が
817億円（同14.9％）、プラスチック製品が434億円
（同7.9％）、非鉄製品が423億円（同7.7％）となっ
ている。凸版印刷㈱などが立地している。

秩父地域（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿
野町）
秩父地域の製造品出荷額等は1,964億円で県

内第12位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、窯業・土石が320億円（同16.3％）、情報通信
機械が243億円（同12.4％）、輸送用機械214億円
（同10.9％）、電気機械が188億円（同9.6％）となっ
ている。キヤノン電子㈱、秩父電子㈱、秩父太平洋
セメント㈱などが立地している。

埼玉県には、①高度な技術力を有する多彩な企
業が集積していること、②埼玉大学、早稲田大学な
ど大学・大学院が多数あること、③理化学研究所、
早稲田リサーチパーク、ＳＫＩＰシティなど多数の研究
機関も集積していることなどから、全国でも有数の
工業県となっている。
埼玉県は、首都圏という強大なマーケットの一角

に位置し、充実した交通網により東日本のマーケット
をカバーできる立地環境にあることなどから、工業
の立地ポテンシャルに恵まれており、今後も発展が
大いに期待されている。
埼玉県では、産業の発展を支援するため、企業誘
致に継続的に取り組んでいる。2005年１月から「企
業誘致大作戦」として集中的に取り組みを開始し、
第２ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略」、第３
ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅱ」と進めて
きた。誘致戦略による実績は、2005年１月～2013
年３月に、630件（うち操業済 417件）に達し、その
多くは製造業であった。さらに、埼玉県では、引き続
き「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅲ・立地するなら埼玉
へ」に取り組んでいるほか、大学・研究機関等の先
端的な研究シーズと企業の優れた技術を融合させ、
実用化開発・製品化開発を強力に支援する「先端
産業創造プロジェクト」を推進している。 （山口祐次）

2014年の工業統計調査によると、埼玉県の事業
所数は11,614所、３年連続で減少したものの、全国
順位は第４位で前年と変わらず。従業者数は
379,238人、2年連続で増加し、全国第４位。製造
品出荷額等は123,908億円で４年ぶりに増加した
ものの、全国第７位と順位は前年と同じであった。
埼玉県工業を2005年～2014年の10年間でみる

と、事業所数は2005年の15,821所がピークで、そ

景況感、売上・利益ともに持ち直し

国内景気 業界景気 自社業況 売上高
（現状）
最近（2016年1月中旬）の国内景気に対する見方は、

「上昇」9％、「下降」13％で、ＢＳＩ（「上昇」－「下降」の
企業割合）は▲4となり、前回調査（2015年10月）の▲
12から8ポイントの改善となった。
国内景気に対する見方は、新興国経済の減速から、
生産などで弱い動きがみられたことなどから、前回調査
で大幅に悪化した。今回調査では、一部に弱い動きは
あるものの持ち直しているとの見方から改善した。ただ、
ＢＳＩは2期連続でマイナスである。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ▲2で前回調査の▲
17から15ポイントの改善、非製造業は▲5で前回調査
の▲9から4ポイントの改善となった。
（先行き）
先行き（約6カ月後）については「上昇」11％、「下
降」21％で、ＢＳＩは▲10と現状から6ポイントの悪化と
なった。国内景気は不透明感が強く、先行き慎重な見
方をするところが多くなっている。
業種別では、製造業はＢＳＩ▲8で現状から6ポイント

の悪化、非製造業は▲11で6ポイントの悪化となった。

（現状）
最近の自社業界の景気に対する見方は、「上昇」
6％、「下降」24％で、ＢＳＩは▲18となり前回調査の▲
22から4ポイントの改善となった。
業界景気の見方は国内景気と同様に前回調査で悪
化したが、今回調査では改善となった。また、業界景気
の見方は国内景気の見方に比べ慎重で、ＢＳＩのマイナ
ス幅は国内景気に比べ大きくなっている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ▲21で前回調査の
▲34から13ポイントの改善、非製造業は▲15で前回
調査の▲16から1ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては「上昇」6％､「下降」29％で、ＢＳＩ

は▲23と現状から5ポイントの悪化となった。国内景気
同様、業界景気の先行きについても慎重な見方をする
ところが多い。
業種別では、製造業はＢＳＩ▲19で現状から2ポイント

の改善、非製造業は▲25で10ポイントの悪化となった。

（現状）
最近の自社の業況に対する見方は、「良い」とする
企業23％、「悪い」とする企業13％で、ＢＳＩは＋10とな
り前回調査の▲1から11ポイントの改善となった。
自社業況に対する見方は、2014年10月調査以降一
進一退の動きが続いていたが、前回調査で大きく悪化
しマイナスとなった。今回調査では、景況感の改善や売
上、利益が持ち直していることなどから、2期ぶりに改善
しプラスとなった。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ▲4で前回調査の▲
15から11ポイントの改善、非製造業は＋19で前回調
査の＋8から11ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては「良い」とする企業17％に対し、

「悪い」とする企業は13％、ＢＳＩは＋4と現状から6ポイ
ントの悪化となった。自社の業況について先行き慎重な
見方をするところが増えている。
業種別では､製造業はＢＳＩが▲5で現状から1ポイン

トの悪化、非製造業は＋10で9ポイントの悪化となって
いる。

（現状）
2015年10～12月期の売上高は、季調済ＢＳＩ（「増
加」－「減少」の企業割合、季節調整済）が0となり、前
回調査対象期間（2015年7～9月期）の▲8から8ポイ
ントの改善となった。
売上高のＢＳＩは、消費増税後の2014年4～6月期以
降一進一退の動きが続いていたが、消費改善の遅れ
に加え、生産に弱い動きがみられたことなどから前回調
査でマイナス幅が拡大した。今回調査では3期ぶりに
改善し、持ち直しの動きがみられる。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ▲10で前回調査の
▲15から5ポイントの改善、非製造業は＋5で前回調査
の▲4から9ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては、2016年1～3月期のＢＳＩが＋6、4

～6月期は＋5となり、先行きについても改善の見通しな
がら、やや慎重さもみられる。
業種別では、製造業が10～12月期、2016年1～3月
期、4～6月期に▲10→＋5→＋9、非製造業では＋5→
＋7→＋3となっている。

●国内景気 ●業界景気 ●自社業況 ●売上高
実績ＢＳＩ（上昇ー下降） 見通し

構成比（％） 構成比（％）
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2014年
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2015年 2016年（約６カ月後）
1月 先行き4月 7月 10月 10月 10月 1月

2013年
4月 4月1月

2014年
7月 7月1月
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東部地域（春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三
郷市、吉川市、松伏町）
東部地域の製造品出荷額等は13,259億円で県

内第4位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は食料品が2,936億円（同22.1％）、パルプ・紙が
1,490億円（同11.2％）、金属製品が1,326億円
（同10.0％）、はん用機械が1,038億円（同7.8％）と
なっている。草加せんべいや段ボール関連の事業
所が立地している。

川越比企地域【川越】（川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、
毛呂山町、越生町）
川越比企地域【川越】の製造品出荷額等は
12,469億円で県内第５位の規模である。製造品出
荷額等が多い産業は、化学が3,414億円（同
27.4％）、業務用機械が2,170億円（同17.4％）、食
料品が1,367億円（同11.0％）となっている。ショー
ボンド化学㈱、㈱ぎょうざの満洲、㈱明治などが立
地している。

県央地域（鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町）
県央地域の製造品出荷額等は8,204億円で県

内第６位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は輸送用機械が2,234億円（同27.2％）、食料品
が968億円（同11.8％）、非鉄金属が539億円（同
6.6％）となっている。富士重工業㈱、関東グリコ㈱
などが立地している。

川越比企地域【東松山】（東松山市、滑川町、嵐山町、小
川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村）
川越比企地域【東松山】の製造品出荷額等は
8,121億円で県内第７位の規模である。製造品出荷
額等が多い産業は、輸送用機械2,396億円（同
29.5％）、食料品が1,111億円（同13.7％）、金属製
品が751億円（同9.2％）となっている。ボッシュ㈱を
はじめ輸送用機械関連の事業所などが立地している。
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アンケート調査 埼玉県内企業経営動向調査

経済産業省から、「工業統計調査」の確報となる
2014年産業編が公表された。本稿では、全国と埼
玉県における工業の動向を、工業統計調査をベー
スに、産業面からみてみた。

2014年の工業統計調査（従業者４人以上、以下
同じ）によると、全国の事業所数は202,410所、従
業者数は7,403,269人、製造品出荷額等は305兆
1,400億円であった。製造品出荷額等は、リーマン
ショックの2008年以来、６年ぶりに300兆円の大台
を超えた。
製造品出荷額等を都道府県別にみると、第１位は
愛知県の43.8兆円で、全国シェア14.4％を占め、２
位以下を大きく引き離している。第２位は神奈川県
の17.7兆円（同5.8％）、第３位は大阪府の16.5兆
円（同5.4％）で、この３都道府県で全国の四分の一
（25.6％）を占めている。
以下、静岡県、兵庫県、千葉県と続き、埼玉県は
12.4兆円（4.1％）で全国第７位であった。第８位は茨
城県、第９位は三重県で、ここまでが製造品出荷額等
が10兆円以上の都道府県である。この９都道府県合
計の全国シェアは51.5％と過半数を占めている。
全国の主要産業の第１位は輸送用機械で、全国

の製造品出荷額等の19.7％を占めている。以下、
化学が同9.2％、食料品が同8.5％であった。
製造品出荷額等の上位10都道府県を産業別の

シェアでみると、輸送用機械は、愛知県が53.6％と
トップで、全国平均を大幅に上回っている。
輸送用機械のシェアが全国平均を上回っている

のが広島県の28.5％、静岡県の26.3％、三重県の
21.5％、神奈川県の20.8％で、下回っているのが埼
玉県の17.8％であった。ただ、この６都道府県とも産

業別シェアが第１位であった。
化学は、千葉県の22.6％、茨城県の13.1％、三
重県の12.9％、埼玉県の12.5％で、以下、兵庫県、
大阪府、神奈川県、静岡県で、８都道府県とも全国
平均を上回っている。化学については、臨海工業地
域にあたる都道府県では重化学工業が中心で、内
陸の埼玉県では製薬などファインケミカルが多いこ
とが特徴である。
食料品は、都市型産業の代表的な一つであり、大
消費地の東京都や大阪府に隣接する埼玉県の
12.9％、兵庫県の10.4％が全国平均を上回ってい
るほか、首都圏に近接し野菜や魚介類が豊富な茨
城県が11.2％と全国平均を上回っている。
 

の後逓減傾向にあり、2014年は３年連続して減少し
11,614所となり、ピークからの減少幅は▲26.6％に
達している。同様に従業者数は、ピークであった
2007年の440,359人から2014年は379,238人へ
▲61,121人となり、減少幅は▲13.9％であった。
製造品出荷額等は、ピークであった2007年の
149,476億円からリーマンショックにより2008年、
2009年と減少した。2010年にはやや持ち直しの気
配があったものの、その後３年連続して減少し2013
年に12兆円を割り込んだ。2014年は前年比＋
5.1％の123,908億円と持ち直したが、ピーク年か
らの減少幅は▲17.1％と、大きく落ち込んでいる。
 

埼玉県の産業別の製造品出荷額等をみると、第
１位は輸送用機械で22,012億円（埼玉県のシェア：
17 .8％）、第２位は食料品で16 ,014億円（同
12.9％）、第３位は化学で15,501億円（同12.5％）
で、この３産業が製造品出荷額等で1兆円を超えて
おり、合計では53,527億円（同43.2％）と、県全体
の４割を超えている。
次に、地域の特性を特化係数でみていく。特化係
数（＝埼玉県内シェア／全国シェア）が１を超えてい
れば、全国よりその産業が特化（集積）していること
を示している。埼玉県内の製造品出荷額等が５千億
円以上の産業で特化係数をみると、第１位は印刷で
3.37と高く、第２位は非鉄金属で1.57、第３位は

食料品で1.52となっている。以下、プラスチック製品
で1.48、化学で1.36、金属製品で1.23と続いている。
埼玉県の印刷の特化係数が高いのは、工場等制
限法などから、都内での新増設が制限されたため、
東京都に隣接する埼玉県へ工場等を移転し、立地
したためである。「オフセット印刷物（紙に対するも
の）」の製造品出荷額等は3,199億円（2013年）で
全国２位、「紙以外のものに対する印刷物」は同
1,130億円（同）で全国1位であった。
食料品は大消費地東京に隣接しているため特化
係数が高くなっている。埼玉県は草加せんべいで全
国的に有名である。また、ガリガリ君で有名な事業
所も北部地域に立地している。化学は、臨海工業地
域の重化学と異なり、埼玉県は「医薬品製剤（医薬
部外品製剤を含む）」が同8,767億円（同）で全国
1位など、ファインケミカル中心の化学であることが
特徴である。
 

埼玉県の製造品出荷額等を地域別にみる。なお、
産業別・地域別の計数は2014年工業統計調査では
未発表のため、2013年工業統計調査の計数を使用
した。以下、製造品出荷額等が多い地域から順番に
みてみる。なお、埼玉県が発行した「彩の国工場」を
参考に、各地域に立地する工場の企業名を掲載した。

西部地域（所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市）
地域別の製造品出荷額等の県内第１位は、西部
地域で、製造品出荷額等は16,998億円であった。
産業別に製造品出荷額等をみると、輸送用機械
6,351億円（地域内シェア：38.4％）が高い。以下、
食料品が2,195億円（同12.9％）、電子部品・デバイ
スが1,272億円（同7.5％）と続いている。本田技研
工業㈱や新電元工業㈱、サイボクハムなどが立地し
ているほか、狭山茶の産地でもある。

利根地域（行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田
市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町）
利根地域の製造品出荷額等は15,224億円で県

内第２位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、プラスチック製品が2,522億円（同16.6％）、
食料品が1,933億円（同12.7％）、輸送用機械
1,708億円（同11.2％）となっている。池上金型工
業㈱や中央化学㈱、㈱十勝やフジッコ㈱、㈱ショー
ワなどが立地している。

北部地域【熊谷】（熊谷市、深谷市、寄居町）
北部地域【熊谷】の製造品出荷額等は14,149億

円で県内第３位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、化学が4,348億円（同30.7％）、輸送
用機械1,923億円（同13.6％）、食料品が1,155億
円（同8.2％）となっている。製薬のＭＳＤ㈱、自動車
部品の㈱リード、赤城乳業㈱などが立地している。

さいたま市
さいたま市の製造品出荷額等は7,388億円で12
地域中８位である。製造品出荷額等が多い産業は、
化学が1,883億円（同25.5％）、食料品が1,202億
円（同16.3％）、金属製品が663億円（同9.0％）、飲
料・タバコが621億円（同8.4％）、輸送用機械が
528億円（同7.1％）と続いている。大正製薬㈱、サ
イデン化学㈱などが立地している。

南部地域（川口市、蕨市、戸田市）
南部地域の製造品出荷額等は7,388億円で県

内第９位の規模である。なお、さいたま市との差は
1,600万円であった。製造品出荷額等が多い産業
は印刷が1,865億円（同25.2％）、食料品が817億
円（同11.1％）、金属製品が717億円（同9.7％）と
なっている。戸田市を中心に、印刷関連の事業所が
数多く立地している。

北部地域【本庄】（本庄市、美里町、神川町、上里
町）
北部地域【本庄】の製造品出荷額等は7,230億

円で県内第10位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、輸送用機械1,352億円（同18.7％）、
電子部品・デバイスが462億円（同6.4％）、食料品
が449億円（同6.2％）、情報通信機械が441億円
（同6.1％）となっている。カルソニックカンセイ㈱な
どが立地している。

南西部地域（朝霞市、志木市、和光市、新座市、富
士見市、ふじみ野市、三芳町）
南西部地域の製造品出荷額等は5,483億円で
県内第11位の規模である。製造品出荷額等が多い
産業は印刷が1,419億円（同25.9％）、食料品が
817億円（同14.9％）、プラスチック製品が434億円
（同7.9％）、非鉄製品が423億円（同7.7％）となっ
ている。凸版印刷㈱などが立地している。

秩父地域（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿
野町）
秩父地域の製造品出荷額等は1,964億円で県

内第12位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、窯業・土石が320億円（同16.3％）、情報通信
機械が243億円（同12.4％）、輸送用機械214億円
（同10.9％）、電気機械が188億円（同9.6％）となっ
ている。キヤノン電子㈱、秩父電子㈱、秩父太平洋
セメント㈱などが立地している。

埼玉県には、①高度な技術力を有する多彩な企
業が集積していること、②埼玉大学、早稲田大学な
ど大学・大学院が多数あること、③理化学研究所、
早稲田リサーチパーク、ＳＫＩＰシティなど多数の研究
機関も集積していることなどから、全国でも有数の
工業県となっている。
埼玉県は、首都圏という強大なマーケットの一角

に位置し、充実した交通網により東日本のマーケット
をカバーできる立地環境にあることなどから、工業
の立地ポテンシャルに恵まれており、今後も発展が
大いに期待されている。
埼玉県では、産業の発展を支援するため、企業誘
致に継続的に取り組んでいる。2005年１月から「企
業誘致大作戦」として集中的に取り組みを開始し、
第２ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略」、第３
ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅱ」と進めて
きた。誘致戦略による実績は、2005年１月～2013
年３月に、630件（うち操業済 417件）に達し、その
多くは製造業であった。さらに、埼玉県では、引き続
き「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅲ・立地するなら埼玉
へ」に取り組んでいるほか、大学・研究機関等の先
端的な研究シーズと企業の優れた技術を融合させ、
実用化開発・製品化開発を強力に支援する「先端
産業創造プロジェクト」を推進している。 （山口祐次）

2014年の工業統計調査によると、埼玉県の事業
所数は11,614所、３年連続で減少したものの、全国
順位は第４位で前年と変わらず。従業者数は
379,238人、2年連続で増加し、全国第４位。製造
品出荷額等は123,908億円で４年ぶりに増加した
ものの、全国第７位と順位は前年と同じであった。
埼玉県工業を2005年～2014年の10年間でみる

と、事業所数は2005年の15,821所がピークで、そ
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（現状）
2015年10～12月期の経常利益は、季調済ＢＳＩが＋
1となり、前回調査対象期間（2015年7～9月期）の▲
2から3ポイントの改善となった。経常利益のＢＳＩは、消
費増税後の2014年4～6月期以降やや低調な動きと
なっていたが、今回調査では7期ぶりにプラスとなった。
増加の要因（複数回答）としては、「売上・受注の好
転」をあげるところが76％で最も多い。次いで「諸経費
の圧縮」が26％となっており、原油価格などの低下が
利益を下支えしていることもうかがえる。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ▲7で前回調査の▲
8から1ポイントの改善、非製造業は＋5で前回調査の
＋1から4ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては、2016年1～3月期はＢＳＩが＋5、
4～6月期は＋3となり、売上高同様先行きは改善を見
込んでいるが、やや慎重さもみられる。
業種別では、製造業が10～12月期、2016年1～3月
期、4～6月期に▲7→＋3→＋4、非製造業では＋5→＋
3→＋3となっている。

（現状）
2015年10～12月期の設備投資は、季調済ＢＳＩが

＋9となり、前回調査対象期間（2015年7～9月期）の
＋4から5ポイントの改善となった。設備投資について
は、2014年4～6月期以降、若干の振れはあるものの、
ほぼ横ばいの動きが続いていたが、今回調査では2期
連続の改善となった。
設備投資の内容については、「更新投資」が59％、

「能力増強投資」21％､「合理化投資」10％､「研究開
発投資」4％となっており、「更新投資」中心の状況が
続いている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋14で前回調査の
▲4から18ポイントの改善、非製造業は＋9で前回調
査の＋7から2ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては、2016年1～3月期のＢＳＩが＋3、
4～6月期は0となった。ＢＳＩは先行き2期連続で悪化し
ており、慎重な姿勢もみられる。
業種別では、製造業が10～12月期、2016年1～3月
期、4～6月期に＋14→＋1→▲11、非製造業では＋9
→＋5→＋8となっている。

（現状）
最近（ここ6カ月間）の雇用状況をみると、雇用人員

が「増加」とした企業は21％、「減少」とした企業は
16％で、ＢＳＩは＋5と前回調査の＋4から1ポイントの改
善となった。雇用のＢＳＩは新卒採用のある4月調査の
後、例年徐々に低下する傾向にある。今回調査は前回
調査に比べほぼ横ばいとなっており、雇用は比較的良
好な状況が続いている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ▲4で前回調査の＋
2より6ポイントの悪化、非製造業は＋9で前回調査の
＋6より3ポイントの改善となっている。
（先行き）
先行き（約6カ月後）については、「増加」とする企
業が37％、「減少」とする企業が8％でＢＳＩは＋29と
現状から24ポイントの改善となった。先行きについて
は、新卒者の採用もあり「増加」とするところが多く
なっている。
業種別では、製造業はＢＳＩ＋34で現状から38ポイ

ントの改善、非製造業は＋26で17ポイントの改善と
なっている。

経営上の問題点（複数回答）については、「売上・受
注不振」とする企業が50％、「人材・人手不足」とする
企業が50％と同じ割合で最も多かった。次いで「諸経
費上昇」31％、「仕入原価上昇」20％、「製商品安」
17％、「資金不足・資金繰り難」6％などとなった。
前回調査と比べると、「売上・受注不振」が8ポイント
減少した一方、「人材・人手不足」が2ポイント増加し、
今回同じ割合となった。人手不足の問題は、徐々に経
営に与える影響を強めてきている。一方、「仕入原価
上昇」は前回調査に比べ5ポイント低下しており、原材
料等の仕入価格は落ち着いているようだ。
業種別にみると、製造業では「売上・受注不振」を
66％の企業があげている。次いで「人材・人手不足」
29％、「仕入原価上昇」26％、「製商品安」24％、「諸
経費上昇」23％と続く。非製造業では「人材・人手不
足」62％が最も多く、次いで「売上・受注不振」41％、
「諸経費上昇」35％、「仕入原価上昇」17％、「製商品
安」12％の順となった。 （吉嶺暢嗣）

経常利益 設備投資 雇用 経営上の問題点

●経常利益 ●設備投資 ●雇用 ●経営上の問題点（複数回答）
実績ＢＳＩ（増加ー減少）

％

見通し実績ＢＳＩ（増加ー減少）季調済 見通し 実績 見通しＢＳＩ（増加ー減少）季調済
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全産業 製造業 非製造業

2016年1月中旬実施。対象企業数992社、
回答企業数268社。回答率27.0％。
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東部地域（春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三
郷市、吉川市、松伏町）
東部地域の製造品出荷額等は13,259億円で県

内第4位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は食料品が2,936億円（同22.1％）、パルプ・紙が
1,490億円（同11.2％）、金属製品が1,326億円
（同10.0％）、はん用機械が1,038億円（同7.8％）と
なっている。草加せんべいや段ボール関連の事業
所が立地している。

川越比企地域【川越】（川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、
毛呂山町、越生町）
川越比企地域【川越】の製造品出荷額等は
12,469億円で県内第５位の規模である。製造品出
荷額等が多い産業は、化学が3,414億円（同
27.4％）、業務用機械が2,170億円（同17.4％）、食
料品が1,367億円（同11.0％）となっている。ショー
ボンド化学㈱、㈱ぎょうざの満洲、㈱明治などが立
地している。

県央地域（鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町）
県央地域の製造品出荷額等は8,204億円で県

内第６位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は輸送用機械が2,234億円（同27.2％）、食料品
が968億円（同11.8％）、非鉄金属が539億円（同
6.6％）となっている。富士重工業㈱、関東グリコ㈱
などが立地している。

川越比企地域【東松山】（東松山市、滑川町、嵐山町、小
川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村）
川越比企地域【東松山】の製造品出荷額等は
8,121億円で県内第７位の規模である。製造品出荷
額等が多い産業は、輸送用機械2,396億円（同
29.5％）、食料品が1,111億円（同13.7％）、金属製
品が751億円（同9.2％）となっている。ボッシュ㈱を
はじめ輸送用機械関連の事業所などが立地している。
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アンケート調査 埼玉県内企業経営動向調査

経済産業省から、「工業統計調査」の確報となる
2014年産業編が公表された。本稿では、全国と埼
玉県における工業の動向を、工業統計調査をベー
スに、産業面からみてみた。

2014年の工業統計調査（従業者４人以上、以下
同じ）によると、全国の事業所数は202,410所、従
業者数は7,403,269人、製造品出荷額等は305兆
1,400億円であった。製造品出荷額等は、リーマン
ショックの2008年以来、６年ぶりに300兆円の大台
を超えた。
製造品出荷額等を都道府県別にみると、第１位は
愛知県の43.8兆円で、全国シェア14.4％を占め、２
位以下を大きく引き離している。第２位は神奈川県
の17.7兆円（同5.8％）、第３位は大阪府の16.5兆
円（同5.4％）で、この３都道府県で全国の四分の一
（25.6％）を占めている。
以下、静岡県、兵庫県、千葉県と続き、埼玉県は
12.4兆円（4.1％）で全国第７位であった。第８位は茨
城県、第９位は三重県で、ここまでが製造品出荷額等
が10兆円以上の都道府県である。この９都道府県合
計の全国シェアは51.5％と過半数を占めている。
全国の主要産業の第１位は輸送用機械で、全国

の製造品出荷額等の19.7％を占めている。以下、
化学が同9.2％、食料品が同8.5％であった。
製造品出荷額等の上位10都道府県を産業別の

シェアでみると、輸送用機械は、愛知県が53.6％と
トップで、全国平均を大幅に上回っている。
輸送用機械のシェアが全国平均を上回っている

のが広島県の28.5％、静岡県の26.3％、三重県の
21.5％、神奈川県の20.8％で、下回っているのが埼
玉県の17.8％であった。ただ、この６都道府県とも産

業別シェアが第１位であった。
化学は、千葉県の22.6％、茨城県の13.1％、三
重県の12.9％、埼玉県の12.5％で、以下、兵庫県、
大阪府、神奈川県、静岡県で、８都道府県とも全国
平均を上回っている。化学については、臨海工業地
域にあたる都道府県では重化学工業が中心で、内
陸の埼玉県では製薬などファインケミカルが多いこ
とが特徴である。
食料品は、都市型産業の代表的な一つであり、大
消費地の東京都や大阪府に隣接する埼玉県の
12.9％、兵庫県の10.4％が全国平均を上回ってい
るほか、首都圏に近接し野菜や魚介類が豊富な茨
城県が11.2％と全国平均を上回っている。
 

の後逓減傾向にあり、2014年は３年連続して減少し
11,614所となり、ピークからの減少幅は▲26.6％に
達している。同様に従業者数は、ピークであった
2007年の440,359人から2014年は379,238人へ
▲61,121人となり、減少幅は▲13.9％であった。
製造品出荷額等は、ピークであった2007年の
149,476億円からリーマンショックにより2008年、
2009年と減少した。2010年にはやや持ち直しの気
配があったものの、その後３年連続して減少し2013
年に12兆円を割り込んだ。2014年は前年比＋
5.1％の123,908億円と持ち直したが、ピーク年か
らの減少幅は▲17.1％と、大きく落ち込んでいる。
 

埼玉県の産業別の製造品出荷額等をみると、第
１位は輸送用機械で22,012億円（埼玉県のシェア：
17 .8％）、第２位は食料品で16 ,014億円（同
12.9％）、第３位は化学で15,501億円（同12.5％）
で、この３産業が製造品出荷額等で1兆円を超えて
おり、合計では53,527億円（同43.2％）と、県全体
の４割を超えている。
次に、地域の特性を特化係数でみていく。特化係
数（＝埼玉県内シェア／全国シェア）が１を超えてい
れば、全国よりその産業が特化（集積）していること
を示している。埼玉県内の製造品出荷額等が５千億
円以上の産業で特化係数をみると、第１位は印刷で
3.37と高く、第２位は非鉄金属で1.57、第３位は

食料品で1.52となっている。以下、プラスチック製品
で1.48、化学で1.36、金属製品で1.23と続いている。
埼玉県の印刷の特化係数が高いのは、工場等制
限法などから、都内での新増設が制限されたため、
東京都に隣接する埼玉県へ工場等を移転し、立地
したためである。「オフセット印刷物（紙に対するも
の）」の製造品出荷額等は3,199億円（2013年）で
全国２位、「紙以外のものに対する印刷物」は同
1,130億円（同）で全国1位であった。
食料品は大消費地東京に隣接しているため特化
係数が高くなっている。埼玉県は草加せんべいで全
国的に有名である。また、ガリガリ君で有名な事業
所も北部地域に立地している。化学は、臨海工業地
域の重化学と異なり、埼玉県は「医薬品製剤（医薬
部外品製剤を含む）」が同8,767億円（同）で全国
1位など、ファインケミカル中心の化学であることが
特徴である。
 

埼玉県の製造品出荷額等を地域別にみる。なお、
産業別・地域別の計数は2014年工業統計調査では
未発表のため、2013年工業統計調査の計数を使用
した。以下、製造品出荷額等が多い地域から順番に
みてみる。なお、埼玉県が発行した「彩の国工場」を
参考に、各地域に立地する工場の企業名を掲載した。

西部地域（所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市）
地域別の製造品出荷額等の県内第１位は、西部
地域で、製造品出荷額等は16,998億円であった。
産業別に製造品出荷額等をみると、輸送用機械
6,351億円（地域内シェア：38.4％）が高い。以下、
食料品が2,195億円（同12.9％）、電子部品・デバイ
スが1,272億円（同7.5％）と続いている。本田技研
工業㈱や新電元工業㈱、サイボクハムなどが立地し
ているほか、狭山茶の産地でもある。

利根地域（行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田
市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町）
利根地域の製造品出荷額等は15,224億円で県

内第２位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、プラスチック製品が2,522億円（同16.6％）、
食料品が1,933億円（同12.7％）、輸送用機械
1,708億円（同11.2％）となっている。池上金型工
業㈱や中央化学㈱、㈱十勝やフジッコ㈱、㈱ショー
ワなどが立地している。

北部地域【熊谷】（熊谷市、深谷市、寄居町）
北部地域【熊谷】の製造品出荷額等は14,149億

円で県内第３位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、化学が4,348億円（同30.7％）、輸送
用機械1,923億円（同13.6％）、食料品が1,155億
円（同8.2％）となっている。製薬のＭＳＤ㈱、自動車
部品の㈱リード、赤城乳業㈱などが立地している。

さいたま市
さいたま市の製造品出荷額等は7,388億円で12
地域中８位である。製造品出荷額等が多い産業は、
化学が1,883億円（同25.5％）、食料品が1,202億
円（同16.3％）、金属製品が663億円（同9.0％）、飲
料・タバコが621億円（同8.4％）、輸送用機械が
528億円（同7.1％）と続いている。大正製薬㈱、サ
イデン化学㈱などが立地している。

南部地域（川口市、蕨市、戸田市）
南部地域の製造品出荷額等は7,388億円で県

内第９位の規模である。なお、さいたま市との差は
1,600万円であった。製造品出荷額等が多い産業
は印刷が1,865億円（同25.2％）、食料品が817億
円（同11.1％）、金属製品が717億円（同9.7％）と
なっている。戸田市を中心に、印刷関連の事業所が
数多く立地している。

北部地域【本庄】（本庄市、美里町、神川町、上里
町）
北部地域【本庄】の製造品出荷額等は7,230億

円で県内第10位の規模である。製造品出荷額等が
多い産業は、輸送用機械1,352億円（同18.7％）、
電子部品・デバイスが462億円（同6.4％）、食料品
が449億円（同6.2％）、情報通信機械が441億円
（同6.1％）となっている。カルソニックカンセイ㈱な
どが立地している。

南西部地域（朝霞市、志木市、和光市、新座市、富
士見市、ふじみ野市、三芳町）
南西部地域の製造品出荷額等は5,483億円で
県内第11位の規模である。製造品出荷額等が多い
産業は印刷が1,419億円（同25.9％）、食料品が
817億円（同14.9％）、プラスチック製品が434億円
（同7.9％）、非鉄製品が423億円（同7.7％）となっ
ている。凸版印刷㈱などが立地している。

秩父地域（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿
野町）
秩父地域の製造品出荷額等は1,964億円で県

内第12位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は、窯業・土石が320億円（同16.3％）、情報通信
機械が243億円（同12.4％）、輸送用機械214億円
（同10.9％）、電気機械が188億円（同9.6％）となっ
ている。キヤノン電子㈱、秩父電子㈱、秩父太平洋
セメント㈱などが立地している。

埼玉県には、①高度な技術力を有する多彩な企
業が集積していること、②埼玉大学、早稲田大学な
ど大学・大学院が多数あること、③理化学研究所、
早稲田リサーチパーク、ＳＫＩＰシティなど多数の研究
機関も集積していることなどから、全国でも有数の
工業県となっている。
埼玉県は、首都圏という強大なマーケットの一角

に位置し、充実した交通網により東日本のマーケット
をカバーできる立地環境にあることなどから、工業
の立地ポテンシャルに恵まれており、今後も発展が
大いに期待されている。
埼玉県では、産業の発展を支援するため、企業誘
致に継続的に取り組んでいる。2005年１月から「企
業誘致大作戦」として集中的に取り組みを開始し、
第２ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略」、第３
ステージの「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅱ」と進めて
きた。誘致戦略による実績は、2005年１月～2013
年３月に、630件（うち操業済 417件）に達し、その
多くは製造業であった。さらに、埼玉県では、引き続
き「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅲ・立地するなら埼玉
へ」に取り組んでいるほか、大学・研究機関等の先
端的な研究シーズと企業の優れた技術を融合させ、
実用化開発・製品化開発を強力に支援する「先端
産業創造プロジェクト」を推進している。 （山口祐次）

2014年の工業統計調査によると、埼玉県の事業
所数は11,614所、３年連続で減少したものの、全国
順位は第４位で前年と変わらず。従業者数は
379,238人、2年連続で増加し、全国第４位。製造
品出荷額等は123,908億円で４年ぶりに増加した
ものの、全国第７位と順位は前年と同じであった。
埼玉県工業を2005年～2014年の10年間でみる

と、事業所数は2005年の15,821所がピークで、そ

2013年
4月 4月1月

2014年
7月 7月1月

2015年 2016年（約６カ月後）
1月 先行き4月 7月 10月 10月 10月 1月

2012年
10～12
月期

1～3
月期

4～6
月期

1～3
月期

4～6
月期

7～9
月期

10～12
月期

2013年
1～3
月期

4～6
月期

7～9
月期

10～12
月期

2014年 2015年 2016年
1～3
月期

4～6
月期

7～9
月期

4～6
月期

1～3
月期

10～12
月期

7～9
月期

2012年
10～12
月期

1～3
月期

4～6
月期

1～3
月期

4～6
月期

7～9
月期

10～12
月期

2013年
1～3
月期

4～6
月期

7～9
月期

10～12
月期

2014年 2015年 2016年
1～3
月期

4～6
月期

7～9
月期

4～6
月期

1～3
月期

10～12
月期

7～9
月期

（現状）
2015年10～12月期の経常利益は、季調済ＢＳＩが＋
1となり、前回調査対象期間（2015年7～9月期）の▲
2から3ポイントの改善となった。経常利益のＢＳＩは、消
費増税後の2014年4～6月期以降やや低調な動きと
なっていたが、今回調査では7期ぶりにプラスとなった。
増加の要因（複数回答）としては、「売上・受注の好
転」をあげるところが76％で最も多い。次いで「諸経費
の圧縮」が26％となっており、原油価格などの低下が
利益を下支えしていることもうかがえる。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ▲7で前回調査の▲
8から1ポイントの改善、非製造業は＋5で前回調査の
＋1から4ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては、2016年1～3月期はＢＳＩが＋5、
4～6月期は＋3となり、売上高同様先行きは改善を見
込んでいるが、やや慎重さもみられる。
業種別では、製造業が10～12月期、2016年1～3月
期、4～6月期に▲7→＋3→＋4、非製造業では＋5→＋
3→＋3となっている。

（現状）
2015年10～12月期の設備投資は、季調済ＢＳＩが

＋9となり、前回調査対象期間（2015年7～9月期）の
＋4から5ポイントの改善となった。設備投資について
は、2014年4～6月期以降、若干の振れはあるものの、
ほぼ横ばいの動きが続いていたが、今回調査では2期
連続の改善となった。
設備投資の内容については、「更新投資」が59％、

「能力増強投資」21％､「合理化投資」10％､「研究開
発投資」4％となっており、「更新投資」中心の状況が
続いている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋14で前回調査の
▲4から18ポイントの改善、非製造業は＋9で前回調
査の＋7から2ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては、2016年1～3月期のＢＳＩが＋3、
4～6月期は0となった。ＢＳＩは先行き2期連続で悪化し
ており、慎重な姿勢もみられる。
業種別では、製造業が10～12月期、2016年1～3月
期、4～6月期に＋14→＋1→▲11、非製造業では＋9
→＋5→＋8となっている。

（現状）
最近（ここ6カ月間）の雇用状況をみると、雇用人員

が「増加」とした企業は21％、「減少」とした企業は
16％で、ＢＳＩは＋5と前回調査の＋4から1ポイントの改
善となった。雇用のＢＳＩは新卒採用のある4月調査の
後、例年徐々に低下する傾向にある。今回調査は前回
調査に比べほぼ横ばいとなっており、雇用は比較的良
好な状況が続いている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ▲4で前回調査の＋
2より6ポイントの悪化、非製造業は＋9で前回調査の
＋6より3ポイントの改善となっている。
（先行き）
先行き（約6カ月後）については、「増加」とする企
業が37％、「減少」とする企業が8％でＢＳＩは＋29と
現状から24ポイントの改善となった。先行きについて
は、新卒者の採用もあり「増加」とするところが多く
なっている。
業種別では、製造業はＢＳＩ＋34で現状から38ポイ

ントの改善、非製造業は＋26で17ポイントの改善と
なっている。

経営上の問題点（複数回答）については、「売上・受
注不振」とする企業が50％、「人材・人手不足」とする
企業が50％と同じ割合で最も多かった。次いで「諸経
費上昇」31％、「仕入原価上昇」20％、「製商品安」
17％、「資金不足・資金繰り難」6％などとなった。
前回調査と比べると、「売上・受注不振」が8ポイント
減少した一方、「人材・人手不足」が2ポイント増加し、
今回同じ割合となった。人手不足の問題は、徐々に経
営に与える影響を強めてきている。一方、「仕入原価
上昇」は前回調査に比べ5ポイント低下しており、原材
料等の仕入価格は落ち着いているようだ。
業種別にみると、製造業では「売上・受注不振」を
66％の企業があげている。次いで「人材・人手不足」
29％、「仕入原価上昇」26％、「製商品安」24％、「諸
経費上昇」23％と続く。非製造業では「人材・人手不
足」62％が最も多く、次いで「売上・受注不振」41％、
「諸経費上昇」35％、「仕入原価上昇」17％、「製商品
安」12％の順となった。 （吉嶺暢嗣）

経常利益 設備投資 雇用 経営上の問題点

●経常利益 ●設備投資 ●雇用 ●経営上の問題点（複数回答）
実績ＢＳＩ（増加ー減少）

％

見通し実績ＢＳＩ（増加ー減少）季調済 見通し 実績 見通しＢＳＩ（増加ー減少）季調済

売
上・

受
注
不
振

製
商
品
安

人
材・

人
手
不
足

仕
入
原
価

上
昇

資
金
不
足・

資
金
繰
り
難

代
金
回
収

悪
化

そ
の
他

諸
経
費

上
昇

全産業 製造業 非製造業

2016年1月中旬実施。対象企業数992社、
回答企業数268社。回答率27.0％。
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東部地域（春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三
郷市、吉川市、松伏町）
東部地域の製造品出荷額等は13,259億円で県

内第4位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は食料品が2,936億円（同22.1％）、パルプ・紙が
1,490億円（同11.2％）、金属製品が1,326億円
（同10.0％）、はん用機械が1,038億円（同7.8％）と
なっている。草加せんべいや段ボール関連の事業
所が立地している。

川越比企地域【川越】（川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、
毛呂山町、越生町）
川越比企地域【川越】の製造品出荷額等は
12,469億円で県内第５位の規模である。製造品出
荷額等が多い産業は、化学が3,414億円（同
27.4％）、業務用機械が2,170億円（同17.4％）、食
料品が1,367億円（同11.0％）となっている。ショー
ボンド化学㈱、㈱ぎょうざの満洲、㈱明治などが立
地している。

県央地域（鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町）
県央地域の製造品出荷額等は8,204億円で県

内第６位の規模である。製造品出荷額等が多い産
業は輸送用機械が2,234億円（同27.2％）、食料品
が968億円（同11.8％）、非鉄金属が539億円（同
6.6％）となっている。富士重工業㈱、関東グリコ㈱
などが立地している。

川越比企地域【東松山】（東松山市、滑川町、嵐山町、小
川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村）
川越比企地域【東松山】の製造品出荷額等は
8,121億円で県内第７位の規模である。製造品出荷
額等が多い産業は、輸送用機械2,396億円（同
29.5％）、食料品が1,111億円（同13.7％）、金属製
品が751億円（同9.2％）となっている。ボッシュ㈱を
はじめ輸送用機械関連の事業所などが立地している。
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埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直し ている。
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景気動向指数 足踏みを示している

12月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：81.7（前月比▲0.6ポイント）、一致指数：147.9
（同±0.0ポイント）、遅行指数：98.9（同▲4.0ポイン
ト）となった。
先行指数は3カ月連続で下降した。
一致指数は前月と変わらなかった。基調判断とな

る3カ月後方移動平均は、前月比＋3.40ポイントと、3
カ月連続で上昇した。埼玉県は、景気の基調判断を
9カ月連続で「足踏みを示している」としている。
遅行指数は2カ月ぶりの下降となった。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が3カ月ぶりに増加

1月の百貨店・スーパー販売額は870億円、前年
比＋1.4％（既存店）と3カ月ぶりに増加した。業態別
では、百貨店（同▲1.3％）は減少したが、スーパー
（同＋2.3％）は飲食料品の売上が増え増加した。新
設店を含む全店ベースの販売額も同＋3.0％と3カ
月ぶりに増加した。
2月の新車販売台数（乗用車）は13,381台、前年
比▲1.1％と3カ月ぶりに減少した。車種別では普通
乗用車が7,508台（同＋4.7％）、小型乗用車は
5,873台（同▲7.5％）だった。

住 宅 ２カ月連続で前年を下回る

１月の新設住宅着工戸数は4,125戸、前年比▲
1.2％と、２カ月連続して前年を下回った。
利用関係別では、貸家が1,804戸（前年比＋
7.8％）と２カ月ぶりに増加したものの、持家が1,054
戸（同▲10.8％）と３カ月連続して、分譲住宅が
1,255戸（同▲2.0％）と２カ月連続して、それぞれ減
少した。
分譲住宅は、戸建が999戸（同＋9.9％）と７カ月連
続して増加したものの、マンションが238戸（同▲
36.0％）と７カ月連続して減少した。

公共工事 ２カ月ぶりに前年を下回る

２月の公共工事請負金額は130億円（前年比▲
0.1％）と２カ月ぶりに前年を下回ったものの、2015
年４月～16年２月累計では同±０％で、前年と同水準
で推移している。
発注者別では、独立行政法人等（前年比＋
687.9％）、埼玉県（同＋71.9％）は増加したものの、
国（同▲22.4％）、市町村（同▲53.5％）が減少した。
なお、２月の請負件数は319件（同▲3.0％）と、３

カ月連続して前年を下回った。

生 産 ３カ月ぶりに減少

12月の鉱工業指数をみると、生産指数は94.6
（前月比▲2.2％）と３カ月ぶりに減少した。
業種別では、生産用機械、電気機械、情報通信機
械などが増加したものの、化学、プラスチック製品、
業務用機械などが減少した。
在庫指数は前月比▲3.5％の135.0と、３カ月ぶり

に減少した。
業種別では、金属製品、電気機械、非鉄金属など

が減少したものの、輸送機械、プラスチック製品、生
産用機械などが増加した。

雇 用 有効求人倍率は0.94倍

１月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.01ポイント上昇の0.94倍となった。　
有効求職者数が80,103人（前年比▲4.0％）と、
68カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
83,219人（同＋14.6％）と、31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1.46倍となっている。
なお、１月の就業地別有効求人倍率（季節調整
値）は、前月から横ばいの1.11倍であった。
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概況

埼玉りそな経済情報2016.4埼玉りそな経済情報2016.4

埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直し ている。
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景気動向指数 足踏みを示している

12月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：81.7（前月比▲0.6ポイント）、一致指数：147.9
（同±0.0ポイント）、遅行指数：98.9（同▲4.0ポイン
ト）となった。
先行指数は3カ月連続で下降した。
一致指数は前月と変わらなかった。基調判断とな

る3カ月後方移動平均は、前月比＋3.40ポイントと、3
カ月連続で上昇した。埼玉県は、景気の基調判断を
9カ月連続で「足踏みを示している」としている。
遅行指数は2カ月ぶりの下降となった。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が3カ月ぶりに増加

1月の百貨店・スーパー販売額は870億円、前年
比＋1.4％（既存店）と3カ月ぶりに増加した。業態別
では、百貨店（同▲1.3％）は減少したが、スーパー
（同＋2.3％）は飲食料品の売上が増え増加した。新
設店を含む全店ベースの販売額も同＋3.0％と3カ
月ぶりに増加した。
2月の新車販売台数（乗用車）は13,381台、前年
比▲1.1％と3カ月ぶりに減少した。車種別では普通
乗用車が7,508台（同＋4.7％）、小型乗用車は
5,873台（同▲7.5％）だった。

住 宅 ２カ月連続で前年を下回る

１月の新設住宅着工戸数は4,125戸、前年比▲
1.2％と、２カ月連続して前年を下回った。
利用関係別では、貸家が1,804戸（前年比＋
7.8％）と２カ月ぶりに増加したものの、持家が1,054
戸（同▲10.8％）と３カ月連続して、分譲住宅が
1,255戸（同▲2.0％）と２カ月連続して、それぞれ減
少した。
分譲住宅は、戸建が999戸（同＋9.9％）と７カ月連
続して増加したものの、マンションが238戸（同▲
36.0％）と７カ月連続して減少した。

公共工事 ２カ月ぶりに前年を下回る

２月の公共工事請負金額は130億円（前年比▲
0.1％）と２カ月ぶりに前年を下回ったものの、2015
年４月～16年２月累計では同±０％で、前年と同水準
で推移している。
発注者別では、独立行政法人等（前年比＋
687.9％）、埼玉県（同＋71.9％）は増加したものの、
国（同▲22.4％）、市町村（同▲53.5％）が減少した。
なお、２月の請負件数は319件（同▲3.0％）と、３

カ月連続して前年を下回った。

生 産 ３カ月ぶりに減少

12月の鉱工業指数をみると、生産指数は94.6
（前月比▲2.2％）と３カ月ぶりに減少した。
業種別では、生産用機械、電気機械、情報通信機
械などが増加したものの、化学、プラスチック製品、
業務用機械などが減少した。
在庫指数は前月比▲3.5％の135.0と、３カ月ぶり

に減少した。
業種別では、金属製品、電気機械、非鉄金属など

が減少したものの、輸送機械、プラスチック製品、生
産用機械などが増加した。

雇 用 有効求人倍率は0.94倍

１月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.01ポイント上昇の0.94倍となった。　
有効求職者数が80,103人（前年比▲4.0％）と、
68カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
83,219人（同＋14.6％）と、31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1.46倍となっている。
なお、１月の就業地別有効求人倍率（季節調整
値）は、前月から横ばいの1.11倍であった。
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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2016.4埼玉りそな経済情報2016.4

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模30人以上、Ｐは速報値
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埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

埼玉県 総務省

全国
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鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業在庫指数（季調値） 建築着工非居住用（床面積）
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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
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101.2

101.3

101.5

Ｐ 101.2

▲ 0.3

▲ 0.2

0.4

1.0

0.4

0.7

0.9

0.6

1.0

0.9

0.9

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.3

Ｐ 1.2

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

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

埼玉県

2012年

2013年

2014年

2015年

14年12月

15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

16年  1月

2月

資料出所

0.57

0.62

0.74

0.85

0.79

0.79

0.79

0.80

0.80

0.82

0.83

0.85

0.87

0.89

0.91

0.91

0.93

0.94

0.80

0.93

1.09

1.20

1.14

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.21

1.22

1.23

1.24

1.26

1.27

1.28

23,604

23,721

24,898

27,136

22,173

30,043

27,475

25,187

25,360

23,995

25,777

27,254

25,712

28,108

32,544

28,117

26,061

31,953

4.8

0.5

5.0

9.0

9.2

11.0

7.4

3.7

▲ 1.5

1.5

12.2

3.7

13.9

6.2

14.1

19.9

17.5

6.4

737

794

834

863

735

947

881

875

861

773

859

901

816

866

967

829

781

972

12.5

7.8

5.0

3.5

5.6

3.0

1.7

4.7

0.1

▲ 4.0

6.8

4.3

4.9

0.9

5.4

9.3

6.2

2.7

10,428

10,575

10,799

10,573

1,143

901

799

931

853

923

886

874

835

799

837

868

1,067

870

▲ 2.0

▲ 2.6

1.4

▲ 1.0

0.6

▲ 0.2

1.2

▲ 12.4

5.6

2.7

▲ 2.0

0.1

▲ 0.8

▲ 0.8

1.6

▲ 1.9

▲ 1.9

1.4

195,916

197,774

201,973

200,491

21,558

17,216

14,987

17,151

16,081

16,929

16,413

17,057

16,056

15,114

16,072

16,490

20,925

16,913

▲ 0.8

▲ 0.4

0.9

0.4

0.1

▲ 0.0

1.3

▲ 12.9

8.6

5.3

▲ 0.2

2.1

1.8

1.7

2.9

▲ 1.6

0.0

0.9

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●有効求人倍率の年次は原数値。百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース



19 20

月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2016.4埼玉りそな経済情報2016.4

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模30人以上、Ｐは速報値

2012年

2013年

2014年

2015年

14年12月

15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

16年  1月

2月

資料出所

165,110

158,230

156,168

147,166

10,982

11,473

13,525

18,593

8,905

10,047

12,741

13,354

9,885

14,329

11,774

11,221

11,319

11,515

13,381

27.8

▲ 4.2

▲ 1.3

▲ 5.8

▲ 11.8

▲ 23.5

▲ 16.6

▲ 13.9

0.6

0.9

1.7

▲ 0.9

▲ 1.5

▲ 3.8

3.5

▲ 0.3

3.1

0.4

▲ 1.1

3,014,651

2,872,111

2,860,472

2,704,485

198,408

207,635

249,565

356,412

170,240

180,759

239,582

245,680

180,850

259,813

206,608

203,014

204,327

210,384

239,409

26.3

▲ 4.7

▲ 0.4

▲ 5.5

▲ 11.1

▲ 21.4

▲ 16.8

▲ 14.6

2.9

1.2

4.6

▲ 2.0

1.7

▲ 3.2

▲ 0.0

▲ 0.4

3.0

1.3

▲ 4.1

543

483

403

359

23

35

31

30

27

39

36

28

19

27

28

31

28

25

31

69,848

74,225

56,640

36,187

4,997

1,393

4,782

3,188

1,790

3,993

3,482

5,019

1,838

2,387

3,327

3,915

1,073

1,413

2,276

12,124

10,855

9,731

8,812

686

721

692

859

748

724

824

787

632

673

742

711

699

675

723

3,834,563

2,782,347

1,874,065

2,112,382

178,314

168,070

151,180

223,631

192,779

127,755

126,861

120,068

97,896

270,898

106,241

141,650

385,353

126,927

163,516

100.3

100.8

103.7

104.6

104.3

104.3

104.2

104.5

105.0

105.0

104.8

104.5

104.8

104.7

104.7

104.3

104.4

104.1

0.4

0.6

2.8

0.9

2.6

2.7

2.5

2.7

1.1

0.8

0.4

0.1

0.1

0.1

0.2

0.3

0.0

▲ 0.2

99.7

100.0

102.8

103.6

103.3

103.1

102.9

103.3

103.7

104.0

103.8

103.7

103.9

103.9

103.9

103.5

103.5

103.0

0.0

0.4

2.7

0.8

2.4

2.4

2.2

2.3

0.6

0.5

0.4

0.2

0.2

0.0

0.3

0.3

0.2

0.0

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（％）

2012年

2013年

2014年

2015年

14年12月

15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

16年  1月

2月

資料出所

96.3

93.1

97.6

94.9

96.2

104.1

97.4

94.0

93.4

89.7

94.2

94.3

95.3

89.8

96.3

96.7

94.6

▲ 2.2

▲ 3.3

4.8

▲ 2.8

▲ 1.3

8.2

▲ 6.4

▲ 3.5

▲ 0.6

▲ 4.0

5.0

0.1

1.1

▲ 5.8

7.2

0.4

▲ 2.2

97.8

97.0

99.0

98.1

98.1

102.1

98.9

98.1

99.3

97.2

98.3

97.5

96.3

97.4

98.8

97.9

96.2

99.8

0.6

▲ 0.8

2.1

▲ 0.9

0.2

4.1

▲ 3.1

▲ 0.8

1.2

▲ 2.1

1.1

▲ 0.8

▲ 1.2

1.1

1.4

▲ 0.9

▲ 1.7

3.7

143.0

112.2

170.6

145.0

158.9

159.3

153.7

156.6

165.3

154.4

144.4

136.5

134.6

128.4

129.9

139.9

135.0

41.9

▲ 21.5

52.0

▲ 15.0

2.6

0.3

▲ 3.5

1.9

5.6

▲ 6.6

▲ 6.5

▲ 5.5

▲ 1.4

▲ 4.6

1.2

7.7

▲ 3.5

110.5

105.7

112.3

112.3

112.3

111.8

113.0

113.4

113.8

112.9

114.6

113.7

114.0

113.6

111.4

111.9

112.3

112.1

5.2

▲ 4.3

6.2

0.0

▲ 0.1

▲ 0.4

1.1

0.4

0.4

▲ 0.8

1.5

▲ 0.8

0.3

▲ 0.4

▲ 1.9

0.4

0.4

▲ 0.2

2,705

3,378

3,038

2,376

155

155

250

218

200

248

205

226

204

96

223

175

176

108

24.9

24.9

▲ 10.1

▲ 21.8

▲ 38.2

▲ 64.7

▲ 21.2

▲ 33.2

9.8

▲ 0.1

▲ 32.4

21.2

▲ 21.7

▲ 32.4

▲ 30.7

12.1

13.4

▲ 29.9

50,184

55,947

53,818

50,695

3,713

3,892

4,561

3,567

4,943

4,244

4,491

4,774

4,178

4,027

4,252

3,803

3,962

3,460

6.2

11.5

▲ 3.8

▲ 5.8

▲ 17.3

▲ 16.4

9.4

▲ 18.9

2.2

4.1

▲ 11.3

0.9

▲ 7.6

▲ 2.0

▲ 22.1

▲ 6.8

6.7

▲ 11.1

鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業在庫指数（季調値） 建築着工非居住用（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

2012年

2013年

2014年

2015年

14年12月

15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

16年  1月

2月

資料出所

59,605

63,024

56,504

57,357

5,237

4,175

4,494

4,612

4,553

4,544

5,247

4,874

4,714

4,713

5,285

5,195

4,951

4,125

3.2

5.7

▲ 10.3

1.5

▲ 9.6

▲ 16.3

▲ 12.1

9.0

▲ 3.3

11.1

7.5

2.7

7.6

5.9

13.0

4.0

▲ 5.5

▲ 1.2

882,797

980,025

892,261

909,299

76,416

67,713

67,552

69,887

75,617

71,720

88,118

78,263

80,255

77,872

77,153

79,697

75,452

67,815

5.8

11.0

▲ 9.0

1.9

▲ 14.7

▲ 13.0

▲ 3.1

0.7

0.4

5.8

16.3

7.4

8.8

2.6

▲ 2.5

1.7

▲ 1.3

0.2

13.8

14.5

15.3

16.8

17.4

16.1

18.6

18.1

17.8

14.9

16.1

16.4

15.7

17.9

16.8

17.2

16.6

9.2

12.8

12.6

▲ 6.9

18.7

1.8

2.2

▲ 4.2

▲ 8.6

▲ 11.0

▲ 6.4

▲ 5.7

▲ 6.4

4.8

▲ 8.6

▲ 14.7

▲ 21.4

15.8

16.4

17.5

17.6

18.2

16.8

17.9

18.2

17.9

16.3

17.2

17.5

16.9

17.7

17.9

18.3

18.2

Ｐ 16.0

0.3

4.3

6.8

▲ 0.5

2.1

1.0

▲ 0.9

▲ 3.0

▲ 1.4

▲ 2.7

0.2

▲ 0.4

1.3

1.2

0.1

0.0

▲ 1.2

Ｐ ▲ 4.8

102.5

102.5

103.0

104.5

103.9

105.0

104.6

102.8

104.6

104.9

104.7

104.7

104.8

104.7

104.6

104.6

104.1

0.2

0.0

0.5

1.5

1.3

2.5

2.8

1.4

1.6

1.9

1.6

1.7

2.0

1.0

0.7

0.7

0.2

99.7

99.5

99.9

100.9

100.2

100.0

99.9

99.1

101.1

101.2

101.4

101.5

101.3

101.1

101.2

101.3

101.5

Ｐ 101.2

▲ 0.3

▲ 0.2

0.4

1.0

0.4

0.7

0.9

0.6

1.0

0.9

0.9

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.3

Ｐ 1.2

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

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

埼玉県

2012年

2013年

2014年

2015年

14年12月

15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

16年  1月

2月

資料出所

0.57

0.62

0.74

0.85

0.79

0.79

0.79

0.80

0.80

0.82

0.83

0.85

0.87

0.89

0.91

0.91

0.93

0.94

0.80

0.93

1.09

1.20

1.14

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.21

1.22

1.23

1.24

1.26

1.27

1.28

23,604

23,721

24,898

27,136

22,173

30,043

27,475

25,187

25,360

23,995

25,777

27,254

25,712

28,108

32,544

28,117

26,061

31,953

4.8

0.5

5.0

9.0

9.2

11.0

7.4

3.7

▲ 1.5

1.5

12.2

3.7

13.9

6.2

14.1

19.9

17.5

6.4

737

794

834

863

735

947

881

875

861

773

859

901

816

866

967

829

781

972

12.5

7.8

5.0

3.5

5.6

3.0

1.7

4.7

0.1

▲ 4.0

6.8

4.3

4.9

0.9

5.4

9.3

6.2

2.7

10,428

10,575

10,799

10,573

1,143

901

799

931

853

923

886

874

835

799

837

868

1,067

870

▲ 2.0

▲ 2.6

1.4

▲ 1.0

0.6

▲ 0.2

1.2

▲ 12.4

5.6

2.7

▲ 2.0

0.1

▲ 0.8

▲ 0.8

1.6

▲ 1.9

▲ 1.9

1.4

195,916

197,774

201,973

200,491

21,558

17,216

14,987

17,151

16,081

16,929

16,413

17,057

16,056

15,114

16,072

16,490

20,925

16,913

▲ 0.8

▲ 0.4

0.9

0.4

0.1

▲ 0.0

1.3

▲ 12.9

8.6

5.3

▲ 0.2

2.1

1.8

1.7

2.9

▲ 1.6

0.0

0.9

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●有効求人倍率の年次は原数値。百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース
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町の中央部にある武蔵嵐山駅の橋上駅舎内にあ
り、近くには駐車場も備え、とても便利に利用できる
施設である。
おもちゃで遊ぶだけではなく、毎月1回開かれる

「みんなで作ろう」では絵の具やクレヨンを使った季
節の製作、火・木・土に行われる「わくわくタイム」で
は手遊びや読み聞かせなど、朗読サ－クル「さざん
か」による月1回の読み聞かせ会のほか、保護者の
ための講習会やイベントなども開催される。

健康寿命を延ばそう!!プロジェクト
健康寿命とは、平均余命の中で健康で自立した

生活を送る期間を指し、埼玉県では65歳になってか
ら介護保険制度の要介護2以上になるまでの期間と
定めている。嵐山町の健康寿命は、男性・女性とも
県平均を下回り、県内の順位もやや下位に位置して
いる。

そこで町では、埼玉県が推奨する「健康長寿埼玉
モデル」を嵐山町風にアレンジした「健康寿命を延ば
そう!!プロジェクト」を昨年8月からスタートさせた。
「歩く」＋「鍛える」＋「食べる」＝「介護いらずの健康
な体」をキーワードに、ウォーキングと筋力アップトレー
ニングに食育をプラスして、健康寿命の延伸を図る。
今回の参加者はおよそ150人で、約7カ月にわたる

プログラムに参加した。参加者は、タニタ製の活動量
計をつけて1日8000歩を目指したウォーキングや、週
3日程度の筋トレ、タニタ食堂の健康レシピを参考に
した食事をとるほか、班ごとに行う体力測定、運動教
室、食育講座などに参加する。健康増進センターやふ
れあい交流センターなど町内4カ所に、体組成計と血
圧計が設置されており、筋肉量や脂肪量、基礎代謝
量などの参加者の計測データは自動的に集計される
仕組みだ。平成28年度も80人募集する予定だ。

武蔵嵐山の再生（川のまるごと再生）
武蔵嵐山は、岩畳と槻川の清流や周囲の木々が

織り成す見事な景観と豊かな自然環境をもった、埼
玉県を代表する景勝地のひとつである。昭和3年に、
この地を訪れた日本で最初の林学博士で埼玉県の
偉人である本多静六博士が、現在の嵐山渓谷やその
中枢部を踏査して「京都の嵐山」に大変よく似てい
るとその絶景に感銘し、「これは武蔵嵐山だ」とつぶ
やいた。これが嵐山町の町名の由来にもなっている。
渓谷の下流には嵐山渓谷バーベキュー場があり、

豊かな自然　あふれる笑顔
心の通いあうまち　らんざん～魅力あるまちへ

嵐山町長　岩澤 勝氏

嵐山町
町長のメッセージ

春から秋にかけてバーベキューを楽しむ多くの人々で
賑わう。ＪＴＢるるぶ.comによる「全国バーベキュー＆
キャンプ場」の人気スポットランキングでは、5年連続
で関東エリア人気スポット第1位を獲得している。
町では、本多静六博士が感銘を受けた武蔵嵐山

の自然豊かな風景を再生し、多くの人がその素晴ら
しさを再発見できるように、槻川周辺において、埼玉
県・小川町とともに「川のまるごと再生事業」を実施
している。昨年6月には、バーベキュー場から河原を
上流に向かい、槻川を飛び石で渡り、嵐山渓谷の中
枢部につながる、自然をそのまま活かした遊歩道が
埼玉県事業により完成した。また、本多静六博士が
「べた一面の紅葉」と表しているように、もみじを約
300本植栽し景観の再生を図っている。
これからも豊かな地域資源を活用し、多くの方が
何度でも訪れたくなるようなまちづくりを進めていく。

（樋口広治）

はじめに
嵐山町は、埼玉県のほぼ中央に位置し、都心から

60㎞圏にある。比企丘陵の中枢部を占めており、
山・渓谷・平地ありと変化に富んだ地勢で、国蝶オオ
ムラサキが生息する地としても有名な自然の宝庫で
ある。歴史的には、木曽義仲公や畠山重忠公など、
平安末期から鎌倉時代にかけて日本史に名をとど
めた坂東武者ゆかりの地でもある。
交通は、東武東上線が東西に走り、武蔵嵐山駅が

町の中央部にあるほか、関越自動車道の嵐山小川
ICが設置されている。
また、毎年桜の季節には、嵐山さくらまつりが都幾
川堤の桜並木で開催される（今年は3月26日～4月
10日）。嵐山渓谷で有名な槻川と都幾川の合流点
を中心に、都幾川の堤に全長2㎞にわたり約250本
の桜が植えられている。堤が弓なり状になっており、
桜並木のアーチがはるか遠くまで続く様子を楽しむ
ことができる（表紙写真）。

子育てステーション「嵐丸ひろば」
昨年4月、子育てステーション「嵐丸ひろば」が

オープンした。「嵐丸」は町で人気のマスコットキャラ
クター「むさし嵐丸」からとったもの。
嵐丸ひろばは、0歳から就学前の子どもと保護者

が利用する地域の子育て支援拠点である。親子で
遊べる広 と々した屋内施設で、子育ての悩みごとに
スタッフが対応する相談スペースも備えている。

平成27年国勢調査では、調査開始以来、初めて人口が減少しました。全国市町村のうち
約８割で人口が減少しています。嵐山町も残念ながら人口は減少しており、その対策は
待ったなしの状況です。町では子育て支援・健康づくり・自然環境の保全と活用などを積極
的に行っています。しかしながら、さらに一歩進んだまちづくりを進め、歴史・文化・自然・人
などの豊かな地域資源を最大限に活かしていく必要があります。
今後は武蔵嵐山駅周辺の活性化、新たな農業への取り組み、街中を活性化させるため
の人材の確保と育成などを進め、「嵐山町」に住んで良かったと「笑顔」でいえる魅力あるま
ちづくりを進めていきます。

子育てステーション「嵐丸ひろば」 嵐山渓谷飛び石

嵐山町概要

●東武東上線　武蔵嵐山駅
●関越自動車道　嵐山小川ＩＣから町役場まで約3㎞

主な交通機関

人口(平成28年1月1日現在）

世帯数(同上）

平均年齢(平成27年1月1日）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数(商業統計）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

資料：「埼玉県市町村勢概要」(平成28年3月)ほか

18,144人

7,573世帯

48.0歳

29.92k㎡
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119店

185.2億円
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47.5％
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市町村名 人口
(人）

人口
増減率
（％）

市町村名 市町村名

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

ときがわ町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴ヶ島 市

日 高 市

吉 川 市

ふじみ野市

白 岡 市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

さいたま市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

1,264,253

350,327

198,639

578,245

82,142

63,545

335,875

80,735

112,302

77,885

91,445

232,372

152,393

54,984

118,122

143,833

225,186

247,076

337,562

72,240

136,083

148,438

世帯数
(世帯）

533,427

145,690

77,079

245,482

30,995

24,039

144,970

31,744

40,735

30,945

37,240

94,399

61,983

20,430

45,009

53,343

91,270

106,072

136,528

33,979

59,314

58,965

3.4

2.2

▲ 2.2

3.0

▲ 4.2

▲ 5.1

▲ 1.8

▲ 3.4

▲ 2.3

▲ 4.9

1.5

▲ 2.0

▲ 2.1

▲ 2.2

▲ 1.3

▲ 0.5

0.6

1.3

3.4

1.0

10.6

▲ 1.0

人口
(人）

人口
増減率
（％）

136,041

72,656

80,754

162,181

73,932

151,904

67,414

86,670

108,104

136,528

62,387

101,648

52,535

70,267

56,521

69,759

111,011

51,550

6,755,544

44,434

38,459

37,289

世帯数
(世帯）

59,510

30,597

36,847

67,153

28,521

59,420

26,823

35,860

47,163

55,179

24,503

42,728

20,558

28,627

21,998

25,681

45,583

19,146

2,779,535

16,683

14,353

15,595

4.9

4.4

0.0

2.1

▲ 1.0

▲ 1.6

▲ 2.1

4.5

1.3

3.9

▲ 1.5

▲ 0.1

▲ 2.7

0.4

▲ 1.7

6.8

5.0

2.5

1.2

4.6

▲ 0.6

▲ 4.5

人口
(人）

人口
増減率
（％）

11,691

18,211

18,346

31,193

20,669

19,635

14,347

11,500

8,520

10,128

7,326

12,105

2,941

11,211

13,704

30,484

34,092

33,859

45,521

30,062

505,727

7,261,271

世帯数
(世帯）

4,549

6,712

6,987

11,998

7,113

6,817

5,310

4,183

3,060

3,657

2,644

4,407

1,032

3,577

5,026

11,186

12,922

13,782

17,232

10,618

189,443

2,968,978

▲ 6.7

5.1

▲ 2.9

▲ 5.2

▲ 6.7

▲ 6.9

▲ 6.3

▲ 7.4

▲ 5.7

▲ 7.0

▲ 7.4

▲ 9.9

▲ 12.2

▲ 3.4

▲ 5.3

▲ 1.7

▲ 4.7

0.6

▲ 3.0

▲ 3.5

▲ 3.1

0.9

世帯数・人口

資料：総務省「平成27年国勢調査　人口速報集計結果」
（注）人口増減率は、前回（平成22年)の国勢調査人口比

（平成27年10月１日現在）


