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彩論  埼玉県環境部長　畠山真一 氏
ズームアップ  マルコーフーズ株式会社 
地域研究レポート  埼玉県民の生活圏域についての一考察（Ⅱ） 
 通勤通学動向からみた県民の動き

調査  埼玉県における産業動向と見通し
 生産は下げ止まりの動き、先行きは回復が期待される

アンケート調査  埼玉県内企業の2012年冬のボーナス支給状況
寄稿  埼玉県産業労働部ウーマノミクス課
女性が働きやすい職場づくりにより、様々な効果が期待できます！
県内経済の動き

月次経済指標

タウンスケープ  白岡市
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市町村経済データ

住宅地平均価格および平均変動率（地価公示）

市町村名
平成24年
平均価格
（円/㎡）

平成25年
平均価格
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平成25年
平均変動率
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平成24年
平均価格
（円/㎡）

平成25年
平均価格
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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

資料：国土交通省　「平成25年地価公示 」
(注1）市町村名は平成２５年１月１日現在
(注2）空欄は調査地点のないもの
（注3）平均変動率は、場所を変更（選定替）した地点以外の標準地（継続地点）の変動率を単純平均したものであり、平均価格の変動率ではない
（注4）平成24年の市計に白岡市は含まれず、平成24年町村計には、（旧）白岡町が含まれる
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ズ ー ムアップ

大和芋の種芋販売から冷凍とろろのトップメーカーに。
業務用から一般向け商品の開発、原料の自社生産にも着手
マルコーフーズは深谷市に本社を置く大和芋加工メーカー。なかでも国産原料を使い、無添加で製造する冷凍とろろは
業界内で高い評価を得ており、国内トップのシェアを誇る。種芋販売から出発して、加工メーカーとしての地歩を築いた
同社では、さらなる新商品の開発、そして自社での農業生産の取り組みなどさまざまなチャレンジを進めている。

埼玉エコタウンプロジェクト

埼玉県環境部長
畠山 真一氏

●代 表 者 代表取締役会長　村岡正巳
●設　　立 昭和58年11月
●資 本 金 1,000万円
●従業員数 60名
●事業内容 冷凍とろろ芋の製造販売/フリーズドライ山芋粉末の
 製造販売/野菜加工品の製造販売/農業生産ほか
●所 在 地 〒366-0019　埼玉県深谷市新戒690-2
 TEL 048-587-1200　FAX 048-587-1616
●U R L http://www.yamato-f.co.jp（㈱ヤマトフーズ）

マルコーフーズ株式会社

　粘りが強く、風味も豊かで山かけやとろろ飯、とろろ
そばなどに使われる大和芋。皮をむき、すりおろすのは
それなりに手間がかかるが、お客さまのその手間を省
くのが冷凍とろろである。
　「急速冷凍することで、生とほとんど変わらない
風味と粘りを実現できます。基本的には業務用で、
食品卸問屋を通して、和食の料理屋やそば屋な
どで使われています。コンビニエンスストアで販売
されているとろろそば用の需要も大きいですね」
（村岡正巳会長）
　マルコーフーズ株式会社は、冷凍とろろのトップメー
カー。大和芋の種芋を扱う家業から始まり、その当時
から続く農家との広く深いつながりによる安定した原
料供給をもとに、大和芋加工メーカーとして発展して
きた。
　現在、同社では業務用冷凍とろろを大きな柱とし
ながら、大和芋を使った他の加工食品や一般家庭
向けの商品、そして大和芋以外の根菜類を使った
加工食品など新規事業への進出を図っており、さら
には農業生産法人として農業への取り組みも始め
ている。

　大和芋は現在、千葉県産や群馬県産が有名だが、
もともとは今のさいたま市の見沼用水のあたりが産
地で、そこの農家に昭和初期から種芋を販売してい
たのが村岡会長の祖父である。やがて昭和40
（1965）年頃、村岡会長の父や叔父たちの代に埼玉
以外にも販路を拡大。後に名産地となる千葉を初め
て開拓した。
 「種芋の売り先を広げるのが目的でした。ちょうど成
田闘争の頃ですね。今の成田空港のあたりに種芋を
持っていき、新しい産地として開発したのです」
　また同じ時期、叔父の一人が東京に出て須永商店
（後の株式会社ヤマトフーズ）を設立。農家から買い
取った大和芋の販売やその加工品の製造販売を始め
た。昭和44年には真空凍結乾燥機を導入し、和菓子
やそばのつなぎに使われるフリーズドライの山芋パウ
ダーを製造。そして50年代から生食用の冷凍とろろ製
造を開始している。
　一方、本家の深谷では、村岡会長が中心となって
昭和58年にマルコーフーズを設立（設立時の社長は

代表取締役会長  村岡 正巳氏

千葉を大和芋の新産地に

原発の停止により火力発電への依存が高ま
り、燃料費は年３兆円増加。そのコストは電気料
金の値上げとして家庭や企業を直撃している。
ＣＯ₂排出量の増加も大きな問題だ。
できるだけ早くクリーンで持続可能なエネル
ギー社会をつくることが必要だ。
こうした考えのもと、埼玉県は本庄市と東松
山市とともに埼玉エコタウンプロジェクトに取り
組んでいる。本庄市の四季の里地区、東松山
市の市の川地区を重点実施街区に指定、再生
可能エネルギーによる創エネと省エネを徹底的
に集中し、さらには蓄電池やHEMSを介したエ
ネルギーマネジメントを行うことでエネルギーの
地産地消を目指す取組だ。
全国ではスマートシティプロジェクトがいくつ

か進んでいるが、いずれも大手企業が核になっ
たニュータウンづくりだ。しかし、今後ニュータウ
ンがそう数多くできるものではない。今必要な
のは、「ごく普通の街」をエコタウンに変える取
り組みだ。埼玉エコタウンはそのモデルを目指
している。
このため、埼玉エコタウンはニュータウン型と
は異なる特徴を持っている。一番の特徴は、需
要者主導のプロジェクトだということだ。ニュー
タウンでは、開発企業が用意した省エネ仕様と
価格に納得した人が移り住んでくる。供給側に
需要側が合わせる形だ。
埼玉エコタウンは逆だ。現に生活している住

民のニーズがまず先にあり、企業がそれに応
え、行政は両者の橋渡しをする。多様な住民

ニーズに応えるためできるだけ数多くの企業に
オープンな形でプロジェクトに参加してもらい、
多種多様な省エネモデルを提案してもらうこと
にしている。大手から地元企業まで幅広い企業
から既に100件を超える提案をいただいてい
る。住民はその中から自分に合ったプランを選
択できる。
行政は企業提案と行政の支援策をセットで

分かりやすく住民に示す。多くの人が省エネの
経済合理性を頭では理解しているが、実際に
行動に移す人は限られる。いわゆる省エネ
ギャップといわれる問題だ。
例えば、冷蔵庫を省エネ型に買い替えれば

電気代の節約で数年で元が取れる。こうした
一般的な情報は巷にあふれているが、実際に
買い替えを決断するには自宅の冷蔵庫の消費
電力を調べ、電気代がいくら浮くかというより具
体的な情報と計算が必要だ。こうした情報は自
分から積極的にアクセスしないと手に入らな
い。とくに高齢世帯にとっては的確な情報への
アクセスは難しい。省エネがなかなか進まない
隠れた背景にはこうした情報アクセスの問題
がある。
埼玉エコタウンは、各世帯にあった省エネプ

ランを行政と企業が住民に分かりやすく示すこ
とで省エネバリアを突破しようという他に例が
ない取り組みだ。ニュータウン型と違い派手で
はないが、日本の課題である省エネを官民連携
で地域から爆発させるモデルとして必ず成功さ
せたい。
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オープンな形でプロジェクトに参加してもらい、
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例えば、冷蔵庫を省エネ型に買い替えれば

電気代の節約で数年で元が取れる。こうした
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買い替えを決断するには自宅の冷蔵庫の消費
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体的な情報と計算が必要だ。こうした情報は自
分から積極的にアクセスしないと手に入らな
い。とくに高齢世帯にとっては的確な情報への
アクセスは難しい。省エネがなかなか進まない
隠れた背景にはこうした情報アクセスの問題
がある。
埼玉エコタウンは、各世帯にあった省エネプ
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とで省エネバリアを突破しようという他に例が
ない取り組みだ。ニュータウン型と違い派手で
はないが、日本の課題である省エネを官民連携
で地域から爆発させるモデルとして必ず成功さ
せたい。
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村岡氏の父）。冷凍とろろをはじめとする大和芋の加
工品製造を始めた。そして63年、ヤマトフーズと経営
を一体化。都内にあったヤマトフーズの工場を閉鎖し、
生産はマルコーフーズ、販売はヤマトフーズが行う現
在の体制となったのである。

　同社の冷凍とろろの大きな特徴の一つに無添加が
挙げられる。先行していた他社製品は粘りを保つため
の増粘剤を加えたり、保存を良くするためのビタミンな
どを入れたりするのが普通であった。
　「無添加を目指したわけではなく、添加物のことな
んか何も知らないから、それしか方法がなかったので
す。本当のことですよ。でも、それが結果的に評価され、
当社の強みになりました」
　冷凍とろろは温度管理が難しく、凍っているから大
丈夫だろうと、短い時間でも温度の高い状態で放置す
ると粘度が失われる。これは、納めた商品に問題がな
くても、ユーザー側の温度管理が悪いと質が落ちてし
まうことを意味する。他社が増粘剤を使うのはそれに
対応するためだ。
　「当初10年間くらいのクレームはお客さまの温度管
理が原因のものがほとんどでした。そこで、こちらから
管理方法の指導を行うようにした。以来20年近く、そ
んなクレームはありません」
　もちろん製造工程でも徹底的な品質管理を実施。
異物混入をはじめ、その他のクレームもほとんどない
という。
　「少しでも問題があったら、一日の生産分をすべて
廃棄することもあります。食品を扱うメーカーの宿命
ですね」

　同社の冷凍とろろのもう一つの特徴は、すべて契約
栽培による国産原料を使っていることである。現在、同

社に契約農家から入ってくる大和芋は年間で7,000～
8,000t。他社を大きく引き離す量で、古くからの種芋
販売による農家とのつながりがそれを支えている。
　もっとも、20年以上前に中国での栽培と加工を試
みたこともあった。

　「種芋を中国に持っていってやってみました。しかし、
とろろは日本人しか食べません。現地でつくって現地
で売るならともかく、日本に持ってくるのでは商社に
なってしまう。当社はメーカーですから、自社でつくって
販売するのが基本でなければなりません」
　また、原産国表示が必要になったことで、現地でいく
ら高品質で安全なものをつくっても、中国産と表示す
るだけでイメージが下がってしまう現状がある。それも

中国での加工をやめた理由だという。

　同社では冷凍とろろや山芋パウダー以外にも、長芋

をカットしたりスライスしたりした商品なども製造。ただ
し、大和芋や長芋を使った業務用の加工品は飽和状
態だという。
　「業務用はいっぱいでも、一般家庭に目を向ければ
まだ伸びるチャンスがあります。今は家庭でわざわざ
芋をすりおろす手間をかけないでしょう」
　一般家庭向け商品の一つとして開発中なのが、納
豆のようにカップに入れて、手軽に一食分を使えるよ

うにしたとろろ。ただしこの場合、冷凍にできないとす
ると、日持ちさせるための技術が必要で、無添加とい
うわけにはいかないかもしれない。味を落とさない製
造方法や、スーパーのどこに並べてもらうのがいいか
といった販売方法等々、研究や調査を進めているとこ
ろだという。
　また、芋加工で培ってきた技術を応用できる根菜類、
たとえば大根やごぼう、生姜などを使った加工品も開
発。これは業務用としてすでに一部商品化されている。
 「また、せっかく地元に名産の深谷ねぎがあるのだか
ら、それを使った商品もつくりたいですね。ねぎは根菜
類ではないですが、半分は土の中にあるものですし
（笑）。ただ、ねぎを加工食品にするのはなかなか難し
くて、試行錯誤しています」

　同社は農業生産法人をつくり、8年ほど前からベ
ビーリーフの栽培も行っている。
 「実は、スーパーマーケットと取引関係を持つための
道具として始めたのです。冷凍とろろが主力になって
からは問屋筋の商売になり、一部のスーパーを除いて、
かつて持っていた取引口座がなくなっていました。それ
を復活させたかったのです。今は採算ラインにも乗っ
て、利益率も上がっています」
　また、同社の加工用の大和芋は、前述したとおり、す
べて契約農家から買い取っているが、これからは自社
生産にも乗り出すという。
 「生産農家は高齢化が進んでいます。現状だけを見
れば、実は高齢化は当社にプラスに働いているとも言
えます。農家は市場に出すために洗浄して真空パック
してという手間をかけるより、そのまま原料としてうち
に売ったほうが楽ですから。でも、そのうち生産自体が
できなくなるかもしれない。利益を上げるよりも会社を
維持するために自社生産は必要なのです」
 「実のある会社をつくる」を社是とする同社。その言
葉どおりのチャレンジが今後も続けられていく。

「たまたま」だった無添加

原料も加工も国産で

原料の自社生産にも乗り出す

一般家庭用の商品を開発

マルコーフーズ株式会社ZOOM UP

深谷市石塚工場全景 大和芋粉末製品の製造機械

国産の原料を使った無添加の冷凍とろろ製品 冷凍のまま揚げる「冷凍長芋揚げ」
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地域研究レポート

抽出生活圏域における中心都市の拠
点性の検討
生活圏域は、拠点性のある都市を中心として、そ

れと一体的な市町村で形成される。ここでいう拠点
性とは、商工業、公共機関、医療機関、娯楽教養、情
報サービス等のインフラ整備や雇用等を背景とする
人を集積させる都市の魅力を表わすもので、その有
無は昼夜間人口比率によりみることができる。
一般的に、昼夜間人口比率が100％を超える場

合は、流出人口よりも流入人口が多く、都市としての
拠点性があることを表わし、一方、100％を下回る場
合は、流入人口よりも流出人口が多く、都市としての
拠点性がないことを表わしている。
しかし、平成22年国勢調査によれば、県の昼夜間
人口比率は88.6％で全国一低い数値となっている
ことから、拠点性の有無の判断として昼夜間人口比
率を2区分に分類し、95％以上を「拠点性がある」、
95％未満を「拠点性がない」とした。
その結果、6つの広域的な生活圏域及び10の狭
域的な生活圏域の中で、拠点性のある中心都市を
もつ圏域として、さいたま生活圏域、川越生活圏域、
熊谷生活圏域、秩父生活圏域、本庄生活圏域、東
松山生活圏域、深谷生活圏域の7圏域を抽出した。

抽出生活圏域と商圏との比較
前記7つの拠点性のある中心都市をもつ生活圏

域を、「平成22年度埼玉県の消費者動向（彩の国
広域消費動向調査）」が設定する商圏（注）と比較した。

①さいたま生活圏域
生活圏域に対する商圏の合致率は約62％。
生活圏域に入る鴻巣市、久喜市、蕨市、戸田市、

宮代町は商圏から外れている。

　

 

4月号では、首都圏（1都6県）の通勤通学状況か
ら埼玉県の特徴を把握するとともに、県内市町村間
での通勤通学者流出入状況から広域的な生活圏域
（4つ以上の市町村から、それぞれの市町村の通勤
通学者人口の7.5％以上が流入している中心都市
及びその圏域）として、さいたま生活圏域、川越生活
圏域、熊谷生活圏域、秩父生活圏域、東松山生活
圏域、深谷生活圏域の6圏域を抽出した（生活圏域
名は中心都市の名前から命名している。以下同じ）。
引き続き本号では、狭域的な生活圏域（2～3の市

町村から、それぞれの市町村の通勤通学者人口の
7.5％以上が流入している中心都市及びその圏域）
を抽出するとともに、抽出した広域的及び狭域的な
生活圏域における中心都市の拠点性の有無を昼夜
間人口比率から評価、さらにその生活圏域を商圏と
比較し、最終的に県民の生活圏域を推定し、広域行
政推進上の課題について考察することとする。

狭域的な生活圏域の抽出
上記基準により、狭域的な生活圏域として、次の

10圏域を抽出した。
・川口生活圏域（約633千人、約67㎢）
・所沢生活圏域（約648千人、約166㎢）
・本庄生活圏域（約139千人、約200㎢）
・春日部生活圏域（約318千人、約112㎢）
・狭山生活圏域（約363千人、約141㎢）
・上尾生活圏域（約341千人、約86㎢）
・越谷生活圏域（約423千人、約108㎢）
・久喜生活圏域（約323千人、約250㎢）
・坂戸生活圏域（約226千人、約118㎢）
・寄居生活圏域（約47千人、約132㎢）　

（カッコ内左は、生活圏域の平成22年国勢調査人口、
右は平成24年埼玉県統計年鑑から算出した面積。
人口は千人未満、面積は小数点第1位を四捨五入、
以下同じ）

狭域的な生活圏域は、東京から50km圏以内（川
口生活圏域、所沢生活圏域、春日部生活圏域、狭山
生活圏域、上尾生活圏域、越谷生活圏域、久喜生
活圏域、坂戸生活圏域）に多いことが特徴となって
いる。

主席研究員
岩間 光男 わが国経済は、一部に弱さが残るものの、このとこ

ろ持ち直しの動きがみられる。
先行きは、経済対策、金融政策の効果などを背景

に、マインドの改善にも支えられ、景気回復が期待さ
れている。
埼玉県経済は、弱い動きとなっているが、一部に下

げ止まりの動きもみられる。
先行きは、各種の政策効果から、回復が期待され

ている。
聞き取り調査を行った６業種中、現状（１～３月期）

の天気図は、「曇」が鉄鋼、建設、大型小売店、「小
雨」が一般機械、電気機械、輸送機械であった。
先行き（４～６月期）は、海外経済の下振れリスクが
懸念されるものの、消費税引き上げ前の駆け込み需
要もあり、生産は回復が期待される。天気図は、「薄
日」が建設、大型小売店、「曇」が一般機械、輸送機
械、鉄鋼、「小雨」が電気機械であった。
一般機械、輸送機械、建設、大型小売店の4業種

に、回復が期待されている。
主要業種の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、底打ち。
先行きは、緩やかながらも、持ち直してくると期待。
○電気機械の生産は、前年を下回る。
先行きは、ＴＶ関連の減産が継続され、前年を下
回る動きが続く。
○輸送機械は、昨年のエコカー補助金終了後、生
産・販売とも低調に推移。
先行きは、上向きの期待。
○鉄鋼の生産は、横ばい。
先行きは、緩やかに持ち直し。
○建設は、前年を上回る。
公共工事は、河川、道路、防災、減災関連工事など
を中心に、前年を上回る。先行きは、公共投資が各
種の政策効果から、引き続き前年を上回ると見込

まれる。
民間工事は、前年を上回る。工場や倉庫などにも
引き合い、受注がみられる。先行きは、消費税引
き上げ前の駆け込み需要の本格化から、前年を
上回る。
住宅は、マンション、戸建てとも、持ち直している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要に
期待。
○大型小売店販売は、百貨店・スーパーとも前年を
下回った。
先行きは、高額品に動きのみられる百貨店に上向
きの期待。

埼玉県民の生活圏域に
ついての一考察（Ⅱ）
通勤通学動向からみた県民の動き

 
 

（1）一般機械…生産は底打ちから持ち直しへ
一般機械の生産は、昨年後半にかけて、緩やかに
減少していたが、遅くとも本年１～３月あたりで、ほぼ
底打ちしたとみられる。
工作機械関連は、欧州の景気減速や中国との関
係悪化などから、輸出が落ち込んでいたものの、年明
けには、一部で「３月期末をにらんで、前倒しで機械
設備の発注を受けた」ケースなどもあり、生産は下げ
止まっている。
一方、電機関連では、スマートフォン向けのケース

や液晶向けの部品などで、一部生産が好調な企業は
あるが、販売が落ち込んでいる薄型ＴＶ向けは、依然、
ほとんど動きがみられない。為替相場が円安方向に
転じたことで、輸出メリットが指摘される自動車関連
でも、これまでのところ、大型の機械設備を受注した
という話は聞かれない。
先行きは、ブラジルや豪州など、資源国からの受注

が減少している建設機械関連では、まだ慎重な見方
も残る。また、金型では、「ウォン高に苦しむ韓国など
から、国内へ回帰する形で、仕事の見積もりが来てい
る」といった話が聞かれたが、これまでに設備や人員
を絞り込んでいる企業も多く、すぐに生産増に結びつ
けるのは難しい状況にある。
しかし、米国をはじめとする海外経済の回復に加え
て、為替相場の円高修正も進んできており、工作機
械関連では、見積もりが増加している企業がみられる。
一般機械は、総じて輸出の寄与度が高いこともあり、
今後は、緩やかながらも、生産が持ち直してくると期
待される。

(2）電気機械…前年を下回る
１～３月期の生産は、総じて前年を下回った。
自動車関連は、前年を上回って推移しているもの
の、ＴＶ関連が引き続き前年を大幅に下回っており、

全体を押し下げている。
各社とも円高期に為替の影響を最小限に抑える
対策をとったものの、円安はドル、ユーロともに、利益
への貢献度が高い。
先行きもＴＶ関連の減産は引き続き実施され、生
産は前年を下回る動きが続くと見込まれている。
製品別でみると、薄型ＴＶは、製造品在庫、流通在
庫とも在庫調整は進んでいる。減産幅は縮小してき
ており、底打ち感がみられるものの、本格的な回復に
はまだ時間が必要である。
これからは２台目、３台目のＴＶ需要の喚起や、新
技術を活用した付加価値の高いＴＶ製品（３Ｄ、４Ｋ、
スマートＴＶや有機ＥＬなど）へ積極的に対応している
ものの、消費者の反応は今一つで、苦戦を強いられ
ている。
従来型のパソコンや携帯電話関連は動きが鈍い

が、タブレット型は堅調に推移している。
白物家電は、堅調に推移している。エアコンは国内
需要に一服感がみられるものの、中国向けのエアコ
ンは、2009年、10年の勢いはないが、コンスタントに
増加している。
消費者は、白物家電をはじめＬＥＤなど、省エネ型

の新製品・高機能モデル（インバーター式のエアコン、
省エネ型の冷蔵庫、ドラム式の洗濯機など）への需
要が根強い。
自動車向けは、北米向けを中心に順調に推移して
おり、先行きも引き続き順調に推移すると見込まれて
いる。

（3）輸送機械…低調
乗用車：エコカー補助金が終了した昨年９月以降、県
内の乗用車販売は全国と同様に低迷が続いている。
内訳をみると軽自動車は前年を上回り好調に推移
しているが、登録車（普通車、小型車）は前年比2ケ
タの減少となっている。１～３月期の県内の乗用車生
産も、登録車販売の減少を反映して低い水準にとど

まった。海外への生産シフトによる輸出の減少も影響
しているとみられる。
先行きもしばらく弱含みの動きが続くとみられるが、

７月にはホンダの寄居工場が小型車を集中生産する
工場として稼働するほか、初夏から秋には新型車が
投入されるとみられることから、上向きに転じること
が期待される。
トラック関連：トラックの生産も減少しているが、乗用
車ほどの落ち込みではない。東南アジアなど海外需
要が引き続き強いことや、復興需要の影響があると
みられる。
先行きも、海外景気が回復の方向にあることから
比較的順調に推移するとみられる。
部品メーカー：乗用車部品メーカーの生産は、乗用
車生産が低迷しているため低調に推移している。収
益面では、乗用車の売れ筋が小型化・低価格化して
いるため、部品単価が下落し受注額は減少気味で、
利幅も小さく収益面も厳しいようだ。為替相場が円安
に進み輸出採算の改善が見込まれるが、部品メー
カーでは完成車メーカーに比べ為替の影響は大きく
ないという。
トラック部品メーカーは、工場のフル稼働が続いた
ところがある一方で、稼働が落ちているところもある。
完成車メーカーの生産にバラツキがあるためとみら
れる。
先行きの部品メーカーの生産は、現状程度の水準

で推移するとみられる。生産の回復は、乗用車の新
型車が投入される夏場以降になると思われる。

（4）鉄鋼…生産は横ばいから持ち直しへ
棒鋼の生産は、総じて横ばいで推移している。
足元では、製造業の能力増強投資といった、前向

きの設備投資は、ほとんどみられないが、介護・福祉
関連の建設は比較的堅調で、高速道路のＩＣ周辺な
どを中心に、物流拠点の整備も続いている。
また、昨年の秋口以降、首都圏の商業ビルプロジェ
クトは、徐々に動き始めているものの、東日本大震災
の復興需要を受けて、鉄筋型枠工などの建設作業員
が不足する状況が続いており、実際の工事の進捗に
は遅れがみられる。
こうしたなか、電気料金引き上げに、スクラップ価
格の上昇も加わり、業績面は苦しい。
先行きは、2014年４月の消費税引き上げを控えて、
首都圏の住宅建設もピッチが上がってくるとみられ、
棒鋼の生産は緩やかに持ち直していこう。しかし、中
国や韓国など海外経済の動向次第で、スクラップ価
格がこれまで以上に上昇するようだと、収益面は厳し
い状況が続く。
鋳物の生産は、昨年の末頃にかけて減少していた

が、足元ではほぼ底打ちしたとみられる。トラックや建
設機械向けなどの一部に動きがあるものの、資源国
向けの大型機械等の受注は止まっている。
先行きは、米国経済が回復に向かうなど、若干明

るさも見えてきており、工作機械向けなどがリードす
る形で、今後、生産は持ち直すとみられる。
鉄鉱石や石炭の価格が上昇に転じたことで、今後、
原材料となる鋳物用銑鉄の価格も上昇が見込まれ
る。比較的安価で良質なロシア産銑鉄の輸入など、
対応策も進められているものの、製品価格への転嫁
が困難な状況は変わらず、収益面は厳しい状況が
続こう。

（5）建設…前年を上回る
建設は、前年を20％程度上回って推移した。
公共工事：１～３月期は、河川、道路、堤防などの改修

や補修工事、防災・減災関連工事などが中心で、前
年を上回った。先行きは公共投資は各種の政策効果
から、前年より増加すると見込まれている。
民間工事：１～３月期は、前年を上回った。工事案件は、
引き続き福祉関係施設が中心。ただ、昨年秋口以降、
消費税の引き上げを意識し、老朽化した建物の大型
修繕・更新案件、高速道路のＩＣ周辺の物流倉庫の
案件などの引き合いがあった。年明けから、受注に至
るケースもみられる。
資材価格は、やや強含みの動きがみられる。今後、
復興需要の本格化、インフラ維持などの公共投資の
実施、景気回復を見込んだ民間工事の増加などが見
込まれ、事前に建設資材の在庫を積み増す動きがみ
られる。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要が本
格化してくることから、引き続き前年を上回ると見込
まれている。
住宅：住宅は、１～３月期は前年並みからやや前年を
上回り、持ち直しているものの、消費税引き上げ前の
駆け込み需要はみられなかった。消費税引き上げ前
の駆け込み需要は、早ければ４～６月期から顕在化し、
夏から秋にかけて本格化してくるとみている。マン
ションなどでは鉄筋工や型枠工の不足を心配してい
る。不足すると工期を厳守するためには、割増賃金が
発生し、収益が厳しくなることが予想される。
戸建、マンション業者ともに、工期から逆算して、適
地の確保を積極化している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要を見
込んでいる。業界では、駆け込み需要一巡後も、２～３
年で需要は回復してくるとみている。消費税引き上げ
後に、住宅を購入しようとする消費者にとって、消費
税10％は当然のことであり、購入意欲には影響しな
いとみている。
住宅ローンは既に低金利となっているが、一段の
金融緩和により、さらに先行き住宅ローン金利の低
下を予測し、物件の購入を控えている消費者もいる。

（6）大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：１～３月期の百貨店の売上は、前年を下回っ
たが、月を追うごとに減少幅は縮小している。３月に
入り暖かくなり、春物衣料に動きが出ているほか、会
員向けセールの売上が増加するなど、持ち直しの兆
しがみられる。また、宝飾品や貴金属などの高額品の
売上が前年を上回るといった動きや、顧客の購買単
価の上昇もみられた。
一方、スーパー等の競合店の新規出店やリニュー

アルオープンにより、競合が激しくなり、食料品の売
上が減少するといった動きもあった。
株価の上昇や景気回復への期待感から、消費者

の動きにもわずかだが変化がみられる。目的以外の
ものは買わないといった行動に変化はないが、安いも
の一辺倒ではなく、価値のあるものや気に入ったもの
は購入するといった変化がみられる。
先行きは、景気回復への期待は大きく、上向くこと

が期待される。
スーパー：１～３月期のスーパーの売上は、既存店
ベース、全店ベースともに前年を下回った模様だ。
スーパーの新規出店が増えているが、既存店の売上
減少を補えなかった。
高額品に対する消費者の動きとは対照的に、生活
必需品では低価格志向が根強く、消費者の生活防
衛意識も依然として高い。昨年以降、スーパーでは
値下げを実施しているが消費者の買い上げ増には
結びついていない。競合店の出店や、コンビニ、ド
ラッグストアとの競合が激しくなっていることも一因
とみられる。
ただ３月に入り、春物商品に動きが出るなど変化の
兆しはある。消費者にとっては、まだ景気の回復実感
は薄いが、閉そく感のある買い物から、期待感のある
買い物に変わりつつある。
先行きについては、期待は大きいが、消費者の
所得増がみえるまでは、現状程度で推移するとみ
られる。

●狭域的な生活圏域及び中心都市への流入率(%)

●狭域的な生活圏域図
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流入率川口生活圏域
川口市（*） 43.0
鳩ヶ谷市 21.8
蕨市 9.7

●商圏の中心都市（市町村）の類型設定基準

流入率春日部生活圏域
春日部市（*） 37.7
杉戸町 9.2
宮代町 8.9

流入率久喜生活圏域
久喜市（*） 38.5
幸手市 9.6
加須市 8.7

流入率狭山生活圏域
狭山市（*） 43.8
入間市 7.9
日高市 7.5

流入率坂戸生活圏域
坂戸市（*） 35.9
鳩山町 11.1
毛呂山町 10.6
鶴ヶ島市 10.3流入率上尾生活圏域

上尾市（*） 37.1
桶川市 11.5
伊奈町 11.2

流入率寄居生活圏域
寄居町（*） 41.8
長瀞町 8.1
東秩父村 7.6

流入率所沢生活圏域
所沢市（*） 41.3
入間市 8.8
狭山市 8.3

流入率本庄生活圏域
本庄市（*） 54.2
上里町 22.4
美里町 20.1
神川町 19.7

流入率越谷生活圏域
越谷市（*） 41.1
松伏町 16.8
吉川市 9.4

H23.10.11　川口市と
鳩ヶ谷市は合併

（A）

（B）

ア　地元購買率 ：70％以上
イ　外部からの吸引 ：外部５市町村以上からそれぞれ10％以上
ア　地元購買率 ：80％以上
イ　外部からの吸引 ：外部３市町村以上からそれぞれ10％以上

①広域商圏都市

①第1次商圏 消費需要の30％以上を吸引している市町村
②第2次商圏 消費需要の10％以上30％未満を吸引している市町村
③第3次商圏 消費需要の5％以上10％未満を吸引している市町村

（A）

（B）

ア　地元購買率 ：60％以上
イ　外部からの吸引 ：外部２市町村以上からそれぞれ10％以上
ア　地元購買率 ：70％以上
イ　外部からの吸引：外部１市町村以上からそれぞれ10％以上

②準広域商圏都市

商圏レベル 商圏レベル決定基準

●中心都市の拠点性の評価
広域的・
狭域的

埼玉県  87.5% 88.6% 1.1  
　さいたま市 広 91.9% 92.8% 0.9  ○（注）
　川越市 広 96.5% 97.1% 0.6  ○
　熊谷市 広 100.0% 98.6% -1.4  ○
　川口市 狭 84.8% 83.7% -1.1  ×
　秩父市 広 97.3% 96.6% -0.7  ○
　所沢市 狭 85.0% 86.5% 1.5  ×
　本庄市 狭 101.6% 100.8% -0.8  ○
　東松山市 広 98.7% 98.6% -0.1  ○
　春日部市 狭 80.2% 82.0% 1.8  ×
　狭山市 狭 92.5% 93.9% 1.4  ×
　深谷市 広 92.5% 95.0% 2.5  ○
　上尾市 狭 82.9% 83.9% 1.0  ×
　越谷市 狭 83.8% 86.7% 2.9  ×
　久喜市 狭 92.6% 86.9% -5.7  ×
　坂戸市 狭 91.4% 92.2% 0.8  ×
　寄居町 狭 86.5% 88.4% 1.9  ×
注：H22年の昼夜人口比率は92.8％であるものの、政令指定都市であること、また区別
に見ると、大宮区138.7％、浦和区102.4％、岩槻区101.6％の3区は100％を超えてい
ることから、「拠点性がある」と評価。
資料：総務省「国勢調査」

拠点性評価
○ある ×ない

市町村名
H17年

昼夜間人口比率
H22年

昼夜間人口比率
H22－H17
ポイント

(注)商圏の設定基準については、調査品目のうち買物動向を最も典型的に反映している
と考えられるＢ群商品（呉服・帯、寝具、紳士服・紳士洋品雑貨、婦人服・婦人洋品雑貨、子
ども服・ベビー服、下着・肌着）についての消費者の購買地調査結果を踏まえて、次の方
法をもって商圏が設定されている。

注：現白岡市
資料：流入率は平成22年国勢調査、吸引率は平成22年度埼玉県の消費者動向、以下同じ

さいたま生活圏域 さいたま市商圏
構成市町村 流入率 構成市町村 吸引率

さいたま市 50.4
上尾市 20.3
伊奈町 19.5
蓮田市 19.5
白岡町（注） 15.5
桶川市 13.8
北本市 12.4
春日部市 11.5
鴻巣市 9.6
久喜市 9.4
蕨市 9.1
戸田市 7.9
宮代町 7.9

さいたま市 87.6
上尾市 31.1
伊奈町 23.2
蓮田市 30.8
白岡町（注） 13.7
桶川市 15.5
北本市 8.0
春日部市 7.7
 
 
 
 
 
川口市 8.7
志木市 8.3
越谷市 5.3

（単位：%、以下同じ）
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地域研究レポート

抽出生活圏域における中心都市の拠
点性の検討
生活圏域は、拠点性のある都市を中心として、そ

れと一体的な市町村で形成される。ここでいう拠点
性とは、商工業、公共機関、医療機関、娯楽教養、情
報サービス等のインフラ整備や雇用等を背景とする
人を集積させる都市の魅力を表わすもので、その有
無は昼夜間人口比率によりみることができる。
一般的に、昼夜間人口比率が100％を超える場

合は、流出人口よりも流入人口が多く、都市としての
拠点性があることを表わし、一方、100％を下回る場
合は、流入人口よりも流出人口が多く、都市としての
拠点性がないことを表わしている。
しかし、平成22年国勢調査によれば、県の昼夜間
人口比率は88.6％で全国一低い数値となっている
ことから、拠点性の有無の判断として昼夜間人口比
率を2区分に分類し、95％以上を「拠点性がある」、
95％未満を「拠点性がない」とした。
その結果、6つの広域的な生活圏域及び10の狭
域的な生活圏域の中で、拠点性のある中心都市を
もつ圏域として、さいたま生活圏域、川越生活圏域、
熊谷生活圏域、秩父生活圏域、本庄生活圏域、東
松山生活圏域、深谷生活圏域の7圏域を抽出した。

抽出生活圏域と商圏との比較
前記7つの拠点性のある中心都市をもつ生活圏

域を、「平成22年度埼玉県の消費者動向（彩の国
広域消費動向調査）」が設定する商圏（注）と比較した。

①さいたま生活圏域
生活圏域に対する商圏の合致率は約62％。
生活圏域に入る鴻巣市、久喜市、蕨市、戸田市、

宮代町は商圏から外れている。

　

 

4月号では、首都圏（1都6県）の通勤通学状況か
ら埼玉県の特徴を把握するとともに、県内市町村間
での通勤通学者流出入状況から広域的な生活圏域
（4つ以上の市町村から、それぞれの市町村の通勤
通学者人口の7.5％以上が流入している中心都市
及びその圏域）として、さいたま生活圏域、川越生活
圏域、熊谷生活圏域、秩父生活圏域、東松山生活
圏域、深谷生活圏域の6圏域を抽出した（生活圏域
名は中心都市の名前から命名している。以下同じ）。
引き続き本号では、狭域的な生活圏域（2～3の市

町村から、それぞれの市町村の通勤通学者人口の
7.5％以上が流入している中心都市及びその圏域）
を抽出するとともに、抽出した広域的及び狭域的な
生活圏域における中心都市の拠点性の有無を昼夜
間人口比率から評価、さらにその生活圏域を商圏と
比較し、最終的に県民の生活圏域を推定し、広域行
政推進上の課題について考察することとする。

狭域的な生活圏域の抽出
上記基準により、狭域的な生活圏域として、次の

10圏域を抽出した。
・川口生活圏域（約633千人、約67㎢）
・所沢生活圏域（約648千人、約166㎢）
・本庄生活圏域（約139千人、約200㎢）
・春日部生活圏域（約318千人、約112㎢）
・狭山生活圏域（約363千人、約141㎢）
・上尾生活圏域（約341千人、約86㎢）
・越谷生活圏域（約423千人、約108㎢）
・久喜生活圏域（約323千人、約250㎢）
・坂戸生活圏域（約226千人、約118㎢）
・寄居生活圏域（約47千人、約132㎢）　

（カッコ内左は、生活圏域の平成22年国勢調査人口、
右は平成24年埼玉県統計年鑑から算出した面積。
人口は千人未満、面積は小数点第1位を四捨五入、
以下同じ）

狭域的な生活圏域は、東京から50km圏以内（川
口生活圏域、所沢生活圏域、春日部生活圏域、狭山
生活圏域、上尾生活圏域、越谷生活圏域、久喜生
活圏域、坂戸生活圏域）に多いことが特徴となって
いる。

主席研究員
岩間 光男 わが国経済は、一部に弱さが残るものの、このとこ

ろ持ち直しの動きがみられる。
先行きは、経済対策、金融政策の効果などを背景

に、マインドの改善にも支えられ、景気回復が期待さ
れている。
埼玉県経済は、弱い動きとなっているが、一部に下

げ止まりの動きもみられる。
先行きは、各種の政策効果から、回復が期待され

ている。
聞き取り調査を行った６業種中、現状（１～３月期）

の天気図は、「曇」が鉄鋼、建設、大型小売店、「小
雨」が一般機械、電気機械、輸送機械であった。
先行き（４～６月期）は、海外経済の下振れリスクが
懸念されるものの、消費税引き上げ前の駆け込み需
要もあり、生産は回復が期待される。天気図は、「薄
日」が建設、大型小売店、「曇」が一般機械、輸送機
械、鉄鋼、「小雨」が電気機械であった。
一般機械、輸送機械、建設、大型小売店の4業種

に、回復が期待されている。
主要業種の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、底打ち。
先行きは、緩やかながらも、持ち直してくると期待。
○電気機械の生産は、前年を下回る。
先行きは、ＴＶ関連の減産が継続され、前年を下
回る動きが続く。
○輸送機械は、昨年のエコカー補助金終了後、生
産・販売とも低調に推移。
先行きは、上向きの期待。
○鉄鋼の生産は、横ばい。
先行きは、緩やかに持ち直し。
○建設は、前年を上回る。
公共工事は、河川、道路、防災、減災関連工事など
を中心に、前年を上回る。先行きは、公共投資が各
種の政策効果から、引き続き前年を上回ると見込

まれる。
民間工事は、前年を上回る。工場や倉庫などにも
引き合い、受注がみられる。先行きは、消費税引
き上げ前の駆け込み需要の本格化から、前年を
上回る。
住宅は、マンション、戸建てとも、持ち直している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要に
期待。
○大型小売店販売は、百貨店・スーパーとも前年を
下回った。
先行きは、高額品に動きのみられる百貨店に上向
きの期待。

埼玉県民の生活圏域に
ついての一考察（Ⅱ）
通勤通学動向からみた県民の動き

 
 

（1）一般機械…生産は底打ちから持ち直しへ
一般機械の生産は、昨年後半にかけて、緩やかに
減少していたが、遅くとも本年１～３月あたりで、ほぼ
底打ちしたとみられる。
工作機械関連は、欧州の景気減速や中国との関
係悪化などから、輸出が落ち込んでいたものの、年明
けには、一部で「３月期末をにらんで、前倒しで機械
設備の発注を受けた」ケースなどもあり、生産は下げ
止まっている。
一方、電機関連では、スマートフォン向けのケース

や液晶向けの部品などで、一部生産が好調な企業は
あるが、販売が落ち込んでいる薄型ＴＶ向けは、依然、
ほとんど動きがみられない。為替相場が円安方向に
転じたことで、輸出メリットが指摘される自動車関連
でも、これまでのところ、大型の機械設備を受注した
という話は聞かれない。
先行きは、ブラジルや豪州など、資源国からの受注

が減少している建設機械関連では、まだ慎重な見方
も残る。また、金型では、「ウォン高に苦しむ韓国など
から、国内へ回帰する形で、仕事の見積もりが来てい
る」といった話が聞かれたが、これまでに設備や人員
を絞り込んでいる企業も多く、すぐに生産増に結びつ
けるのは難しい状況にある。
しかし、米国をはじめとする海外経済の回復に加え
て、為替相場の円高修正も進んできており、工作機
械関連では、見積もりが増加している企業がみられる。
一般機械は、総じて輸出の寄与度が高いこともあり、
今後は、緩やかながらも、生産が持ち直してくると期
待される。

(2）電気機械…前年を下回る
１～３月期の生産は、総じて前年を下回った。
自動車関連は、前年を上回って推移しているもの
の、ＴＶ関連が引き続き前年を大幅に下回っており、

全体を押し下げている。
各社とも円高期に為替の影響を最小限に抑える
対策をとったものの、円安はドル、ユーロともに、利益
への貢献度が高い。
先行きもＴＶ関連の減産は引き続き実施され、生
産は前年を下回る動きが続くと見込まれている。
製品別でみると、薄型ＴＶは、製造品在庫、流通在
庫とも在庫調整は進んでいる。減産幅は縮小してき
ており、底打ち感がみられるものの、本格的な回復に
はまだ時間が必要である。
これからは２台目、３台目のＴＶ需要の喚起や、新
技術を活用した付加価値の高いＴＶ製品（３Ｄ、４Ｋ、
スマートＴＶや有機ＥＬなど）へ積極的に対応している
ものの、消費者の反応は今一つで、苦戦を強いられ
ている。
従来型のパソコンや携帯電話関連は動きが鈍い

が、タブレット型は堅調に推移している。
白物家電は、堅調に推移している。エアコンは国内
需要に一服感がみられるものの、中国向けのエアコ
ンは、2009年、10年の勢いはないが、コンスタントに
増加している。
消費者は、白物家電をはじめＬＥＤなど、省エネ型

の新製品・高機能モデル（インバーター式のエアコン、
省エネ型の冷蔵庫、ドラム式の洗濯機など）への需
要が根強い。
自動車向けは、北米向けを中心に順調に推移して
おり、先行きも引き続き順調に推移すると見込まれて
いる。

（3）輸送機械…低調
乗用車：エコカー補助金が終了した昨年９月以降、県
内の乗用車販売は全国と同様に低迷が続いている。
内訳をみると軽自動車は前年を上回り好調に推移
しているが、登録車（普通車、小型車）は前年比2ケ
タの減少となっている。１～３月期の県内の乗用車生
産も、登録車販売の減少を反映して低い水準にとど

まった。海外への生産シフトによる輸出の減少も影響
しているとみられる。
先行きもしばらく弱含みの動きが続くとみられるが、

７月にはホンダの寄居工場が小型車を集中生産する
工場として稼働するほか、初夏から秋には新型車が
投入されるとみられることから、上向きに転じること
が期待される。
トラック関連：トラックの生産も減少しているが、乗用
車ほどの落ち込みではない。東南アジアなど海外需
要が引き続き強いことや、復興需要の影響があると
みられる。
先行きも、海外景気が回復の方向にあることから
比較的順調に推移するとみられる。
部品メーカー：乗用車部品メーカーの生産は、乗用
車生産が低迷しているため低調に推移している。収
益面では、乗用車の売れ筋が小型化・低価格化して
いるため、部品単価が下落し受注額は減少気味で、
利幅も小さく収益面も厳しいようだ。為替相場が円安
に進み輸出採算の改善が見込まれるが、部品メー
カーでは完成車メーカーに比べ為替の影響は大きく
ないという。
トラック部品メーカーは、工場のフル稼働が続いた
ところがある一方で、稼働が落ちているところもある。
完成車メーカーの生産にバラツキがあるためとみら
れる。
先行きの部品メーカーの生産は、現状程度の水準

で推移するとみられる。生産の回復は、乗用車の新
型車が投入される夏場以降になると思われる。

（4）鉄鋼…生産は横ばいから持ち直しへ
棒鋼の生産は、総じて横ばいで推移している。
足元では、製造業の能力増強投資といった、前向

きの設備投資は、ほとんどみられないが、介護・福祉
関連の建設は比較的堅調で、高速道路のＩＣ周辺な
どを中心に、物流拠点の整備も続いている。
また、昨年の秋口以降、首都圏の商業ビルプロジェ
クトは、徐々に動き始めているものの、東日本大震災
の復興需要を受けて、鉄筋型枠工などの建設作業員
が不足する状況が続いており、実際の工事の進捗に
は遅れがみられる。
こうしたなか、電気料金引き上げに、スクラップ価
格の上昇も加わり、業績面は苦しい。
先行きは、2014年４月の消費税引き上げを控えて、
首都圏の住宅建設もピッチが上がってくるとみられ、
棒鋼の生産は緩やかに持ち直していこう。しかし、中
国や韓国など海外経済の動向次第で、スクラップ価
格がこれまで以上に上昇するようだと、収益面は厳し
い状況が続く。
鋳物の生産は、昨年の末頃にかけて減少していた

が、足元ではほぼ底打ちしたとみられる。トラックや建
設機械向けなどの一部に動きがあるものの、資源国
向けの大型機械等の受注は止まっている。
先行きは、米国経済が回復に向かうなど、若干明

るさも見えてきており、工作機械向けなどがリードす
る形で、今後、生産は持ち直すとみられる。
鉄鉱石や石炭の価格が上昇に転じたことで、今後、
原材料となる鋳物用銑鉄の価格も上昇が見込まれ
る。比較的安価で良質なロシア産銑鉄の輸入など、
対応策も進められているものの、製品価格への転嫁
が困難な状況は変わらず、収益面は厳しい状況が
続こう。

（5）建設…前年を上回る
建設は、前年を20％程度上回って推移した。
公共工事：１～３月期は、河川、道路、堤防などの改修

や補修工事、防災・減災関連工事などが中心で、前
年を上回った。先行きは公共投資は各種の政策効果
から、前年より増加すると見込まれている。
民間工事：１～３月期は、前年を上回った。工事案件は、
引き続き福祉関係施設が中心。ただ、昨年秋口以降、
消費税の引き上げを意識し、老朽化した建物の大型
修繕・更新案件、高速道路のＩＣ周辺の物流倉庫の
案件などの引き合いがあった。年明けから、受注に至
るケースもみられる。
資材価格は、やや強含みの動きがみられる。今後、
復興需要の本格化、インフラ維持などの公共投資の
実施、景気回復を見込んだ民間工事の増加などが見
込まれ、事前に建設資材の在庫を積み増す動きがみ
られる。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要が本
格化してくることから、引き続き前年を上回ると見込
まれている。
住宅：住宅は、１～３月期は前年並みからやや前年を
上回り、持ち直しているものの、消費税引き上げ前の
駆け込み需要はみられなかった。消費税引き上げ前
の駆け込み需要は、早ければ４～６月期から顕在化し、
夏から秋にかけて本格化してくるとみている。マン
ションなどでは鉄筋工や型枠工の不足を心配してい
る。不足すると工期を厳守するためには、割増賃金が
発生し、収益が厳しくなることが予想される。
戸建、マンション業者ともに、工期から逆算して、適
地の確保を積極化している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要を見
込んでいる。業界では、駆け込み需要一巡後も、２～３
年で需要は回復してくるとみている。消費税引き上げ
後に、住宅を購入しようとする消費者にとって、消費
税10％は当然のことであり、購入意欲には影響しな
いとみている。
住宅ローンは既に低金利となっているが、一段の
金融緩和により、さらに先行き住宅ローン金利の低
下を予測し、物件の購入を控えている消費者もいる。

（6）大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：１～３月期の百貨店の売上は、前年を下回っ
たが、月を追うごとに減少幅は縮小している。３月に
入り暖かくなり、春物衣料に動きが出ているほか、会
員向けセールの売上が増加するなど、持ち直しの兆
しがみられる。また、宝飾品や貴金属などの高額品の
売上が前年を上回るといった動きや、顧客の購買単
価の上昇もみられた。
一方、スーパー等の競合店の新規出店やリニュー

アルオープンにより、競合が激しくなり、食料品の売
上が減少するといった動きもあった。
株価の上昇や景気回復への期待感から、消費者

の動きにもわずかだが変化がみられる。目的以外の
ものは買わないといった行動に変化はないが、安いも
の一辺倒ではなく、価値のあるものや気に入ったもの
は購入するといった変化がみられる。
先行きは、景気回復への期待は大きく、上向くこと

が期待される。
スーパー：１～３月期のスーパーの売上は、既存店
ベース、全店ベースともに前年を下回った模様だ。
スーパーの新規出店が増えているが、既存店の売上
減少を補えなかった。
高額品に対する消費者の動きとは対照的に、生活
必需品では低価格志向が根強く、消費者の生活防
衛意識も依然として高い。昨年以降、スーパーでは
値下げを実施しているが消費者の買い上げ増には
結びついていない。競合店の出店や、コンビニ、ド
ラッグストアとの競合が激しくなっていることも一因
とみられる。
ただ３月に入り、春物商品に動きが出るなど変化の
兆しはある。消費者にとっては、まだ景気の回復実感
は薄いが、閉そく感のある買い物から、期待感のある
買い物に変わりつつある。
先行きについては、期待は大きいが、消費者の
所得増がみえるまでは、現状程度で推移するとみ
られる。

●狭域的な生活圏域及び中心都市への流入率(%)

●狭域的な生活圏域図
上里町
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飯能市

寄居町
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羽生市
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鴻巣市

東松山市

坂戸市

毛呂山町

日高市

鶴ヶ島市

川越市

ふじみ野市
狭山市

入間市
所沢市

三芳町

富士見市
志木市

朝霞市

新座市和光市
戸田市
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南区
桜区

浦和区
緑区中央区

西区 大宮区
見沼区

北区

上尾市

川口市

鳩ヶ谷市

草加市

八潮市

三郷市

吉川市
越谷市

松伏町岩槻区

春日部市
蓮田市伊奈町

桶川市

北本市 白岡町
宮代町

杉戸町

幸手市久喜市

狭山生活圏域
（狭山市、入間市、日高市）

坂戸生活圏域

所沢生活圏域
（所沢市、入間市、狭山市）

久喜生活圏域 

越谷生活圏域

川口生活圏域

寄居生活圏域

本庄生活圏域

春日部生活圏域 

上尾生活圏域 

*は中心都市
資料：平成22年国勢調査

流入率川口生活圏域
川口市（*） 43.0
鳩ヶ谷市 21.8
蕨市 9.7

●商圏の中心都市（市町村）の類型設定基準

流入率春日部生活圏域
春日部市（*） 37.7
杉戸町 9.2
宮代町 8.9

流入率久喜生活圏域
久喜市（*） 38.5
幸手市 9.6
加須市 8.7

流入率狭山生活圏域
狭山市（*） 43.8
入間市 7.9
日高市 7.5

流入率坂戸生活圏域
坂戸市（*） 35.9
鳩山町 11.1
毛呂山町 10.6
鶴ヶ島市 10.3流入率上尾生活圏域

上尾市（*） 37.1
桶川市 11.5
伊奈町 11.2

流入率寄居生活圏域
寄居町（*） 41.8
長瀞町 8.1
東秩父村 7.6

流入率所沢生活圏域
所沢市（*） 41.3
入間市 8.8
狭山市 8.3

流入率本庄生活圏域
本庄市（*） 54.2
上里町 22.4
美里町 20.1
神川町 19.7

流入率越谷生活圏域
越谷市（*） 41.1
松伏町 16.8
吉川市 9.4

H23.10.11　川口市と
鳩ヶ谷市は合併

（A）

（B）

ア　地元購買率 ：70％以上
イ　外部からの吸引 ：外部５市町村以上からそれぞれ10％以上
ア　地元購買率 ：80％以上
イ　外部からの吸引 ：外部３市町村以上からそれぞれ10％以上

①広域商圏都市

①第1次商圏 消費需要の30％以上を吸引している市町村
②第2次商圏 消費需要の10％以上30％未満を吸引している市町村
③第3次商圏 消費需要の5％以上10％未満を吸引している市町村

（A）

（B）

ア　地元購買率 ：60％以上
イ　外部からの吸引 ：外部２市町村以上からそれぞれ10％以上
ア　地元購買率 ：70％以上
イ　外部からの吸引：外部１市町村以上からそれぞれ10％以上

②準広域商圏都市

商圏レベル 商圏レベル決定基準

●中心都市の拠点性の評価
広域的・
狭域的

埼玉県  87.5% 88.6% 1.1  
　さいたま市 広 91.9% 92.8% 0.9  ○（注）
　川越市 広 96.5% 97.1% 0.6  ○
　熊谷市 広 100.0% 98.6% -1.4  ○
　川口市 狭 84.8% 83.7% -1.1  ×
　秩父市 広 97.3% 96.6% -0.7  ○
　所沢市 狭 85.0% 86.5% 1.5  ×
　本庄市 狭 101.6% 100.8% -0.8  ○
　東松山市 広 98.7% 98.6% -0.1  ○
　春日部市 狭 80.2% 82.0% 1.8  ×
　狭山市 狭 92.5% 93.9% 1.4  ×
　深谷市 広 92.5% 95.0% 2.5  ○
　上尾市 狭 82.9% 83.9% 1.0  ×
　越谷市 狭 83.8% 86.7% 2.9  ×
　久喜市 狭 92.6% 86.9% -5.7  ×
　坂戸市 狭 91.4% 92.2% 0.8  ×
　寄居町 狭 86.5% 88.4% 1.9  ×
注：H22年の昼夜人口比率は92.8％であるものの、政令指定都市であること、また区別
に見ると、大宮区138.7％、浦和区102.4％、岩槻区101.6％の3区は100％を超えてい
ることから、「拠点性がある」と評価。
資料：総務省「国勢調査」

拠点性評価
○ある ×ない

市町村名
H17年

昼夜間人口比率
H22年

昼夜間人口比率
H22－H17
ポイント

(注)商圏の設定基準については、調査品目のうち買物動向を最も典型的に反映している
と考えられるＢ群商品（呉服・帯、寝具、紳士服・紳士洋品雑貨、婦人服・婦人洋品雑貨、子
ども服・ベビー服、下着・肌着）についての消費者の購買地調査結果を踏まえて、次の方
法をもって商圏が設定されている。

注：現白岡市
資料：流入率は平成22年国勢調査、吸引率は平成22年度埼玉県の消費者動向、以下同じ

さいたま生活圏域 さいたま市商圏
構成市町村 流入率 構成市町村 吸引率

さいたま市 50.4
上尾市 20.3
伊奈町 19.5
蓮田市 19.5
白岡町（注） 15.5
桶川市 13.8
北本市 12.4
春日部市 11.5
鴻巣市 9.6
久喜市 9.4
蕨市 9.1
戸田市 7.9
宮代町 7.9

さいたま市 87.6
上尾市 31.1
伊奈町 23.2
蓮田市 30.8
白岡町（注） 13.7
桶川市 15.5
北本市 8.0
春日部市 7.7
 
 
 
 
 
川口市 8.7
志木市 8.3
越谷市 5.3

（単位：%、以下同じ）
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わが国経済は、一部に弱さが残るものの、このとこ
ろ持ち直しの動きがみられる。
先行きは、経済対策、金融政策の効果などを背景

に、マインドの改善にも支えられ、景気回復が期待さ
れている。
埼玉県経済は、弱い動きとなっているが、一部に下

げ止まりの動きもみられる。
先行きは、各種の政策効果から、回復が期待され

ている。
聞き取り調査を行った６業種中、現状（１～３月期）

の天気図は、「曇」が鉄鋼、建設、大型小売店、「小
雨」が一般機械、電気機械、輸送機械であった。
先行き（４～６月期）は、海外経済の下振れリスクが
懸念されるものの、消費税引き上げ前の駆け込み需
要もあり、生産は回復が期待される。天気図は、「薄
日」が建設、大型小売店、「曇」が一般機械、輸送機
械、鉄鋼、「小雨」が電気機械であった。
一般機械、輸送機械、建設、大型小売店の4業種

に、回復が期待されている。
主要業種の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、底打ち。
先行きは、緩やかながらも、持ち直してくると期待。
○電気機械の生産は、前年を下回る。
先行きは、ＴＶ関連の減産が継続され、前年を下
回る動きが続く。
○輸送機械は、昨年のエコカー補助金終了後、生
産・販売とも低調に推移。
先行きは、上向きの期待。
○鉄鋼の生産は、横ばい。
先行きは、緩やかに持ち直し。
○建設は、前年を上回る。
公共工事は、河川、道路、防災、減災関連工事など
を中心に、前年を上回る。先行きは、公共投資が各
種の政策効果から、引き続き前年を上回ると見込

まれる。
民間工事は、前年を上回る。工場や倉庫などにも
引き合い、受注がみられる。先行きは、消費税引
き上げ前の駆け込み需要の本格化から、前年を
上回る。
住宅は、マンション、戸建てとも、持ち直している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要に
期待。
○大型小売店販売は、百貨店・スーパーとも前年を
下回った。
先行きは、高額品に動きのみられる百貨店に上向
きの期待。

 
 

（1）一般機械…生産は底打ちから持ち直しへ
一般機械の生産は、昨年後半にかけて、緩やかに
減少していたが、遅くとも本年１～３月あたりで、ほぼ
底打ちしたとみられる。
工作機械関連は、欧州の景気減速や中国との関
係悪化などから、輸出が落ち込んでいたものの、年明
けには、一部で「３月期末をにらんで、前倒しで機械
設備の発注を受けた」ケースなどもあり、生産は下げ
止まっている。
一方、電機関連では、スマートフォン向けのケース

や液晶向けの部品などで、一部生産が好調な企業は
あるが、販売が落ち込んでいる薄型ＴＶ向けは、依然、
ほとんど動きがみられない。為替相場が円安方向に
転じたことで、輸出メリットが指摘される自動車関連
でも、これまでのところ、大型の機械設備を受注した
という話は聞かれない。
先行きは、ブラジルや豪州など、資源国からの受注

が減少している建設機械関連では、まだ慎重な見方
も残る。また、金型では、「ウォン高に苦しむ韓国など
から、国内へ回帰する形で、仕事の見積もりが来てい
る」といった話が聞かれたが、これまでに設備や人員
を絞り込んでいる企業も多く、すぐに生産増に結びつ
けるのは難しい状況にある。
しかし、米国をはじめとする海外経済の回復に加え
て、為替相場の円高修正も進んできており、工作機
械関連では、見積もりが増加している企業がみられる。
一般機械は、総じて輸出の寄与度が高いこともあり、
今後は、緩やかながらも、生産が持ち直してくると期
待される。

(2）電気機械…前年を下回る
１～３月期の生産は、総じて前年を下回った。
自動車関連は、前年を上回って推移しているもの
の、ＴＶ関連が引き続き前年を大幅に下回っており、

全体を押し下げている。
各社とも円高期に為替の影響を最小限に抑える
対策をとったものの、円安はドル、ユーロともに、利益
への貢献度が高い。
先行きもＴＶ関連の減産は引き続き実施され、生
産は前年を下回る動きが続くと見込まれている。
製品別でみると、薄型ＴＶは、製造品在庫、流通在
庫とも在庫調整は進んでいる。減産幅は縮小してき
ており、底打ち感がみられるものの、本格的な回復に
はまだ時間が必要である。
これからは２台目、３台目のＴＶ需要の喚起や、新
技術を活用した付加価値の高いＴＶ製品（３Ｄ、４Ｋ、
スマートＴＶや有機ＥＬなど）へ積極的に対応している
ものの、消費者の反応は今一つで、苦戦を強いられ
ている。
従来型のパソコンや携帯電話関連は動きが鈍い

が、タブレット型は堅調に推移している。
白物家電は、堅調に推移している。エアコンは国内
需要に一服感がみられるものの、中国向けのエアコ
ンは、2009年、10年の勢いはないが、コンスタントに
増加している。
消費者は、白物家電をはじめＬＥＤなど、省エネ型

の新製品・高機能モデル（インバーター式のエアコン、
省エネ型の冷蔵庫、ドラム式の洗濯機など）への需
要が根強い。
自動車向けは、北米向けを中心に順調に推移して
おり、先行きも引き続き順調に推移すると見込まれて
いる。

（3）輸送機械…低調
乗用車：エコカー補助金が終了した昨年９月以降、県
内の乗用車販売は全国と同様に低迷が続いている。
内訳をみると軽自動車は前年を上回り好調に推移
しているが、登録車（普通車、小型車）は前年比2ケ
タの減少となっている。１～３月期の県内の乗用車生
産も、登録車販売の減少を反映して低い水準にとど

まった。海外への生産シフトによる輸出の減少も影響
しているとみられる。
先行きもしばらく弱含みの動きが続くとみられるが、

７月にはホンダの寄居工場が小型車を集中生産する
工場として稼働するほか、初夏から秋には新型車が
投入されるとみられることから、上向きに転じること
が期待される。
トラック関連：トラックの生産も減少しているが、乗用
車ほどの落ち込みではない。東南アジアなど海外需
要が引き続き強いことや、復興需要の影響があると
みられる。
先行きも、海外景気が回復の方向にあることから
比較的順調に推移するとみられる。
部品メーカー：乗用車部品メーカーの生産は、乗用
車生産が低迷しているため低調に推移している。収
益面では、乗用車の売れ筋が小型化・低価格化して
いるため、部品単価が下落し受注額は減少気味で、
利幅も小さく収益面も厳しいようだ。為替相場が円安
に進み輸出採算の改善が見込まれるが、部品メー
カーでは完成車メーカーに比べ為替の影響は大きく
ないという。
トラック部品メーカーは、工場のフル稼働が続いた
ところがある一方で、稼働が落ちているところもある。
完成車メーカーの生産にバラツキがあるためとみら
れる。
先行きの部品メーカーの生産は、現状程度の水準

で推移するとみられる。生産の回復は、乗用車の新
型車が投入される夏場以降になると思われる。

（4）鉄鋼…生産は横ばいから持ち直しへ
棒鋼の生産は、総じて横ばいで推移している。
足元では、製造業の能力増強投資といった、前向

きの設備投資は、ほとんどみられないが、介護・福祉
関連の建設は比較的堅調で、高速道路のＩＣ周辺な
どを中心に、物流拠点の整備も続いている。
また、昨年の秋口以降、首都圏の商業ビルプロジェ
クトは、徐々に動き始めているものの、東日本大震災
の復興需要を受けて、鉄筋型枠工などの建設作業員
が不足する状況が続いており、実際の工事の進捗に
は遅れがみられる。
こうしたなか、電気料金引き上げに、スクラップ価
格の上昇も加わり、業績面は苦しい。
先行きは、2014年４月の消費税引き上げを控えて、
首都圏の住宅建設もピッチが上がってくるとみられ、
棒鋼の生産は緩やかに持ち直していこう。しかし、中
国や韓国など海外経済の動向次第で、スクラップ価
格がこれまで以上に上昇するようだと、収益面は厳し
い状況が続く。
鋳物の生産は、昨年の末頃にかけて減少していた

が、足元ではほぼ底打ちしたとみられる。トラックや建
設機械向けなどの一部に動きがあるものの、資源国
向けの大型機械等の受注は止まっている。
先行きは、米国経済が回復に向かうなど、若干明

るさも見えてきており、工作機械向けなどがリードす
る形で、今後、生産は持ち直すとみられる。
鉄鉱石や石炭の価格が上昇に転じたことで、今後、
原材料となる鋳物用銑鉄の価格も上昇が見込まれ
る。比較的安価で良質なロシア産銑鉄の輸入など、
対応策も進められているものの、製品価格への転嫁
が困難な状況は変わらず、収益面は厳しい状況が
続こう。

（5）建設…前年を上回る
建設は、前年を20％程度上回って推移した。
公共工事：１～３月期は、河川、道路、堤防などの改修

や補修工事、防災・減災関連工事などが中心で、前
年を上回った。先行きは公共投資は各種の政策効果
から、前年より増加すると見込まれている。
民間工事：１～３月期は、前年を上回った。工事案件は、
引き続き福祉関係施設が中心。ただ、昨年秋口以降、
消費税の引き上げを意識し、老朽化した建物の大型
修繕・更新案件、高速道路のＩＣ周辺の物流倉庫の
案件などの引き合いがあった。年明けから、受注に至
るケースもみられる。
資材価格は、やや強含みの動きがみられる。今後、
復興需要の本格化、インフラ維持などの公共投資の
実施、景気回復を見込んだ民間工事の増加などが見
込まれ、事前に建設資材の在庫を積み増す動きがみ
られる。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要が本
格化してくることから、引き続き前年を上回ると見込
まれている。
住宅：住宅は、１～３月期は前年並みからやや前年を
上回り、持ち直しているものの、消費税引き上げ前の
駆け込み需要はみられなかった。消費税引き上げ前
の駆け込み需要は、早ければ４～６月期から顕在化し、
夏から秋にかけて本格化してくるとみている。マン
ションなどでは鉄筋工や型枠工の不足を心配してい
る。不足すると工期を厳守するためには、割増賃金が
発生し、収益が厳しくなることが予想される。
戸建、マンション業者ともに、工期から逆算して、適
地の確保を積極化している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要を見
込んでいる。業界では、駆け込み需要一巡後も、２～３
年で需要は回復してくるとみている。消費税引き上げ
後に、住宅を購入しようとする消費者にとって、消費
税10％は当然のことであり、購入意欲には影響しな
いとみている。
住宅ローンは既に低金利となっているが、一段の
金融緩和により、さらに先行き住宅ローン金利の低
下を予測し、物件の購入を控えている消費者もいる。

（6）大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：１～３月期の百貨店の売上は、前年を下回っ
たが、月を追うごとに減少幅は縮小している。３月に
入り暖かくなり、春物衣料に動きが出ているほか、会
員向けセールの売上が増加するなど、持ち直しの兆
しがみられる。また、宝飾品や貴金属などの高額品の
売上が前年を上回るといった動きや、顧客の購買単
価の上昇もみられた。
一方、スーパー等の競合店の新規出店やリニュー

アルオープンにより、競合が激しくなり、食料品の売
上が減少するといった動きもあった。
株価の上昇や景気回復への期待感から、消費者

の動きにもわずかだが変化がみられる。目的以外の
ものは買わないといった行動に変化はないが、安いも
の一辺倒ではなく、価値のあるものや気に入ったもの
は購入するといった変化がみられる。
先行きは、景気回復への期待は大きく、上向くこと

が期待される。
スーパー：１～３月期のスーパーの売上は、既存店
ベース、全店ベースともに前年を下回った模様だ。
スーパーの新規出店が増えているが、既存店の売上
減少を補えなかった。
高額品に対する消費者の動きとは対照的に、生活
必需品では低価格志向が根強く、消費者の生活防
衛意識も依然として高い。昨年以降、スーパーでは
値下げを実施しているが消費者の買い上げ増には
結びついていない。競合店の出店や、コンビニ、ド
ラッグストアとの競合が激しくなっていることも一因
とみられる。
ただ３月に入り、春物商品に動きが出るなど変化の
兆しはある。消費者にとっては、まだ景気の回復実感
は薄いが、閉そく感のある買い物から、期待感のある
買い物に変わりつつある。
先行きについては、期待は大きいが、消費者の
所得増がみえるまでは、現状程度で推移するとみ
られる。

●推定した６生活圏域図

②川越生活圏域
生活圏域に対する商圏の合致率は約86％。
生活圏域に入る日高市は商圏から外れている。

③熊谷生活圏域
生活圏域に対する商圏の合致率は100％。
商圏は13市町村で構成され、広範囲にわたって

いる。

④秩父生活圏域
生活圏域に対する商圏の合致率は100％。
構成市町の範囲も全て合致している。

⑤東松山生活圏域
生活圏域に対する商圏の合致率は100％。
商圏は11市町村で構成され、広範囲にわたって

いる。

⑥深谷生活圏域
生活圏域に対する商圏の合致率は80％。
生活圏域に入る本庄市は商圏から外れている。

商圏は8市町村で構成され、広範囲にわたっている。

⑦本庄生活圏域
生活圏域に対する商圏の合致率は100％。
商圏は6市町で構成されている。

総合的に見ると、7生活圏域（構成市町数累計
46）に対する商圏（合致市町数39）の合致率は、約
85％と高くなっている。

生活圏域の推定と今後の課題
生活圏域の推定に際し、熊谷生活圏域と深谷生

活圏域においては、両中心都市が隣接し、構成市町
の多くが重複していることから、熊谷・深谷生活圏域
として一本化した。
また、各生活圏域の中で重複する市町（本庄市、
鳩山町、長瀞町、美里町、寄居町）については、通勤
通学動向における中心都市への流入率、買物動向
における中心都市への吸引率を考慮して、入るべき
生活圏域を決定した。
その結果、下表のとおり、さいたま生活圏域、川越
生活圏域、熊谷・深谷生活圏域、秩父生活圏域、本
庄生活圏域、東松山生活圏域を推定した。
各生活圏域の人口は、最小100千人強～最大

2,500千人弱と幅があるものの、面積は、最大の秩
父生活圏域でも半径17kmの円に例えられ、中心都
市まで車で1時間以内に移動できる範囲になると思
われる。

この6生活圏域を構成する市町数は39で、平成
22年国勢調査時市町村数64の約61％を占めて
いる。
東京からのkm圏別に見ると、50km圏以遠の地

域では、羽生市、加須市、越生町、東秩父村の4市町
村を除き生活圏域の範疇に入った。これらの圏域は、
東京の影響が少ないことから、ニーズ等の共有化が
図られ、地域づくりを一体となって取り組むこと（広
域行政の推進）がより可能となろう。
一方、50km圏以内では、生活圏域に入らない市

町数が21にものぼった。これら市町の地域は、東京
へのアクセスの良さから、東京への通勤通学あるい
は買物の流出率が高く、何かにつけて東京の影響が
大である地域であり、埼玉県固有のニーズというよ
りもむしろ東京と共有するニーズが多くなっているよ
うに思われる。このため、これらの地域で広域行政を
より推進するためには、5ページの「狭域的な生活圏
域の抽出」で述べたように、生活圏域が狭域化して
いるという特徴を認識するとともに、東京との間で
ニーズの共有化をより図るようにすること（例えば、
九都県市首脳会議の活用強化、行政間の個別連
携・調整）が課題となろう。

川越生活圏域 川越商圏
構成市町村 流入率 構成市町村 吸引率

川越市 47.7
川島町 18.1
鶴ヶ島市 16.5
坂戸市 12.0
ふじみ野市 9.5
日高市 8.0
鳩山町 7.9

川越市 74.0
川島町 30.7
鶴ヶ島市 14.5
坂戸市 10.1
ふじみ野市 8.4
 
鳩山町 7.3
毛呂山町 12.0
越生町 9.2
吉見町 5.4
富士見市 5.0

東松山生活圏域 東松山商圏
構成市町村 流入率 構成市町村 吸引率

東松山市 45.2
滑川町 16.9
吉見町 15.9
嵐山町 11.8
ときがわ町 9.2
小川町 8.7
鳩山町 8.4

東松山市 75.4
滑川町 41.8
吉見町 62.6
嵐山町 27.3
ときがわ町 22.8
小川町 11.0
鳩山町 21.9
川島町 21.0
東秩父村 14.6
毛呂山町 10.9
越生町 5.5

深谷生活圏域 深谷商圏
構成市町村 流入率 構成市町村 吸引率

深谷市 56.7
寄居町 13.5
美里町 10.2
本庄市 8.0
熊谷市 7.7

深谷市 62.8
寄居町 41.6
美里町 6.5

熊谷市 6.9
長瀞町 17.7
東秩父村 11.0
皆野町 6.7
小川町 5.4

生活圏域名 構成市町村名（順不同） 人口（千人）面積（㎢）

さいたま

さいたま市、上尾市、伊奈町、蓮田市、
白岡町（現白岡市）、桶川市、北本市、
春日部市、鴻巣市、久喜市、蕨市、戸田市、
宮代町

東松山市、滑川町、吉見町、嵐山町、
ときがわ町、小川町、鳩山町

川越市、川島町、鶴ヶ島市、坂戸市、
ふじみ野市、日高市
熊谷市、深谷市、寄居町、行田市
秩父市、横瀬町、小鹿野町、皆野町、長瀞町
本庄市、上里町、美里町、神川町

2,485 630

川越 700 272

熊谷・深谷
秩父
本庄

469
108
139

430
893
200

東松山 208 305

本庄生活圏域 本庄商圏
構成市町村 流入率 構成市町村 吸引率

本庄市 54.2
上里町 22.4
美里町 20.1
神川町 19.7

本庄市 64.0
上里町 19.0
美里町 57.8
神川町 36.3
深谷市 6.1
長瀞町 5.1

熊谷生活圏域 熊谷商圏
構成市町村 流入率 構成市町村 吸引率

熊谷市 56.8
深谷市 14.2
行田市 12.1
寄居町 8.0
長瀞町 7.6

熊谷市 71.9
深谷市 8.9
行田市 11.5
寄居町 5.8
長瀞町 11.4
嵐山町 16.1
皆野町 12.0
滑川町 10.9
小川町 9.0
東秩父村 8.5
秩父市 8.5
横瀬町 7.3
小鹿野町 5.6

秩父生活圏域 秩父商圏
構成市町村 流入率 構成市町村 吸引率

秩父市 71.5
横瀬町 34.3
小鹿野町 26.3
皆野町 25.4
長瀞町 12.2

秩父市 70.5
横瀬町 57.7
小鹿野町 71.5
皆野町 57.9
長瀞町 24.6

●推定した生活圏域の構成市町村・人口・面積

㎞圏別 市町村名（順不同）
10～20km圏

20～30km圏

30～40km圏
40～50km圏
50～60km圏
60～70km圏
70km以遠圏

川口市、草加市、鳩ヶ谷市、和光市、八潮市、三郷市
三芳町、所沢市、朝霞市、志木市、新座市、富士見市、松伏町、
吉川市、越谷市
狭山市、入間市、杉戸町
飯能市、毛呂山町、幸手市
加須市、羽生市、越生町
東秩父村

●生活圏域に入らなかった市町村（下図の白地）

上里町

神川町

本庄市
深谷市

美里町

皆野町

小鹿野町

秩父市

横瀬町

小川町

ときがわ町

飯能市

寄居町

熊谷市

行田市

羽生市

加須市

滑川町

長瀞町

東秩父村 嵐山町

越生町

鳩山町 川島町

吉見町

鴻巣市

東松山市

坂戸市

毛呂山町

日高市

鶴ヶ島市

川越市

ふじみ野市
狭山市

入間市
所沢市

三芳町

富士見市
志木市

朝霞市

新座市和光市
戸田市
蕨市

南区
桜区

浦和区
緑区中央区

西区 大宮区
見沼区

北区

上尾市

川口市

鳩ヶ谷市

草加市

八潮市

三郷市

吉川市
越谷市

松伏町岩槻区

春日部市
蓮田市伊奈町桶川市

北本市 白岡町
宮代町

杉戸町

幸手市久喜市

本庄生活圏域

熊谷・深谷生活圏域

東松山生活圏域

さいたま生活圏域

秩父生活圏域

川越生活圏域
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わが国経済は、一部に弱さが残るものの、このとこ
ろ持ち直しの動きがみられる。
先行きは、経済対策、金融政策の効果などを背景

に、マインドの改善にも支えられ、景気回復が期待さ
れている。
埼玉県経済は、弱い動きとなっているが、一部に下

げ止まりの動きもみられる。
先行きは、各種の政策効果から、回復が期待され

ている。
聞き取り調査を行った６業種中、現状（１～３月期）

の天気図は、「曇」が鉄鋼、建設、大型小売店、「小
雨」が一般機械、電気機械、輸送機械であった。
先行き（４～６月期）は、海外経済の下振れリスクが
懸念されるものの、消費税引き上げ前の駆け込み需
要もあり、生産は回復が期待される。天気図は、「薄
日」が建設、大型小売店、「曇」が一般機械、輸送機
械、鉄鋼、「小雨」が電気機械であった。
一般機械、輸送機械、建設、大型小売店の4業種

に、回復が期待されている。
主要業種の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、底打ち。
先行きは、緩やかながらも、持ち直してくると期待。
○電気機械の生産は、前年を下回る。
先行きは、ＴＶ関連の減産が継続され、前年を下
回る動きが続く。
○輸送機械は、昨年のエコカー補助金終了後、生
産・販売とも低調に推移。
先行きは、上向きの期待。
○鉄鋼の生産は、横ばい。
先行きは、緩やかに持ち直し。
○建設は、前年を上回る。
公共工事は、河川、道路、防災、減災関連工事など
を中心に、前年を上回る。先行きは、公共投資が各
種の政策効果から、引き続き前年を上回ると見込

まれる。
民間工事は、前年を上回る。工場や倉庫などにも
引き合い、受注がみられる。先行きは、消費税引
き上げ前の駆け込み需要の本格化から、前年を
上回る。
住宅は、マンション、戸建てとも、持ち直している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要に
期待。
○大型小売店販売は、百貨店・スーパーとも前年を
下回った。
先行きは、高額品に動きのみられる百貨店に上向
きの期待。

 
 

（1）一般機械…生産は底打ちから持ち直しへ
一般機械の生産は、昨年後半にかけて、緩やかに
減少していたが、遅くとも本年１～３月あたりで、ほぼ
底打ちしたとみられる。
工作機械関連は、欧州の景気減速や中国との関
係悪化などから、輸出が落ち込んでいたものの、年明
けには、一部で「３月期末をにらんで、前倒しで機械
設備の発注を受けた」ケースなどもあり、生産は下げ
止まっている。
一方、電機関連では、スマートフォン向けのケース

や液晶向けの部品などで、一部生産が好調な企業は
あるが、販売が落ち込んでいる薄型ＴＶ向けは、依然、
ほとんど動きがみられない。為替相場が円安方向に
転じたことで、輸出メリットが指摘される自動車関連
でも、これまでのところ、大型の機械設備を受注した
という話は聞かれない。
先行きは、ブラジルや豪州など、資源国からの受注

が減少している建設機械関連では、まだ慎重な見方
も残る。また、金型では、「ウォン高に苦しむ韓国など
から、国内へ回帰する形で、仕事の見積もりが来てい
る」といった話が聞かれたが、これまでに設備や人員
を絞り込んでいる企業も多く、すぐに生産増に結びつ
けるのは難しい状況にある。
しかし、米国をはじめとする海外経済の回復に加え
て、為替相場の円高修正も進んできており、工作機
械関連では、見積もりが増加している企業がみられる。
一般機械は、総じて輸出の寄与度が高いこともあり、
今後は、緩やかながらも、生産が持ち直してくると期
待される。

(2）電気機械…前年を下回る
１～３月期の生産は、総じて前年を下回った。
自動車関連は、前年を上回って推移しているもの
の、ＴＶ関連が引き続き前年を大幅に下回っており、

全体を押し下げている。
各社とも円高期に為替の影響を最小限に抑える
対策をとったものの、円安はドル、ユーロともに、利益
への貢献度が高い。
先行きもＴＶ関連の減産は引き続き実施され、生
産は前年を下回る動きが続くと見込まれている。
製品別でみると、薄型ＴＶは、製造品在庫、流通在
庫とも在庫調整は進んでいる。減産幅は縮小してき
ており、底打ち感がみられるものの、本格的な回復に
はまだ時間が必要である。
これからは２台目、３台目のＴＶ需要の喚起や、新
技術を活用した付加価値の高いＴＶ製品（３Ｄ、４Ｋ、
スマートＴＶや有機ＥＬなど）へ積極的に対応している
ものの、消費者の反応は今一つで、苦戦を強いられ
ている。
従来型のパソコンや携帯電話関連は動きが鈍い

が、タブレット型は堅調に推移している。
白物家電は、堅調に推移している。エアコンは国内
需要に一服感がみられるものの、中国向けのエアコ
ンは、2009年、10年の勢いはないが、コンスタントに
増加している。
消費者は、白物家電をはじめＬＥＤなど、省エネ型

の新製品・高機能モデル（インバーター式のエアコン、
省エネ型の冷蔵庫、ドラム式の洗濯機など）への需
要が根強い。
自動車向けは、北米向けを中心に順調に推移して
おり、先行きも引き続き順調に推移すると見込まれて
いる。

（3）輸送機械…低調
乗用車：エコカー補助金が終了した昨年９月以降、県
内の乗用車販売は全国と同様に低迷が続いている。
内訳をみると軽自動車は前年を上回り好調に推移
しているが、登録車（普通車、小型車）は前年比2ケ
タの減少となっている。１～３月期の県内の乗用車生
産も、登録車販売の減少を反映して低い水準にとど

まった。海外への生産シフトによる輸出の減少も影響
しているとみられる。
先行きもしばらく弱含みの動きが続くとみられるが、

７月にはホンダの寄居工場が小型車を集中生産する
工場として稼働するほか、初夏から秋には新型車が
投入されるとみられることから、上向きに転じること
が期待される。
トラック関連：トラックの生産も減少しているが、乗用
車ほどの落ち込みではない。東南アジアなど海外需
要が引き続き強いことや、復興需要の影響があると
みられる。
先行きも、海外景気が回復の方向にあることから
比較的順調に推移するとみられる。
部品メーカー：乗用車部品メーカーの生産は、乗用
車生産が低迷しているため低調に推移している。収
益面では、乗用車の売れ筋が小型化・低価格化して
いるため、部品単価が下落し受注額は減少気味で、
利幅も小さく収益面も厳しいようだ。為替相場が円安
に進み輸出採算の改善が見込まれるが、部品メー
カーでは完成車メーカーに比べ為替の影響は大きく
ないという。
トラック部品メーカーは、工場のフル稼働が続いた
ところがある一方で、稼働が落ちているところもある。
完成車メーカーの生産にバラツキがあるためとみら
れる。
先行きの部品メーカーの生産は、現状程度の水準

で推移するとみられる。生産の回復は、乗用車の新
型車が投入される夏場以降になると思われる。

（4）鉄鋼…生産は横ばいから持ち直しへ
棒鋼の生産は、総じて横ばいで推移している。
足元では、製造業の能力増強投資といった、前向

きの設備投資は、ほとんどみられないが、介護・福祉
関連の建設は比較的堅調で、高速道路のＩＣ周辺な
どを中心に、物流拠点の整備も続いている。
また、昨年の秋口以降、首都圏の商業ビルプロジェ
クトは、徐々に動き始めているものの、東日本大震災
の復興需要を受けて、鉄筋型枠工などの建設作業員
が不足する状況が続いており、実際の工事の進捗に
は遅れがみられる。
こうしたなか、電気料金引き上げに、スクラップ価
格の上昇も加わり、業績面は苦しい。
先行きは、2014年４月の消費税引き上げを控えて、
首都圏の住宅建設もピッチが上がってくるとみられ、
棒鋼の生産は緩やかに持ち直していこう。しかし、中
国や韓国など海外経済の動向次第で、スクラップ価
格がこれまで以上に上昇するようだと、収益面は厳し
い状況が続く。
鋳物の生産は、昨年の末頃にかけて減少していた

が、足元ではほぼ底打ちしたとみられる。トラックや建
設機械向けなどの一部に動きがあるものの、資源国
向けの大型機械等の受注は止まっている。
先行きは、米国経済が回復に向かうなど、若干明

るさも見えてきており、工作機械向けなどがリードす
る形で、今後、生産は持ち直すとみられる。
鉄鉱石や石炭の価格が上昇に転じたことで、今後、
原材料となる鋳物用銑鉄の価格も上昇が見込まれ
る。比較的安価で良質なロシア産銑鉄の輸入など、
対応策も進められているものの、製品価格への転嫁
が困難な状況は変わらず、収益面は厳しい状況が
続こう。

（5）建設…前年を上回る
建設は、前年を20％程度上回って推移した。
公共工事：１～３月期は、河川、道路、堤防などの改修

や補修工事、防災・減災関連工事などが中心で、前
年を上回った。先行きは公共投資は各種の政策効果
から、前年より増加すると見込まれている。
民間工事：１～３月期は、前年を上回った。工事案件は、
引き続き福祉関係施設が中心。ただ、昨年秋口以降、
消費税の引き上げを意識し、老朽化した建物の大型
修繕・更新案件、高速道路のＩＣ周辺の物流倉庫の
案件などの引き合いがあった。年明けから、受注に至
るケースもみられる。
資材価格は、やや強含みの動きがみられる。今後、
復興需要の本格化、インフラ維持などの公共投資の
実施、景気回復を見込んだ民間工事の増加などが見
込まれ、事前に建設資材の在庫を積み増す動きがみ
られる。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要が本
格化してくることから、引き続き前年を上回ると見込
まれている。
住宅：住宅は、１～３月期は前年並みからやや前年を
上回り、持ち直しているものの、消費税引き上げ前の
駆け込み需要はみられなかった。消費税引き上げ前
の駆け込み需要は、早ければ４～６月期から顕在化し、
夏から秋にかけて本格化してくるとみている。マン
ションなどでは鉄筋工や型枠工の不足を心配してい
る。不足すると工期を厳守するためには、割増賃金が
発生し、収益が厳しくなることが予想される。
戸建、マンション業者ともに、工期から逆算して、適
地の確保を積極化している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要を見
込んでいる。業界では、駆け込み需要一巡後も、２～３
年で需要は回復してくるとみている。消費税引き上げ
後に、住宅を購入しようとする消費者にとって、消費
税10％は当然のことであり、購入意欲には影響しな
いとみている。
住宅ローンは既に低金利となっているが、一段の
金融緩和により、さらに先行き住宅ローン金利の低
下を予測し、物件の購入を控えている消費者もいる。

（6）大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：１～３月期の百貨店の売上は、前年を下回っ
たが、月を追うごとに減少幅は縮小している。３月に
入り暖かくなり、春物衣料に動きが出ているほか、会
員向けセールの売上が増加するなど、持ち直しの兆
しがみられる。また、宝飾品や貴金属などの高額品の
売上が前年を上回るといった動きや、顧客の購買単
価の上昇もみられた。
一方、スーパー等の競合店の新規出店やリニュー

アルオープンにより、競合が激しくなり、食料品の売
上が減少するといった動きもあった。
株価の上昇や景気回復への期待感から、消費者

の動きにもわずかだが変化がみられる。目的以外の
ものは買わないといった行動に変化はないが、安いも
の一辺倒ではなく、価値のあるものや気に入ったもの
は購入するといった変化がみられる。
先行きは、景気回復への期待は大きく、上向くこと

が期待される。
スーパー：１～３月期のスーパーの売上は、既存店
ベース、全店ベースともに前年を下回った模様だ。
スーパーの新規出店が増えているが、既存店の売上
減少を補えなかった。
高額品に対する消費者の動きとは対照的に、生活
必需品では低価格志向が根強く、消費者の生活防
衛意識も依然として高い。昨年以降、スーパーでは
値下げを実施しているが消費者の買い上げ増には
結びついていない。競合店の出店や、コンビニ、ド
ラッグストアとの競合が激しくなっていることも一因
とみられる。
ただ３月に入り、春物商品に動きが出るなど変化の
兆しはある。消費者にとっては、まだ景気の回復実感
は薄いが、閉そく感のある買い物から、期待感のある
買い物に変わりつつある。
先行きについては、期待は大きいが、消費者の
所得増がみえるまでは、現状程度で推移するとみ
られる。

●推定した６生活圏域図

②川越生活圏域
生活圏域に対する商圏の合致率は約86％。
生活圏域に入る日高市は商圏から外れている。

③熊谷生活圏域
生活圏域に対する商圏の合致率は100％。
商圏は13市町村で構成され、広範囲にわたって

いる。

④秩父生活圏域
生活圏域に対する商圏の合致率は100％。
構成市町の範囲も全て合致している。

⑤東松山生活圏域
生活圏域に対する商圏の合致率は100％。
商圏は11市町村で構成され、広範囲にわたって

いる。

⑥深谷生活圏域
生活圏域に対する商圏の合致率は80％。
生活圏域に入る本庄市は商圏から外れている。

商圏は8市町村で構成され、広範囲にわたっている。

⑦本庄生活圏域
生活圏域に対する商圏の合致率は100％。
商圏は6市町で構成されている。

総合的に見ると、7生活圏域（構成市町数累計
46）に対する商圏（合致市町数39）の合致率は、約
85％と高くなっている。

生活圏域の推定と今後の課題
生活圏域の推定に際し、熊谷生活圏域と深谷生

活圏域においては、両中心都市が隣接し、構成市町
の多くが重複していることから、熊谷・深谷生活圏域
として一本化した。
また、各生活圏域の中で重複する市町（本庄市、
鳩山町、長瀞町、美里町、寄居町）については、通勤
通学動向における中心都市への流入率、買物動向
における中心都市への吸引率を考慮して、入るべき
生活圏域を決定した。
その結果、下表のとおり、さいたま生活圏域、川越
生活圏域、熊谷・深谷生活圏域、秩父生活圏域、本
庄生活圏域、東松山生活圏域を推定した。
各生活圏域の人口は、最小100千人強～最大

2,500千人弱と幅があるものの、面積は、最大の秩
父生活圏域でも半径17kmの円に例えられ、中心都
市まで車で1時間以内に移動できる範囲になると思
われる。

この6生活圏域を構成する市町数は39で、平成
22年国勢調査時市町村数64の約61％を占めて
いる。
東京からのkm圏別に見ると、50km圏以遠の地

域では、羽生市、加須市、越生町、東秩父村の4市町
村を除き生活圏域の範疇に入った。これらの圏域は、
東京の影響が少ないことから、ニーズ等の共有化が
図られ、地域づくりを一体となって取り組むこと（広
域行政の推進）がより可能となろう。
一方、50km圏以内では、生活圏域に入らない市

町数が21にものぼった。これら市町の地域は、東京
へのアクセスの良さから、東京への通勤通学あるい
は買物の流出率が高く、何かにつけて東京の影響が
大である地域であり、埼玉県固有のニーズというよ
りもむしろ東京と共有するニーズが多くなっているよ
うに思われる。このため、これらの地域で広域行政を
より推進するためには、5ページの「狭域的な生活圏
域の抽出」で述べたように、生活圏域が狭域化して
いるという特徴を認識するとともに、東京との間で
ニーズの共有化をより図るようにすること（例えば、
九都県市首脳会議の活用強化、行政間の個別連
携・調整）が課題となろう。

川越生活圏域 川越商圏
構成市町村 流入率 構成市町村 吸引率

川越市 47.7
川島町 18.1
鶴ヶ島市 16.5
坂戸市 12.0
ふじみ野市 9.5
日高市 8.0
鳩山町 7.9

川越市 74.0
川島町 30.7
鶴ヶ島市 14.5
坂戸市 10.1
ふじみ野市 8.4
 
鳩山町 7.3
毛呂山町 12.0
越生町 9.2
吉見町 5.4
富士見市 5.0

東松山生活圏域 東松山商圏
構成市町村 流入率 構成市町村 吸引率

東松山市 45.2
滑川町 16.9
吉見町 15.9
嵐山町 11.8
ときがわ町 9.2
小川町 8.7
鳩山町 8.4

東松山市 75.4
滑川町 41.8
吉見町 62.6
嵐山町 27.3
ときがわ町 22.8
小川町 11.0
鳩山町 21.9
川島町 21.0
東秩父村 14.6
毛呂山町 10.9
越生町 5.5

深谷生活圏域 深谷商圏
構成市町村 流入率 構成市町村 吸引率

深谷市 56.7
寄居町 13.5
美里町 10.2
本庄市 8.0
熊谷市 7.7

深谷市 62.8
寄居町 41.6
美里町 6.5

熊谷市 6.9
長瀞町 17.7
東秩父村 11.0
皆野町 6.7
小川町 5.4

生活圏域名 構成市町村名（順不同） 人口（千人）面積（㎢）

さいたま

さいたま市、上尾市、伊奈町、蓮田市、
白岡町（現白岡市）、桶川市、北本市、
春日部市、鴻巣市、久喜市、蕨市、戸田市、
宮代町

東松山市、滑川町、吉見町、嵐山町、
ときがわ町、小川町、鳩山町

川越市、川島町、鶴ヶ島市、坂戸市、
ふじみ野市、日高市
熊谷市、深谷市、寄居町、行田市
秩父市、横瀬町、小鹿野町、皆野町、長瀞町
本庄市、上里町、美里町、神川町

2,485 630

川越 700 272

熊谷・深谷
秩父
本庄

469
108
139

430
893
200

東松山 208 305

本庄生活圏域 本庄商圏
構成市町村 流入率 構成市町村 吸引率

本庄市 54.2
上里町 22.4
美里町 20.1
神川町 19.7

本庄市 64.0
上里町 19.0
美里町 57.8
神川町 36.3
深谷市 6.1
長瀞町 5.1

熊谷生活圏域 熊谷商圏
構成市町村 流入率 構成市町村 吸引率

熊谷市 56.8
深谷市 14.2
行田市 12.1
寄居町 8.0
長瀞町 7.6

熊谷市 71.9
深谷市 8.9
行田市 11.5
寄居町 5.8
長瀞町 11.4
嵐山町 16.1
皆野町 12.0
滑川町 10.9
小川町 9.0
東秩父村 8.5
秩父市 8.5
横瀬町 7.3
小鹿野町 5.6

秩父生活圏域 秩父商圏
構成市町村 流入率 構成市町村 吸引率

秩父市 71.5
横瀬町 34.3
小鹿野町 26.3
皆野町 25.4
長瀞町 12.2

秩父市 70.5
横瀬町 57.7
小鹿野町 71.5
皆野町 57.9
長瀞町 24.6

●推定した生活圏域の構成市町村・人口・面積

㎞圏別 市町村名（順不同）
10～20km圏

20～30km圏

30～40km圏
40～50km圏
50～60km圏
60～70km圏
70km以遠圏

川口市、草加市、鳩ヶ谷市、和光市、八潮市、三郷市
三芳町、所沢市、朝霞市、志木市、新座市、富士見市、松伏町、
吉川市、越谷市
狭山市、入間市、杉戸町
飯能市、毛呂山町、幸手市
加須市、羽生市、越生町
東秩父村

●生活圏域に入らなかった市町村（下図の白地）

上里町

神川町

本庄市
深谷市

美里町

皆野町

小鹿野町

秩父市

横瀬町

小川町

ときがわ町

飯能市

寄居町

熊谷市

行田市

羽生市

加須市

滑川町

長瀞町

東秩父村 嵐山町

越生町

鳩山町 川島町

吉見町

鴻巣市

東松山市

坂戸市

毛呂山町

日高市

鶴ヶ島市

川越市

ふじみ野市
狭山市

入間市
所沢市

三芳町

富士見市
志木市

朝霞市

新座市和光市
戸田市
蕨市

南区
桜区

浦和区
緑区中央区

西区 大宮区
見沼区

北区

上尾市

川口市

鳩ヶ谷市

草加市

八潮市

三郷市

吉川市
越谷市

松伏町岩槻区

春日部市
蓮田市伊奈町桶川市

北本市 白岡町
宮代町

杉戸町

幸手市久喜市

本庄生活圏域

熊谷・深谷生活圏域

東松山生活圏域

さいたま生活圏域

秩父生活圏域

川越生活圏域
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調査

Research
埼玉県における産業動向と見通し
生産は下げ止まりの動き、先行きは回復が期待される

わが国経済は、一部に弱さが残るものの、このとこ
ろ持ち直しの動きがみられる。
先行きは、経済対策、金融政策の効果などを背景

に、マインドの改善にも支えられ、景気回復が期待さ
れている。
埼玉県経済は、弱い動きとなっているが、一部に下

げ止まりの動きもみられる。
先行きは、各種の政策効果から、回復が期待され

ている。
聞き取り調査を行った６業種中、現状（１～３月期）

の天気図は、「曇」が鉄鋼、建設、大型小売店、「小
雨」が一般機械、電気機械、輸送機械であった。
先行き（４～６月期）は、海外経済の下振れリスクが
懸念されるものの、消費税引き上げ前の駆け込み需
要もあり、生産は回復が期待される。天気図は、「薄
日」が建設、大型小売店、「曇」が一般機械、輸送機
械、鉄鋼、「小雨」が電気機械であった。
一般機械、輸送機械、建設、大型小売店の4業種

に、回復が期待されている。
主要業種の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、底打ち。
先行きは、緩やかながらも、持ち直してくると期待。
○電気機械の生産は、前年を下回る。
先行きは、ＴＶ関連の減産が継続され、前年を下
回る動きが続く。
○輸送機械は、昨年のエコカー補助金終了後、生
産・販売とも低調に推移。
先行きは、上向きの期待。
○鉄鋼の生産は、横ばい。
先行きは、緩やかに持ち直し。
○建設は、前年を上回る。
公共工事は、河川、道路、防災、減災関連工事など
を中心に、前年を上回る。先行きは、公共投資が各
種の政策効果から、引き続き前年を上回ると見込

まれる。
民間工事は、前年を上回る。工場や倉庫などにも
引き合い、受注がみられる。先行きは、消費税引
き上げ前の駆け込み需要の本格化から、前年を
上回る。
住宅は、マンション、戸建てとも、持ち直している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要に
期待。
○大型小売店販売は、百貨店・スーパーとも前年を
下回った。
先行きは、高額品に動きのみられる百貨店に上向
きの期待。

 
 

（1）一般機械…生産は底打ちから持ち直しへ
一般機械の生産は、昨年後半にかけて、緩やかに
減少していたが、遅くとも本年１～３月あたりで、ほぼ
底打ちしたとみられる。
工作機械関連は、欧州の景気減速や中国との関
係悪化などから、輸出が落ち込んでいたものの、年明
けには、一部で「３月期末をにらんで、前倒しで機械
設備の発注を受けた」ケースなどもあり、生産は下げ
止まっている。
一方、電機関連では、スマートフォン向けのケース

や液晶向けの部品などで、一部生産が好調な企業は
あるが、販売が落ち込んでいる薄型ＴＶ向けは、依然、
ほとんど動きがみられない。為替相場が円安方向に
転じたことで、輸出メリットが指摘される自動車関連
でも、これまでのところ、大型の機械設備を受注した
という話は聞かれない。
先行きは、ブラジルや豪州など、資源国からの受注

が減少している建設機械関連では、まだ慎重な見方
も残る。また、金型では、「ウォン高に苦しむ韓国など
から、国内へ回帰する形で、仕事の見積もりが来てい
る」といった話が聞かれたが、これまでに設備や人員
を絞り込んでいる企業も多く、すぐに生産増に結びつ
けるのは難しい状況にある。
しかし、米国をはじめとする海外経済の回復に加え
て、為替相場の円高修正も進んできており、工作機
械関連では、見積もりが増加している企業がみられる。
一般機械は、総じて輸出の寄与度が高いこともあり、
今後は、緩やかながらも、生産が持ち直してくると期
待される。

(2）電気機械…前年を下回る
１～３月期の生産は、総じて前年を下回った。
自動車関連は、前年を上回って推移しているもの
の、ＴＶ関連が引き続き前年を大幅に下回っており、

全体を押し下げている。
各社とも円高期に為替の影響を最小限に抑える
対策をとったものの、円安はドル、ユーロともに、利益
への貢献度が高い。
先行きもＴＶ関連の減産は引き続き実施され、生
産は前年を下回る動きが続くと見込まれている。
製品別でみると、薄型ＴＶは、製造品在庫、流通在
庫とも在庫調整は進んでいる。減産幅は縮小してき
ており、底打ち感がみられるものの、本格的な回復に
はまだ時間が必要である。
これからは２台目、３台目のＴＶ需要の喚起や、新
技術を活用した付加価値の高いＴＶ製品（３Ｄ、４Ｋ、
スマートＴＶや有機ＥＬなど）へ積極的に対応している
ものの、消費者の反応は今一つで、苦戦を強いられ
ている。
従来型のパソコンや携帯電話関連は動きが鈍い

が、タブレット型は堅調に推移している。
白物家電は、堅調に推移している。エアコンは国内
需要に一服感がみられるものの、中国向けのエアコ
ンは、2009年、10年の勢いはないが、コンスタントに
増加している。
消費者は、白物家電をはじめＬＥＤなど、省エネ型

の新製品・高機能モデル（インバーター式のエアコン、
省エネ型の冷蔵庫、ドラム式の洗濯機など）への需
要が根強い。
自動車向けは、北米向けを中心に順調に推移して
おり、先行きも引き続き順調に推移すると見込まれて
いる。

（3）輸送機械…低調
乗用車：エコカー補助金が終了した昨年９月以降、県
内の乗用車販売は全国と同様に低迷が続いている。
内訳をみると軽自動車は前年を上回り好調に推移
しているが、登録車（普通車、小型車）は前年比2ケ
タの減少となっている。１～３月期の県内の乗用車生
産も、登録車販売の減少を反映して低い水準にとど
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まった。海外への生産シフトによる輸出の減少も影響
しているとみられる。
先行きもしばらく弱含みの動きが続くとみられるが、

７月にはホンダの寄居工場が小型車を集中生産する
工場として稼働するほか、初夏から秋には新型車が
投入されるとみられることから、上向きに転じること
が期待される。
トラック関連：トラックの生産も減少しているが、乗用
車ほどの落ち込みではない。東南アジアなど海外需
要が引き続き強いことや、復興需要の影響があると
みられる。
先行きも、海外景気が回復の方向にあることから
比較的順調に推移するとみられる。
部品メーカー：乗用車部品メーカーの生産は、乗用
車生産が低迷しているため低調に推移している。収
益面では、乗用車の売れ筋が小型化・低価格化して
いるため、部品単価が下落し受注額は減少気味で、
利幅も小さく収益面も厳しいようだ。為替相場が円安
に進み輸出採算の改善が見込まれるが、部品メー
カーでは完成車メーカーに比べ為替の影響は大きく
ないという。
トラック部品メーカーは、工場のフル稼働が続いた
ところがある一方で、稼働が落ちているところもある。
完成車メーカーの生産にバラツキがあるためとみら
れる。
先行きの部品メーカーの生産は、現状程度の水準

で推移するとみられる。生産の回復は、乗用車の新
型車が投入される夏場以降になると思われる。

（4）鉄鋼…生産は横ばいから持ち直しへ
棒鋼の生産は、総じて横ばいで推移している。
足元では、製造業の能力増強投資といった、前向

きの設備投資は、ほとんどみられないが、介護・福祉
関連の建設は比較的堅調で、高速道路のＩＣ周辺な
どを中心に、物流拠点の整備も続いている。
また、昨年の秋口以降、首都圏の商業ビルプロジェ
クトは、徐々に動き始めているものの、東日本大震災
の復興需要を受けて、鉄筋型枠工などの建設作業員
が不足する状況が続いており、実際の工事の進捗に
は遅れがみられる。
こうしたなか、電気料金引き上げに、スクラップ価
格の上昇も加わり、業績面は苦しい。
先行きは、2014年４月の消費税引き上げを控えて、
首都圏の住宅建設もピッチが上がってくるとみられ、
棒鋼の生産は緩やかに持ち直していこう。しかし、中
国や韓国など海外経済の動向次第で、スクラップ価
格がこれまで以上に上昇するようだと、収益面は厳し
い状況が続く。
鋳物の生産は、昨年の末頃にかけて減少していた

が、足元ではほぼ底打ちしたとみられる。トラックや建
設機械向けなどの一部に動きがあるものの、資源国
向けの大型機械等の受注は止まっている。
先行きは、米国経済が回復に向かうなど、若干明

るさも見えてきており、工作機械向けなどがリードす
る形で、今後、生産は持ち直すとみられる。
鉄鉱石や石炭の価格が上昇に転じたことで、今後、
原材料となる鋳物用銑鉄の価格も上昇が見込まれ
る。比較的安価で良質なロシア産銑鉄の輸入など、
対応策も進められているものの、製品価格への転嫁
が困難な状況は変わらず、収益面は厳しい状況が
続こう。

（5）建設…前年を上回る
建設は、前年を20％程度上回って推移した。
公共工事：１～３月期は、河川、道路、堤防などの改修

や補修工事、防災・減災関連工事などが中心で、前
年を上回った。先行きは公共投資は各種の政策効果
から、前年より増加すると見込まれている。
民間工事：１～３月期は、前年を上回った。工事案件は、
引き続き福祉関係施設が中心。ただ、昨年秋口以降、
消費税の引き上げを意識し、老朽化した建物の大型
修繕・更新案件、高速道路のＩＣ周辺の物流倉庫の
案件などの引き合いがあった。年明けから、受注に至
るケースもみられる。
資材価格は、やや強含みの動きがみられる。今後、
復興需要の本格化、インフラ維持などの公共投資の
実施、景気回復を見込んだ民間工事の増加などが見
込まれ、事前に建設資材の在庫を積み増す動きがみ
られる。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要が本
格化してくることから、引き続き前年を上回ると見込
まれている。
住宅：住宅は、１～３月期は前年並みからやや前年を
上回り、持ち直しているものの、消費税引き上げ前の
駆け込み需要はみられなかった。消費税引き上げ前
の駆け込み需要は、早ければ４～６月期から顕在化し、
夏から秋にかけて本格化してくるとみている。マン
ションなどでは鉄筋工や型枠工の不足を心配してい
る。不足すると工期を厳守するためには、割増賃金が
発生し、収益が厳しくなることが予想される。
戸建、マンション業者ともに、工期から逆算して、適
地の確保を積極化している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要を見
込んでいる。業界では、駆け込み需要一巡後も、２～３
年で需要は回復してくるとみている。消費税引き上げ
後に、住宅を購入しようとする消費者にとって、消費
税10％は当然のことであり、購入意欲には影響しな
いとみている。
住宅ローンは既に低金利となっているが、一段の
金融緩和により、さらに先行き住宅ローン金利の低
下を予測し、物件の購入を控えている消費者もいる。

（6）大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：１～３月期の百貨店の売上は、前年を下回っ
たが、月を追うごとに減少幅は縮小している。３月に
入り暖かくなり、春物衣料に動きが出ているほか、会
員向けセールの売上が増加するなど、持ち直しの兆
しがみられる。また、宝飾品や貴金属などの高額品の
売上が前年を上回るといった動きや、顧客の購買単
価の上昇もみられた。
一方、スーパー等の競合店の新規出店やリニュー

アルオープンにより、競合が激しくなり、食料品の売
上が減少するといった動きもあった。
株価の上昇や景気回復への期待感から、消費者

の動きにもわずかだが変化がみられる。目的以外の
ものは買わないといった行動に変化はないが、安いも
の一辺倒ではなく、価値のあるものや気に入ったもの
は購入するといった変化がみられる。
先行きは、景気回復への期待は大きく、上向くこと

が期待される。
スーパー：１～３月期のスーパーの売上は、既存店
ベース、全店ベースともに前年を下回った模様だ。
スーパーの新規出店が増えているが、既存店の売上
減少を補えなかった。
高額品に対する消費者の動きとは対照的に、生活
必需品では低価格志向が根強く、消費者の生活防
衛意識も依然として高い。昨年以降、スーパーでは
値下げを実施しているが消費者の買い上げ増には
結びついていない。競合店の出店や、コンビニ、ド
ラッグストアとの競合が激しくなっていることも一因
とみられる。
ただ３月に入り、春物商品に動きが出るなど変化の
兆しはある。消費者にとっては、まだ景気の回復実感
は薄いが、閉そく感のある買い物から、期待感のある
買い物に変わりつつある。
先行きについては、期待は大きいが、消費者の
所得増がみえるまでは、現状程度で推移するとみ
られる。

産業天気図

天気図の見方

一般機械

電気機械

輸送機械

鉄鋼

建設

大型小売店

現状
（1月～3月）

今後
（4月～6月）
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調査

Research
埼玉県における産業動向と見通し
生産は下げ止まりの動き、先行きは回復が期待される

わが国経済は、一部に弱さが残るものの、このとこ
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先行きは、経済対策、金融政策の効果などを背景
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先行きは、ＴＶ関連の減産が継続され、前年を下
回る動きが続く。
○輸送機械は、昨年のエコカー補助金終了後、生
産・販売とも低調に推移。
先行きは、上向きの期待。
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内の乗用車販売は全国と同様に低迷が続いている。
内訳をみると軽自動車は前年を上回り好調に推移
しているが、登録車（普通車、小型車）は前年比2ケ
タの減少となっている。１～３月期の県内の乗用車生
産も、登録車販売の減少を反映して低い水準にとど

Ⅰ.概況 Ⅱ．主要業種の動向

まった。海外への生産シフトによる輸出の減少も影響
しているとみられる。
先行きもしばらく弱含みの動きが続くとみられるが、

７月にはホンダの寄居工場が小型車を集中生産する
工場として稼働するほか、初夏から秋には新型車が
投入されるとみられることから、上向きに転じること
が期待される。
トラック関連：トラックの生産も減少しているが、乗用
車ほどの落ち込みではない。東南アジアなど海外需
要が引き続き強いことや、復興需要の影響があると
みられる。
先行きも、海外景気が回復の方向にあることから
比較的順調に推移するとみられる。
部品メーカー：乗用車部品メーカーの生産は、乗用
車生産が低迷しているため低調に推移している。収
益面では、乗用車の売れ筋が小型化・低価格化して
いるため、部品単価が下落し受注額は減少気味で、
利幅も小さく収益面も厳しいようだ。為替相場が円安
に進み輸出採算の改善が見込まれるが、部品メー
カーでは完成車メーカーに比べ為替の影響は大きく
ないという。
トラック部品メーカーは、工場のフル稼働が続いた
ところがある一方で、稼働が落ちているところもある。
完成車メーカーの生産にバラツキがあるためとみら
れる。
先行きの部品メーカーの生産は、現状程度の水準

で推移するとみられる。生産の回復は、乗用車の新
型車が投入される夏場以降になると思われる。

（4）鉄鋼…生産は横ばいから持ち直しへ
棒鋼の生産は、総じて横ばいで推移している。
足元では、製造業の能力増強投資といった、前向

きの設備投資は、ほとんどみられないが、介護・福祉
関連の建設は比較的堅調で、高速道路のＩＣ周辺な
どを中心に、物流拠点の整備も続いている。
また、昨年の秋口以降、首都圏の商業ビルプロジェ
クトは、徐々に動き始めているものの、東日本大震災
の復興需要を受けて、鉄筋型枠工などの建設作業員
が不足する状況が続いており、実際の工事の進捗に
は遅れがみられる。
こうしたなか、電気料金引き上げに、スクラップ価
格の上昇も加わり、業績面は苦しい。
先行きは、2014年４月の消費税引き上げを控えて、
首都圏の住宅建設もピッチが上がってくるとみられ、
棒鋼の生産は緩やかに持ち直していこう。しかし、中
国や韓国など海外経済の動向次第で、スクラップ価
格がこれまで以上に上昇するようだと、収益面は厳し
い状況が続く。
鋳物の生産は、昨年の末頃にかけて減少していた

が、足元ではほぼ底打ちしたとみられる。トラックや建
設機械向けなどの一部に動きがあるものの、資源国
向けの大型機械等の受注は止まっている。
先行きは、米国経済が回復に向かうなど、若干明

るさも見えてきており、工作機械向けなどがリードす
る形で、今後、生産は持ち直すとみられる。
鉄鉱石や石炭の価格が上昇に転じたことで、今後、
原材料となる鋳物用銑鉄の価格も上昇が見込まれ
る。比較的安価で良質なロシア産銑鉄の輸入など、
対応策も進められているものの、製品価格への転嫁
が困難な状況は変わらず、収益面は厳しい状況が
続こう。

（5）建設…前年を上回る
建設は、前年を20％程度上回って推移した。
公共工事：１～３月期は、河川、道路、堤防などの改修

や補修工事、防災・減災関連工事などが中心で、前
年を上回った。先行きは公共投資は各種の政策効果
から、前年より増加すると見込まれている。
民間工事：１～３月期は、前年を上回った。工事案件は、
引き続き福祉関係施設が中心。ただ、昨年秋口以降、
消費税の引き上げを意識し、老朽化した建物の大型
修繕・更新案件、高速道路のＩＣ周辺の物流倉庫の
案件などの引き合いがあった。年明けから、受注に至
るケースもみられる。
資材価格は、やや強含みの動きがみられる。今後、
復興需要の本格化、インフラ維持などの公共投資の
実施、景気回復を見込んだ民間工事の増加などが見
込まれ、事前に建設資材の在庫を積み増す動きがみ
られる。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要が本
格化してくることから、引き続き前年を上回ると見込
まれている。
住宅：住宅は、１～３月期は前年並みからやや前年を
上回り、持ち直しているものの、消費税引き上げ前の
駆け込み需要はみられなかった。消費税引き上げ前
の駆け込み需要は、早ければ４～６月期から顕在化し、
夏から秋にかけて本格化してくるとみている。マン
ションなどでは鉄筋工や型枠工の不足を心配してい
る。不足すると工期を厳守するためには、割増賃金が
発生し、収益が厳しくなることが予想される。
戸建、マンション業者ともに、工期から逆算して、適
地の確保を積極化している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要を見
込んでいる。業界では、駆け込み需要一巡後も、２～３
年で需要は回復してくるとみている。消費税引き上げ
後に、住宅を購入しようとする消費者にとって、消費
税10％は当然のことであり、購入意欲には影響しな
いとみている。
住宅ローンは既に低金利となっているが、一段の
金融緩和により、さらに先行き住宅ローン金利の低
下を予測し、物件の購入を控えている消費者もいる。

（6）大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：１～３月期の百貨店の売上は、前年を下回っ
たが、月を追うごとに減少幅は縮小している。３月に
入り暖かくなり、春物衣料に動きが出ているほか、会
員向けセールの売上が増加するなど、持ち直しの兆
しがみられる。また、宝飾品や貴金属などの高額品の
売上が前年を上回るといった動きや、顧客の購買単
価の上昇もみられた。
一方、スーパー等の競合店の新規出店やリニュー

アルオープンにより、競合が激しくなり、食料品の売
上が減少するといった動きもあった。
株価の上昇や景気回復への期待感から、消費者

の動きにもわずかだが変化がみられる。目的以外の
ものは買わないといった行動に変化はないが、安いも
の一辺倒ではなく、価値のあるものや気に入ったもの
は購入するといった変化がみられる。
先行きは、景気回復への期待は大きく、上向くこと

が期待される。
スーパー：１～３月期のスーパーの売上は、既存店
ベース、全店ベースともに前年を下回った模様だ。
スーパーの新規出店が増えているが、既存店の売上
減少を補えなかった。
高額品に対する消費者の動きとは対照的に、生活
必需品では低価格志向が根強く、消費者の生活防
衛意識も依然として高い。昨年以降、スーパーでは
値下げを実施しているが消費者の買い上げ増には
結びついていない。競合店の出店や、コンビニ、ド
ラッグストアとの競合が激しくなっていることも一因
とみられる。
ただ３月に入り、春物商品に動きが出るなど変化の
兆しはある。消費者にとっては、まだ景気の回復実感
は薄いが、閉そく感のある買い物から、期待感のある
買い物に変わりつつある。
先行きについては、期待は大きいが、消費者の
所得増がみえるまでは、現状程度で推移するとみ
られる。
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わが国経済は、一部に弱さが残るものの、このとこ
ろ持ち直しの動きがみられる。
先行きは、経済対策、金融政策の効果などを背景

に、マインドの改善にも支えられ、景気回復が期待さ
れている。
埼玉県経済は、弱い動きとなっているが、一部に下

げ止まりの動きもみられる。
先行きは、各種の政策効果から、回復が期待され

ている。
聞き取り調査を行った６業種中、現状（１～３月期）

の天気図は、「曇」が鉄鋼、建設、大型小売店、「小
雨」が一般機械、電気機械、輸送機械であった。
先行き（４～６月期）は、海外経済の下振れリスクが
懸念されるものの、消費税引き上げ前の駆け込み需
要もあり、生産は回復が期待される。天気図は、「薄
日」が建設、大型小売店、「曇」が一般機械、輸送機
械、鉄鋼、「小雨」が電気機械であった。
一般機械、輸送機械、建設、大型小売店の4業種

に、回復が期待されている。
主要業種の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、底打ち。
先行きは、緩やかながらも、持ち直してくると期待。
○電気機械の生産は、前年を下回る。
先行きは、ＴＶ関連の減産が継続され、前年を下
回る動きが続く。
○輸送機械は、昨年のエコカー補助金終了後、生
産・販売とも低調に推移。
先行きは、上向きの期待。
○鉄鋼の生産は、横ばい。
先行きは、緩やかに持ち直し。
○建設は、前年を上回る。
公共工事は、河川、道路、防災、減災関連工事など
を中心に、前年を上回る。先行きは、公共投資が各
種の政策効果から、引き続き前年を上回ると見込

まれる。
民間工事は、前年を上回る。工場や倉庫などにも
引き合い、受注がみられる。先行きは、消費税引
き上げ前の駆け込み需要の本格化から、前年を
上回る。
住宅は、マンション、戸建てとも、持ち直している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要に
期待。
○大型小売店販売は、百貨店・スーパーとも前年を
下回った。
先行きは、高額品に動きのみられる百貨店に上向
きの期待。

 
 

（1）一般機械…生産は底打ちから持ち直しへ
一般機械の生産は、昨年後半にかけて、緩やかに
減少していたが、遅くとも本年１～３月あたりで、ほぼ
底打ちしたとみられる。
工作機械関連は、欧州の景気減速や中国との関
係悪化などから、輸出が落ち込んでいたものの、年明
けには、一部で「３月期末をにらんで、前倒しで機械
設備の発注を受けた」ケースなどもあり、生産は下げ
止まっている。
一方、電機関連では、スマートフォン向けのケース

や液晶向けの部品などで、一部生産が好調な企業は
あるが、販売が落ち込んでいる薄型ＴＶ向けは、依然、
ほとんど動きがみられない。為替相場が円安方向に
転じたことで、輸出メリットが指摘される自動車関連
でも、これまでのところ、大型の機械設備を受注した
という話は聞かれない。
先行きは、ブラジルや豪州など、資源国からの受注

が減少している建設機械関連では、まだ慎重な見方
も残る。また、金型では、「ウォン高に苦しむ韓国など
から、国内へ回帰する形で、仕事の見積もりが来てい
る」といった話が聞かれたが、これまでに設備や人員
を絞り込んでいる企業も多く、すぐに生産増に結びつ
けるのは難しい状況にある。
しかし、米国をはじめとする海外経済の回復に加え
て、為替相場の円高修正も進んできており、工作機
械関連では、見積もりが増加している企業がみられる。
一般機械は、総じて輸出の寄与度が高いこともあり、
今後は、緩やかながらも、生産が持ち直してくると期
待される。

(2）電気機械…前年を下回る
１～３月期の生産は、総じて前年を下回った。
自動車関連は、前年を上回って推移しているもの
の、ＴＶ関連が引き続き前年を大幅に下回っており、

全体を押し下げている。
各社とも円高期に為替の影響を最小限に抑える
対策をとったものの、円安はドル、ユーロともに、利益
への貢献度が高い。
先行きもＴＶ関連の減産は引き続き実施され、生
産は前年を下回る動きが続くと見込まれている。
製品別でみると、薄型ＴＶは、製造品在庫、流通在
庫とも在庫調整は進んでいる。減産幅は縮小してき
ており、底打ち感がみられるものの、本格的な回復に
はまだ時間が必要である。
これからは２台目、３台目のＴＶ需要の喚起や、新
技術を活用した付加価値の高いＴＶ製品（３Ｄ、４Ｋ、
スマートＴＶや有機ＥＬなど）へ積極的に対応している
ものの、消費者の反応は今一つで、苦戦を強いられ
ている。
従来型のパソコンや携帯電話関連は動きが鈍い

が、タブレット型は堅調に推移している。
白物家電は、堅調に推移している。エアコンは国内
需要に一服感がみられるものの、中国向けのエアコ
ンは、2009年、10年の勢いはないが、コンスタントに
増加している。
消費者は、白物家電をはじめＬＥＤなど、省エネ型

の新製品・高機能モデル（インバーター式のエアコン、
省エネ型の冷蔵庫、ドラム式の洗濯機など）への需
要が根強い。
自動車向けは、北米向けを中心に順調に推移して
おり、先行きも引き続き順調に推移すると見込まれて
いる。

（3）輸送機械…低調
乗用車：エコカー補助金が終了した昨年９月以降、県
内の乗用車販売は全国と同様に低迷が続いている。
内訳をみると軽自動車は前年を上回り好調に推移
しているが、登録車（普通車、小型車）は前年比2ケ
タの減少となっている。１～３月期の県内の乗用車生
産も、登録車販売の減少を反映して低い水準にとど

まった。海外への生産シフトによる輸出の減少も影響
しているとみられる。
先行きもしばらく弱含みの動きが続くとみられるが、

７月にはホンダの寄居工場が小型車を集中生産する
工場として稼働するほか、初夏から秋には新型車が
投入されるとみられることから、上向きに転じること
が期待される。
トラック関連：トラックの生産も減少しているが、乗用
車ほどの落ち込みではない。東南アジアなど海外需
要が引き続き強いことや、復興需要の影響があると
みられる。
先行きも、海外景気が回復の方向にあることから
比較的順調に推移するとみられる。
部品メーカー：乗用車部品メーカーの生産は、乗用
車生産が低迷しているため低調に推移している。収
益面では、乗用車の売れ筋が小型化・低価格化して
いるため、部品単価が下落し受注額は減少気味で、
利幅も小さく収益面も厳しいようだ。為替相場が円安
に進み輸出採算の改善が見込まれるが、部品メー
カーでは完成車メーカーに比べ為替の影響は大きく
ないという。
トラック部品メーカーは、工場のフル稼働が続いた
ところがある一方で、稼働が落ちているところもある。
完成車メーカーの生産にバラツキがあるためとみら
れる。
先行きの部品メーカーの生産は、現状程度の水準

で推移するとみられる。生産の回復は、乗用車の新
型車が投入される夏場以降になると思われる。

（4）鉄鋼…生産は横ばいから持ち直しへ
棒鋼の生産は、総じて横ばいで推移している。
足元では、製造業の能力増強投資といった、前向

きの設備投資は、ほとんどみられないが、介護・福祉
関連の建設は比較的堅調で、高速道路のＩＣ周辺な
どを中心に、物流拠点の整備も続いている。
また、昨年の秋口以降、首都圏の商業ビルプロジェ
クトは、徐々に動き始めているものの、東日本大震災
の復興需要を受けて、鉄筋型枠工などの建設作業員
が不足する状況が続いており、実際の工事の進捗に
は遅れがみられる。
こうしたなか、電気料金引き上げに、スクラップ価
格の上昇も加わり、業績面は苦しい。
先行きは、2014年４月の消費税引き上げを控えて、
首都圏の住宅建設もピッチが上がってくるとみられ、
棒鋼の生産は緩やかに持ち直していこう。しかし、中
国や韓国など海外経済の動向次第で、スクラップ価
格がこれまで以上に上昇するようだと、収益面は厳し
い状況が続く。
鋳物の生産は、昨年の末頃にかけて減少していた

が、足元ではほぼ底打ちしたとみられる。トラックや建
設機械向けなどの一部に動きがあるものの、資源国
向けの大型機械等の受注は止まっている。
先行きは、米国経済が回復に向かうなど、若干明

るさも見えてきており、工作機械向けなどがリードす
る形で、今後、生産は持ち直すとみられる。
鉄鉱石や石炭の価格が上昇に転じたことで、今後、
原材料となる鋳物用銑鉄の価格も上昇が見込まれ
る。比較的安価で良質なロシア産銑鉄の輸入など、
対応策も進められているものの、製品価格への転嫁
が困難な状況は変わらず、収益面は厳しい状況が
続こう。

（5）建設…前年を上回る
建設は、前年を20％程度上回って推移した。
公共工事：１～３月期は、河川、道路、堤防などの改修

や補修工事、防災・減災関連工事などが中心で、前
年を上回った。先行きは公共投資は各種の政策効果
から、前年より増加すると見込まれている。
民間工事：１～３月期は、前年を上回った。工事案件は、
引き続き福祉関係施設が中心。ただ、昨年秋口以降、
消費税の引き上げを意識し、老朽化した建物の大型
修繕・更新案件、高速道路のＩＣ周辺の物流倉庫の
案件などの引き合いがあった。年明けから、受注に至
るケースもみられる。
資材価格は、やや強含みの動きがみられる。今後、
復興需要の本格化、インフラ維持などの公共投資の
実施、景気回復を見込んだ民間工事の増加などが見
込まれ、事前に建設資材の在庫を積み増す動きがみ
られる。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要が本
格化してくることから、引き続き前年を上回ると見込
まれている。
住宅：住宅は、１～３月期は前年並みからやや前年を
上回り、持ち直しているものの、消費税引き上げ前の
駆け込み需要はみられなかった。消費税引き上げ前
の駆け込み需要は、早ければ４～６月期から顕在化し、
夏から秋にかけて本格化してくるとみている。マン
ションなどでは鉄筋工や型枠工の不足を心配してい
る。不足すると工期を厳守するためには、割増賃金が
発生し、収益が厳しくなることが予想される。
戸建、マンション業者ともに、工期から逆算して、適
地の確保を積極化している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要を見
込んでいる。業界では、駆け込み需要一巡後も、２～３
年で需要は回復してくるとみている。消費税引き上げ
後に、住宅を購入しようとする消費者にとって、消費
税10％は当然のことであり、購入意欲には影響しな
いとみている。
住宅ローンは既に低金利となっているが、一段の
金融緩和により、さらに先行き住宅ローン金利の低
下を予測し、物件の購入を控えている消費者もいる。

（6）大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：１～３月期の百貨店の売上は、前年を下回っ
たが、月を追うごとに減少幅は縮小している。３月に
入り暖かくなり、春物衣料に動きが出ているほか、会
員向けセールの売上が増加するなど、持ち直しの兆
しがみられる。また、宝飾品や貴金属などの高額品の
売上が前年を上回るといった動きや、顧客の購買単
価の上昇もみられた。
一方、スーパー等の競合店の新規出店やリニュー

アルオープンにより、競合が激しくなり、食料品の売
上が減少するといった動きもあった。
株価の上昇や景気回復への期待感から、消費者

の動きにもわずかだが変化がみられる。目的以外の
ものは買わないといった行動に変化はないが、安いも
の一辺倒ではなく、価値のあるものや気に入ったもの
は購入するといった変化がみられる。
先行きは、景気回復への期待は大きく、上向くこと

が期待される。
スーパー：１～３月期のスーパーの売上は、既存店
ベース、全店ベースともに前年を下回った模様だ。
スーパーの新規出店が増えているが、既存店の売上
減少を補えなかった。
高額品に対する消費者の動きとは対照的に、生活
必需品では低価格志向が根強く、消費者の生活防
衛意識も依然として高い。昨年以降、スーパーでは
値下げを実施しているが消費者の買い上げ増には
結びついていない。競合店の出店や、コンビニ、ド
ラッグストアとの競合が激しくなっていることも一因
とみられる。
ただ３月に入り、春物商品に動きが出るなど変化の
兆しはある。消費者にとっては、まだ景気の回復実感
は薄いが、閉そく感のある買い物から、期待感のある
買い物に変わりつつある。
先行きについては、期待は大きいが、消費者の
所得増がみえるまでは、現状程度で推移するとみ
られる。

●輸送機械の生産の推移

資料：経済産業省、埼玉県
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わが国経済は、一部に弱さが残るものの、このとこ
ろ持ち直しの動きがみられる。
先行きは、経済対策、金融政策の効果などを背景

に、マインドの改善にも支えられ、景気回復が期待さ
れている。
埼玉県経済は、弱い動きとなっているが、一部に下

げ止まりの動きもみられる。
先行きは、各種の政策効果から、回復が期待され

ている。
聞き取り調査を行った６業種中、現状（１～３月期）

の天気図は、「曇」が鉄鋼、建設、大型小売店、「小
雨」が一般機械、電気機械、輸送機械であった。
先行き（４～６月期）は、海外経済の下振れリスクが
懸念されるものの、消費税引き上げ前の駆け込み需
要もあり、生産は回復が期待される。天気図は、「薄
日」が建設、大型小売店、「曇」が一般機械、輸送機
械、鉄鋼、「小雨」が電気機械であった。
一般機械、輸送機械、建設、大型小売店の4業種

に、回復が期待されている。
主要業種の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、底打ち。
先行きは、緩やかながらも、持ち直してくると期待。
○電気機械の生産は、前年を下回る。
先行きは、ＴＶ関連の減産が継続され、前年を下
回る動きが続く。
○輸送機械は、昨年のエコカー補助金終了後、生
産・販売とも低調に推移。
先行きは、上向きの期待。
○鉄鋼の生産は、横ばい。
先行きは、緩やかに持ち直し。
○建設は、前年を上回る。
公共工事は、河川、道路、防災、減災関連工事など
を中心に、前年を上回る。先行きは、公共投資が各
種の政策効果から、引き続き前年を上回ると見込

まれる。
民間工事は、前年を上回る。工場や倉庫などにも
引き合い、受注がみられる。先行きは、消費税引
き上げ前の駆け込み需要の本格化から、前年を
上回る。
住宅は、マンション、戸建てとも、持ち直している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要に
期待。
○大型小売店販売は、百貨店・スーパーとも前年を
下回った。
先行きは、高額品に動きのみられる百貨店に上向
きの期待。

 
 

（1）一般機械…生産は底打ちから持ち直しへ
一般機械の生産は、昨年後半にかけて、緩やかに
減少していたが、遅くとも本年１～３月あたりで、ほぼ
底打ちしたとみられる。
工作機械関連は、欧州の景気減速や中国との関
係悪化などから、輸出が落ち込んでいたものの、年明
けには、一部で「３月期末をにらんで、前倒しで機械
設備の発注を受けた」ケースなどもあり、生産は下げ
止まっている。
一方、電機関連では、スマートフォン向けのケース

や液晶向けの部品などで、一部生産が好調な企業は
あるが、販売が落ち込んでいる薄型ＴＶ向けは、依然、
ほとんど動きがみられない。為替相場が円安方向に
転じたことで、輸出メリットが指摘される自動車関連
でも、これまでのところ、大型の機械設備を受注した
という話は聞かれない。
先行きは、ブラジルや豪州など、資源国からの受注

が減少している建設機械関連では、まだ慎重な見方
も残る。また、金型では、「ウォン高に苦しむ韓国など
から、国内へ回帰する形で、仕事の見積もりが来てい
る」といった話が聞かれたが、これまでに設備や人員
を絞り込んでいる企業も多く、すぐに生産増に結びつ
けるのは難しい状況にある。
しかし、米国をはじめとする海外経済の回復に加え
て、為替相場の円高修正も進んできており、工作機
械関連では、見積もりが増加している企業がみられる。
一般機械は、総じて輸出の寄与度が高いこともあり、
今後は、緩やかながらも、生産が持ち直してくると期
待される。

(2）電気機械…前年を下回る
１～３月期の生産は、総じて前年を下回った。
自動車関連は、前年を上回って推移しているもの
の、ＴＶ関連が引き続き前年を大幅に下回っており、

全体を押し下げている。
各社とも円高期に為替の影響を最小限に抑える
対策をとったものの、円安はドル、ユーロともに、利益
への貢献度が高い。
先行きもＴＶ関連の減産は引き続き実施され、生
産は前年を下回る動きが続くと見込まれている。
製品別でみると、薄型ＴＶは、製造品在庫、流通在
庫とも在庫調整は進んでいる。減産幅は縮小してき
ており、底打ち感がみられるものの、本格的な回復に
はまだ時間が必要である。
これからは２台目、３台目のＴＶ需要の喚起や、新
技術を活用した付加価値の高いＴＶ製品（３Ｄ、４Ｋ、
スマートＴＶや有機ＥＬなど）へ積極的に対応している
ものの、消費者の反応は今一つで、苦戦を強いられ
ている。
従来型のパソコンや携帯電話関連は動きが鈍い

が、タブレット型は堅調に推移している。
白物家電は、堅調に推移している。エアコンは国内
需要に一服感がみられるものの、中国向けのエアコ
ンは、2009年、10年の勢いはないが、コンスタントに
増加している。
消費者は、白物家電をはじめＬＥＤなど、省エネ型

の新製品・高機能モデル（インバーター式のエアコン、
省エネ型の冷蔵庫、ドラム式の洗濯機など）への需
要が根強い。
自動車向けは、北米向けを中心に順調に推移して
おり、先行きも引き続き順調に推移すると見込まれて
いる。

（3）輸送機械…低調
乗用車：エコカー補助金が終了した昨年９月以降、県
内の乗用車販売は全国と同様に低迷が続いている。
内訳をみると軽自動車は前年を上回り好調に推移
しているが、登録車（普通車、小型車）は前年比2ケ
タの減少となっている。１～３月期の県内の乗用車生
産も、登録車販売の減少を反映して低い水準にとど

まった。海外への生産シフトによる輸出の減少も影響
しているとみられる。
先行きもしばらく弱含みの動きが続くとみられるが、

７月にはホンダの寄居工場が小型車を集中生産する
工場として稼働するほか、初夏から秋には新型車が
投入されるとみられることから、上向きに転じること
が期待される。
トラック関連：トラックの生産も減少しているが、乗用
車ほどの落ち込みではない。東南アジアなど海外需
要が引き続き強いことや、復興需要の影響があると
みられる。
先行きも、海外景気が回復の方向にあることから
比較的順調に推移するとみられる。
部品メーカー：乗用車部品メーカーの生産は、乗用
車生産が低迷しているため低調に推移している。収
益面では、乗用車の売れ筋が小型化・低価格化して
いるため、部品単価が下落し受注額は減少気味で、
利幅も小さく収益面も厳しいようだ。為替相場が円安
に進み輸出採算の改善が見込まれるが、部品メー
カーでは完成車メーカーに比べ為替の影響は大きく
ないという。
トラック部品メーカーは、工場のフル稼働が続いた
ところがある一方で、稼働が落ちているところもある。
完成車メーカーの生産にバラツキがあるためとみら
れる。
先行きの部品メーカーの生産は、現状程度の水準

で推移するとみられる。生産の回復は、乗用車の新
型車が投入される夏場以降になると思われる。

（4）鉄鋼…生産は横ばいから持ち直しへ
棒鋼の生産は、総じて横ばいで推移している。
足元では、製造業の能力増強投資といった、前向

きの設備投資は、ほとんどみられないが、介護・福祉
関連の建設は比較的堅調で、高速道路のＩＣ周辺な
どを中心に、物流拠点の整備も続いている。
また、昨年の秋口以降、首都圏の商業ビルプロジェ
クトは、徐々に動き始めているものの、東日本大震災
の復興需要を受けて、鉄筋型枠工などの建設作業員
が不足する状況が続いており、実際の工事の進捗に
は遅れがみられる。
こうしたなか、電気料金引き上げに、スクラップ価
格の上昇も加わり、業績面は苦しい。
先行きは、2014年４月の消費税引き上げを控えて、
首都圏の住宅建設もピッチが上がってくるとみられ、
棒鋼の生産は緩やかに持ち直していこう。しかし、中
国や韓国など海外経済の動向次第で、スクラップ価
格がこれまで以上に上昇するようだと、収益面は厳し
い状況が続く。
鋳物の生産は、昨年の末頃にかけて減少していた

が、足元ではほぼ底打ちしたとみられる。トラックや建
設機械向けなどの一部に動きがあるものの、資源国
向けの大型機械等の受注は止まっている。
先行きは、米国経済が回復に向かうなど、若干明

るさも見えてきており、工作機械向けなどがリードす
る形で、今後、生産は持ち直すとみられる。
鉄鉱石や石炭の価格が上昇に転じたことで、今後、
原材料となる鋳物用銑鉄の価格も上昇が見込まれ
る。比較的安価で良質なロシア産銑鉄の輸入など、
対応策も進められているものの、製品価格への転嫁
が困難な状況は変わらず、収益面は厳しい状況が
続こう。

（5）建設…前年を上回る
建設は、前年を20％程度上回って推移した。
公共工事：１～３月期は、河川、道路、堤防などの改修

や補修工事、防災・減災関連工事などが中心で、前
年を上回った。先行きは公共投資は各種の政策効果
から、前年より増加すると見込まれている。
民間工事：１～３月期は、前年を上回った。工事案件は、
引き続き福祉関係施設が中心。ただ、昨年秋口以降、
消費税の引き上げを意識し、老朽化した建物の大型
修繕・更新案件、高速道路のＩＣ周辺の物流倉庫の
案件などの引き合いがあった。年明けから、受注に至
るケースもみられる。
資材価格は、やや強含みの動きがみられる。今後、
復興需要の本格化、インフラ維持などの公共投資の
実施、景気回復を見込んだ民間工事の増加などが見
込まれ、事前に建設資材の在庫を積み増す動きがみ
られる。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要が本
格化してくることから、引き続き前年を上回ると見込
まれている。
住宅：住宅は、１～３月期は前年並みからやや前年を
上回り、持ち直しているものの、消費税引き上げ前の
駆け込み需要はみられなかった。消費税引き上げ前
の駆け込み需要は、早ければ４～６月期から顕在化し、
夏から秋にかけて本格化してくるとみている。マン
ションなどでは鉄筋工や型枠工の不足を心配してい
る。不足すると工期を厳守するためには、割増賃金が
発生し、収益が厳しくなることが予想される。
戸建、マンション業者ともに、工期から逆算して、適
地の確保を積極化している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要を見
込んでいる。業界では、駆け込み需要一巡後も、２～３
年で需要は回復してくるとみている。消費税引き上げ
後に、住宅を購入しようとする消費者にとって、消費
税10％は当然のことであり、購入意欲には影響しな
いとみている。
住宅ローンは既に低金利となっているが、一段の
金融緩和により、さらに先行き住宅ローン金利の低
下を予測し、物件の購入を控えている消費者もいる。

（6）大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：１～３月期の百貨店の売上は、前年を下回っ
たが、月を追うごとに減少幅は縮小している。３月に
入り暖かくなり、春物衣料に動きが出ているほか、会
員向けセールの売上が増加するなど、持ち直しの兆
しがみられる。また、宝飾品や貴金属などの高額品の
売上が前年を上回るといった動きや、顧客の購買単
価の上昇もみられた。
一方、スーパー等の競合店の新規出店やリニュー

アルオープンにより、競合が激しくなり、食料品の売
上が減少するといった動きもあった。
株価の上昇や景気回復への期待感から、消費者

の動きにもわずかだが変化がみられる。目的以外の
ものは買わないといった行動に変化はないが、安いも
の一辺倒ではなく、価値のあるものや気に入ったもの
は購入するといった変化がみられる。
先行きは、景気回復への期待は大きく、上向くこと

が期待される。
スーパー：１～３月期のスーパーの売上は、既存店
ベース、全店ベースともに前年を下回った模様だ。
スーパーの新規出店が増えているが、既存店の売上
減少を補えなかった。
高額品に対する消費者の動きとは対照的に、生活
必需品では低価格志向が根強く、消費者の生活防
衛意識も依然として高い。昨年以降、スーパーでは
値下げを実施しているが消費者の買い上げ増には
結びついていない。競合店の出店や、コンビニ、ド
ラッグストアとの競合が激しくなっていることも一因
とみられる。
ただ３月に入り、春物商品に動きが出るなど変化の
兆しはある。消費者にとっては、まだ景気の回復実感
は薄いが、閉そく感のある買い物から、期待感のある
買い物に変わりつつある。
先行きについては、期待は大きいが、消費者の
所得増がみえるまでは、現状程度で推移するとみ
られる。

●輸送機械の生産の推移

資料：経済産業省、埼玉県
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アンケート調査

わが国経済は、一部に弱さが残るものの、このとこ
ろ持ち直しの動きがみられる。
先行きは、経済対策、金融政策の効果などを背景

に、マインドの改善にも支えられ、景気回復が期待さ
れている。
埼玉県経済は、弱い動きとなっているが、一部に下

げ止まりの動きもみられる。
先行きは、各種の政策効果から、回復が期待され

ている。
聞き取り調査を行った６業種中、現状（１～３月期）

の天気図は、「曇」が鉄鋼、建設、大型小売店、「小
雨」が一般機械、電気機械、輸送機械であった。
先行き（４～６月期）は、海外経済の下振れリスクが
懸念されるものの、消費税引き上げ前の駆け込み需
要もあり、生産は回復が期待される。天気図は、「薄
日」が建設、大型小売店、「曇」が一般機械、輸送機
械、鉄鋼、「小雨」が電気機械であった。
一般機械、輸送機械、建設、大型小売店の4業種

に、回復が期待されている。
主要業種の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、底打ち。
先行きは、緩やかながらも、持ち直してくると期待。
○電気機械の生産は、前年を下回る。
先行きは、ＴＶ関連の減産が継続され、前年を下
回る動きが続く。
○輸送機械は、昨年のエコカー補助金終了後、生
産・販売とも低調に推移。
先行きは、上向きの期待。
○鉄鋼の生産は、横ばい。
先行きは、緩やかに持ち直し。
○建設は、前年を上回る。
公共工事は、河川、道路、防災、減災関連工事など
を中心に、前年を上回る。先行きは、公共投資が各
種の政策効果から、引き続き前年を上回ると見込

まれる。
民間工事は、前年を上回る。工場や倉庫などにも
引き合い、受注がみられる。先行きは、消費税引
き上げ前の駆け込み需要の本格化から、前年を
上回る。
住宅は、マンション、戸建てとも、持ち直している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要に
期待。
○大型小売店販売は、百貨店・スーパーとも前年を
下回った。
先行きは、高額品に動きのみられる百貨店に上向
きの期待。

 
 

（1）一般機械…生産は底打ちから持ち直しへ
一般機械の生産は、昨年後半にかけて、緩やかに
減少していたが、遅くとも本年１～３月あたりで、ほぼ
底打ちしたとみられる。
工作機械関連は、欧州の景気減速や中国との関
係悪化などから、輸出が落ち込んでいたものの、年明
けには、一部で「３月期末をにらんで、前倒しで機械
設備の発注を受けた」ケースなどもあり、生産は下げ
止まっている。
一方、電機関連では、スマートフォン向けのケース

や液晶向けの部品などで、一部生産が好調な企業は
あるが、販売が落ち込んでいる薄型ＴＶ向けは、依然、
ほとんど動きがみられない。為替相場が円安方向に
転じたことで、輸出メリットが指摘される自動車関連
でも、これまでのところ、大型の機械設備を受注した
という話は聞かれない。
先行きは、ブラジルや豪州など、資源国からの受注

が減少している建設機械関連では、まだ慎重な見方
も残る。また、金型では、「ウォン高に苦しむ韓国など
から、国内へ回帰する形で、仕事の見積もりが来てい
る」といった話が聞かれたが、これまでに設備や人員
を絞り込んでいる企業も多く、すぐに生産増に結びつ
けるのは難しい状況にある。
しかし、米国をはじめとする海外経済の回復に加え
て、為替相場の円高修正も進んできており、工作機
械関連では、見積もりが増加している企業がみられる。
一般機械は、総じて輸出の寄与度が高いこともあり、
今後は、緩やかながらも、生産が持ち直してくると期
待される。

(2）電気機械…前年を下回る
１～３月期の生産は、総じて前年を下回った。
自動車関連は、前年を上回って推移しているもの
の、ＴＶ関連が引き続き前年を大幅に下回っており、

全体を押し下げている。
各社とも円高期に為替の影響を最小限に抑える
対策をとったものの、円安はドル、ユーロともに、利益
への貢献度が高い。
先行きもＴＶ関連の減産は引き続き実施され、生
産は前年を下回る動きが続くと見込まれている。
製品別でみると、薄型ＴＶは、製造品在庫、流通在
庫とも在庫調整は進んでいる。減産幅は縮小してき
ており、底打ち感がみられるものの、本格的な回復に
はまだ時間が必要である。
これからは２台目、３台目のＴＶ需要の喚起や、新
技術を活用した付加価値の高いＴＶ製品（３Ｄ、４Ｋ、
スマートＴＶや有機ＥＬなど）へ積極的に対応している
ものの、消費者の反応は今一つで、苦戦を強いられ
ている。
従来型のパソコンや携帯電話関連は動きが鈍い

が、タブレット型は堅調に推移している。
白物家電は、堅調に推移している。エアコンは国内
需要に一服感がみられるものの、中国向けのエアコ
ンは、2009年、10年の勢いはないが、コンスタントに
増加している。
消費者は、白物家電をはじめＬＥＤなど、省エネ型

の新製品・高機能モデル（インバーター式のエアコン、
省エネ型の冷蔵庫、ドラム式の洗濯機など）への需
要が根強い。
自動車向けは、北米向けを中心に順調に推移して
おり、先行きも引き続き順調に推移すると見込まれて
いる。

（3）輸送機械…低調
乗用車：エコカー補助金が終了した昨年９月以降、県
内の乗用車販売は全国と同様に低迷が続いている。
内訳をみると軽自動車は前年を上回り好調に推移
しているが、登録車（普通車、小型車）は前年比2ケ
タの減少となっている。１～３月期の県内の乗用車生
産も、登録車販売の減少を反映して低い水準にとど

まった。海外への生産シフトによる輸出の減少も影響
しているとみられる。
先行きもしばらく弱含みの動きが続くとみられるが、

７月にはホンダの寄居工場が小型車を集中生産する
工場として稼働するほか、初夏から秋には新型車が
投入されるとみられることから、上向きに転じること
が期待される。
トラック関連：トラックの生産も減少しているが、乗用
車ほどの落ち込みではない。東南アジアなど海外需
要が引き続き強いことや、復興需要の影響があると
みられる。
先行きも、海外景気が回復の方向にあることから
比較的順調に推移するとみられる。
部品メーカー：乗用車部品メーカーの生産は、乗用
車生産が低迷しているため低調に推移している。収
益面では、乗用車の売れ筋が小型化・低価格化して
いるため、部品単価が下落し受注額は減少気味で、
利幅も小さく収益面も厳しいようだ。為替相場が円安
に進み輸出採算の改善が見込まれるが、部品メー
カーでは完成車メーカーに比べ為替の影響は大きく
ないという。
トラック部品メーカーは、工場のフル稼働が続いた
ところがある一方で、稼働が落ちているところもある。
完成車メーカーの生産にバラツキがあるためとみら
れる。
先行きの部品メーカーの生産は、現状程度の水準

で推移するとみられる。生産の回復は、乗用車の新
型車が投入される夏場以降になると思われる。

（4）鉄鋼…生産は横ばいから持ち直しへ
棒鋼の生産は、総じて横ばいで推移している。
足元では、製造業の能力増強投資といった、前向

きの設備投資は、ほとんどみられないが、介護・福祉
関連の建設は比較的堅調で、高速道路のＩＣ周辺な
どを中心に、物流拠点の整備も続いている。
また、昨年の秋口以降、首都圏の商業ビルプロジェ
クトは、徐々に動き始めているものの、東日本大震災
の復興需要を受けて、鉄筋型枠工などの建設作業員
が不足する状況が続いており、実際の工事の進捗に
は遅れがみられる。
こうしたなか、電気料金引き上げに、スクラップ価
格の上昇も加わり、業績面は苦しい。
先行きは、2014年４月の消費税引き上げを控えて、
首都圏の住宅建設もピッチが上がってくるとみられ、
棒鋼の生産は緩やかに持ち直していこう。しかし、中
国や韓国など海外経済の動向次第で、スクラップ価
格がこれまで以上に上昇するようだと、収益面は厳し
い状況が続く。
鋳物の生産は、昨年の末頃にかけて減少していた

が、足元ではほぼ底打ちしたとみられる。トラックや建
設機械向けなどの一部に動きがあるものの、資源国
向けの大型機械等の受注は止まっている。
先行きは、米国経済が回復に向かうなど、若干明

るさも見えてきており、工作機械向けなどがリードす
る形で、今後、生産は持ち直すとみられる。
鉄鉱石や石炭の価格が上昇に転じたことで、今後、
原材料となる鋳物用銑鉄の価格も上昇が見込まれ
る。比較的安価で良質なロシア産銑鉄の輸入など、
対応策も進められているものの、製品価格への転嫁
が困難な状況は変わらず、収益面は厳しい状況が
続こう。

（5）建設…前年を上回る
建設は、前年を20％程度上回って推移した。
公共工事：１～３月期は、河川、道路、堤防などの改修

や補修工事、防災・減災関連工事などが中心で、前
年を上回った。先行きは公共投資は各種の政策効果
から、前年より増加すると見込まれている。
民間工事：１～３月期は、前年を上回った。工事案件は、
引き続き福祉関係施設が中心。ただ、昨年秋口以降、
消費税の引き上げを意識し、老朽化した建物の大型
修繕・更新案件、高速道路のＩＣ周辺の物流倉庫の
案件などの引き合いがあった。年明けから、受注に至
るケースもみられる。
資材価格は、やや強含みの動きがみられる。今後、
復興需要の本格化、インフラ維持などの公共投資の
実施、景気回復を見込んだ民間工事の増加などが見
込まれ、事前に建設資材の在庫を積み増す動きがみ
られる。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要が本
格化してくることから、引き続き前年を上回ると見込
まれている。
住宅：住宅は、１～３月期は前年並みからやや前年を
上回り、持ち直しているものの、消費税引き上げ前の
駆け込み需要はみられなかった。消費税引き上げ前
の駆け込み需要は、早ければ４～６月期から顕在化し、
夏から秋にかけて本格化してくるとみている。マン
ションなどでは鉄筋工や型枠工の不足を心配してい
る。不足すると工期を厳守するためには、割増賃金が
発生し、収益が厳しくなることが予想される。
戸建、マンション業者ともに、工期から逆算して、適
地の確保を積極化している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要を見
込んでいる。業界では、駆け込み需要一巡後も、２～３
年で需要は回復してくるとみている。消費税引き上げ
後に、住宅を購入しようとする消費者にとって、消費
税10％は当然のことであり、購入意欲には影響しな
いとみている。
住宅ローンは既に低金利となっているが、一段の
金融緩和により、さらに先行き住宅ローン金利の低
下を予測し、物件の購入を控えている消費者もいる。

（6）大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：１～３月期の百貨店の売上は、前年を下回っ
たが、月を追うごとに減少幅は縮小している。３月に
入り暖かくなり、春物衣料に動きが出ているほか、会
員向けセールの売上が増加するなど、持ち直しの兆
しがみられる。また、宝飾品や貴金属などの高額品の
売上が前年を上回るといった動きや、顧客の購買単
価の上昇もみられた。
一方、スーパー等の競合店の新規出店やリニュー

アルオープンにより、競合が激しくなり、食料品の売
上が減少するといった動きもあった。
株価の上昇や景気回復への期待感から、消費者

の動きにもわずかだが変化がみられる。目的以外の
ものは買わないといった行動に変化はないが、安いも
の一辺倒ではなく、価値のあるものや気に入ったもの
は購入するといった変化がみられる。
先行きは、景気回復への期待は大きく、上向くこと

が期待される。
スーパー：１～３月期のスーパーの売上は、既存店
ベース、全店ベースともに前年を下回った模様だ。
スーパーの新規出店が増えているが、既存店の売上
減少を補えなかった。
高額品に対する消費者の動きとは対照的に、生活
必需品では低価格志向が根強く、消費者の生活防
衛意識も依然として高い。昨年以降、スーパーでは
値下げを実施しているが消費者の買い上げ増には
結びついていない。競合店の出店や、コンビニ、ド
ラッグストアとの競合が激しくなっていることも一因
とみられる。
ただ３月に入り、春物商品に動きが出るなど変化の
兆しはある。消費者にとっては、まだ景気の回復実感
は薄いが、閉そく感のある買い物から、期待感のある
買い物に変わりつつある。
先行きについては、期待は大きいが、消費者の
所得増がみえるまでは、現状程度で推移するとみ
られる。

埼玉県内企業の2012年冬の ボーナス支給状況

2012年冬のボーナス支給状況について、県内企業
へのアンケート調査を実施した。結果は以下の通りで
ある。
対象企業数922社。回答企業数245社。回答率
26.6%。2013年１月中旬実施。

2012年冬のボーナスの支給実績をたずねたところ、
「正社員・パートともに支給」と答えた企業は全体の
51.1％、「正社員のみ支給」とした企業は37.9％、「支
給しない」とする企業は11.1％となった。
前年実績と比較すると、「正社員・パートともに支給」

とするところが2.4ポイント増加している一方、「支給し
ない」とした企業が0.9ポイント減少している。リーマン
ショックや震災の影響などもあり「支給しない」とする企
業が多くなっていたが、2012年冬はボーナスを支給す
るところは多くなっている。
業種別にみると、「正社員・パートともに支給」と答え

た企業は製造業では65.6％、非製造業では41.0％であ
る。「正社員のみ支給」は製造業で22.9％、非製造業で
48.2％。また、「支給しない」は製造業で11.5％、非製
造業で10.8％である。製造業では「正社員・パートとも
に支給」とする割合が高く、非製造業では「正社員のみ
支給」とする割合が高い。また、「支給しない」を昨年実
績と比較すると製造業では1.0ポイント増加しており、製
造業でボーナスを取り巻く環境が厳しかったことがうか
がえる。

2012年冬のボーナスの支給総額を支給対象人員で
割った、一人当たり支給額は459,426円となり、前年実
績の472,729円に比べ▲2.8％の減少となった（ボーナ
ス支給実額を記入いただいた企業175社を集計）。
2012年は後半にかけ、政策的な下支えの弱まりや海
外経済の減速などから生産、消費が弱い動きとなり、収
益など経営面でも厳しい状況にあったためとみられる。
業種別にみると、製造業では518,098円と前年の
518 ,430円から▲0.1％の減少、非製造業では
425,800円で前年の445,261円から▲4.4％の減少と
なった。2011年の減少幅は製造業が▲7.9％と非製造
業の同▲1.8％より大きかったが、2012年の減少幅は
非製造業で大きくなった。

冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移を
みると、2007年以降2009年まで３年間連続で前年実
績を下回り、とくに、2009年についてはリーマンショック
を受けた、輸出や生産の落ち込み、雇用環境の悪化な
どにより２ケタ減と大幅な落ち込みとなった。
2010年は生産等の回復により、製造業を中心に収
益の改善に応じてボーナス支給額を回復する動きがみ
られたが、2011年は円高や海外経済の減速、タイの洪
水などもあり、製造業を中心に再び減少となった。2012
年は夏のボーナスは前年比＋1.9％とプラスとなったが、
冬のボーナスは年後半にかけての景気の減速により２
年連続のマイナスとなった。

業を中心に大きく落ち込んだ前年からボーナスを回復
するところが多く、比較的大きな増加となった。しかし、
その後の景気減速により経営環境は厳しくなり、2011
年、2012年と２年連続の減少となった。

　　

2013年夏のボーナス支給予定については、2012年
夏のボーナスに比べて、「増加」9.5％、「変わらない」
63.1％、「減少」18.9％、「支給しない」8.6％となり、
「減少」としたところが「増加」とするところを上回って
いる。とくに製造業では29.9％で「減少」としている。
輸出環境の改善や経済対策の効果などから、先行き
景気回復への期待感は強くなっているものの、今夏の
ボーナスについては、依然厳しい対応を予定していると
ころが多い。 （吉嶺暢嗣）

一人当たりボーナス支給額

アンケート回答企業の2012年冬のボーナス支給総
額は109億81百万円で、当該企業の前年実績111億
17百万円から▲1.2％の減少となった。支給対象人員
は前年比＋1.6％の増加となった。
業種別の支給総額の前年比をみると、製造業が前年
比▲1.4％、非製造業が同▲1.1％となった。支給人員
は製造業で同▲1.4％の減少、非製造業で同＋3.4％の
増加となった。支給総額、支給人員とも製造業での減少
が大きく、2012年冬のボーナスについては、製造業で
ボーナス支給に係る環境が厳しかったことがうかがえる。

冬のボーナス支給総額（前年比）の推移をみると、
2009年大きな落ち込みとなった後、2010年は製造

冬のボーナス一人当たり
支給額（前年比）の推移

2013年夏のボーナス支給予定

ボーナス支給実績の有無

ボーナス支給総額と支給人員

冬のボーナス支給総額（前年比）の推移

●2012年冬のボーナス支給実績の有無
合計 製造業 非製造業

正社員・パートともに支給

正社員のみ支給

支給しない

51.1
(48.7)
37.9
(39.3)
11.1
(12.0)

65.6
(65.3)
22.9
(24.2)
11.5
(10.5)

41.0
(37.4)
48.2
(49.6)
10.8
(12.9)

(%)

※（　　）内は2011年実績

●2012年冬のボーナス一人当たり支給額
企業数

（2012年） 前年比
全産業
製造業
非製造業

175
69
106

459,426
518,098
425,800

一人当たり支給額
2012年 2011年

472,729
518,430
445,261

▲ 2.8
▲ 0.1
▲ 4.4

（社、円、％）

●2013年夏のボーナス支給予定     

全産業
製造業
非製造業

9.5
11.5
8.1

増加
63.1
52.9
69.6

変わらない
18.9
29.9
11.9

減少
8.6
5.7
10.4

支給しない
（％）

前年比
全産業
製造業
非製造業

23,902
8,708
15,194

支給対象人員支給総額
2012年 2011年

23,516
8,828
14,688

1.6
▲ 1.4
3.4

前年比
10,981
4,512
6,470

2012年 2011年
11,117
4,577
6,540

▲ 1.2
▲ 1.4
▲ 1.1

●2012年冬のボーナス支給総額と対象人員
（百万円、人、％）

●冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
（％）

2006年冬 2007年冬 2008年冬 2009年冬 2010年冬 2011年冬 2012年冬
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-10

0

10

20

1.3
3.7

▲1.1

▲5.4
▲7.9

▲2.4
▲4.0
▲6.4

▲1.6

▲16.9

▲29.8

▲8.9

5.1

15.4

1.8

▲3.7

▲7.9

▲1.8
▲2.8

▲0.1

▲4.4

全産業
製造業
非製造業

●冬のボーナス支給総額（前年比）の推移
（％）

2006年冬 2007年冬 2008年冬 2009年冬 2010年冬 2011年冬 2012年冬

2.4
4.3
0.4

▲ 2.7
▲ 7.0

1.5

▲4.3
▲6.0

▲2.4

▲18.0

▲32.4

▲8.9

6.1

21.1

1.4

▲2.9

▲8.9

0.3

▲1.2
▲1.4

▲1.1

全産業
製造業
非製造業
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アンケート調査

わが国経済は、一部に弱さが残るものの、このとこ
ろ持ち直しの動きがみられる。
先行きは、経済対策、金融政策の効果などを背景

に、マインドの改善にも支えられ、景気回復が期待さ
れている。
埼玉県経済は、弱い動きとなっているが、一部に下

げ止まりの動きもみられる。
先行きは、各種の政策効果から、回復が期待され

ている。
聞き取り調査を行った６業種中、現状（１～３月期）

の天気図は、「曇」が鉄鋼、建設、大型小売店、「小
雨」が一般機械、電気機械、輸送機械であった。
先行き（４～６月期）は、海外経済の下振れリスクが
懸念されるものの、消費税引き上げ前の駆け込み需
要もあり、生産は回復が期待される。天気図は、「薄
日」が建設、大型小売店、「曇」が一般機械、輸送機
械、鉄鋼、「小雨」が電気機械であった。
一般機械、輸送機械、建設、大型小売店の4業種

に、回復が期待されている。
主要業種の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、底打ち。
先行きは、緩やかながらも、持ち直してくると期待。
○電気機械の生産は、前年を下回る。
先行きは、ＴＶ関連の減産が継続され、前年を下
回る動きが続く。
○輸送機械は、昨年のエコカー補助金終了後、生
産・販売とも低調に推移。
先行きは、上向きの期待。
○鉄鋼の生産は、横ばい。
先行きは、緩やかに持ち直し。
○建設は、前年を上回る。
公共工事は、河川、道路、防災、減災関連工事など
を中心に、前年を上回る。先行きは、公共投資が各
種の政策効果から、引き続き前年を上回ると見込

まれる。
民間工事は、前年を上回る。工場や倉庫などにも
引き合い、受注がみられる。先行きは、消費税引
き上げ前の駆け込み需要の本格化から、前年を
上回る。
住宅は、マンション、戸建てとも、持ち直している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要に
期待。
○大型小売店販売は、百貨店・スーパーとも前年を
下回った。
先行きは、高額品に動きのみられる百貨店に上向
きの期待。

 
 

（1）一般機械…生産は底打ちから持ち直しへ
一般機械の生産は、昨年後半にかけて、緩やかに
減少していたが、遅くとも本年１～３月あたりで、ほぼ
底打ちしたとみられる。
工作機械関連は、欧州の景気減速や中国との関
係悪化などから、輸出が落ち込んでいたものの、年明
けには、一部で「３月期末をにらんで、前倒しで機械
設備の発注を受けた」ケースなどもあり、生産は下げ
止まっている。
一方、電機関連では、スマートフォン向けのケース

や液晶向けの部品などで、一部生産が好調な企業は
あるが、販売が落ち込んでいる薄型ＴＶ向けは、依然、
ほとんど動きがみられない。為替相場が円安方向に
転じたことで、輸出メリットが指摘される自動車関連
でも、これまでのところ、大型の機械設備を受注した
という話は聞かれない。
先行きは、ブラジルや豪州など、資源国からの受注

が減少している建設機械関連では、まだ慎重な見方
も残る。また、金型では、「ウォン高に苦しむ韓国など
から、国内へ回帰する形で、仕事の見積もりが来てい
る」といった話が聞かれたが、これまでに設備や人員
を絞り込んでいる企業も多く、すぐに生産増に結びつ
けるのは難しい状況にある。
しかし、米国をはじめとする海外経済の回復に加え
て、為替相場の円高修正も進んできており、工作機
械関連では、見積もりが増加している企業がみられる。
一般機械は、総じて輸出の寄与度が高いこともあり、
今後は、緩やかながらも、生産が持ち直してくると期
待される。

(2）電気機械…前年を下回る
１～３月期の生産は、総じて前年を下回った。
自動車関連は、前年を上回って推移しているもの
の、ＴＶ関連が引き続き前年を大幅に下回っており、

全体を押し下げている。
各社とも円高期に為替の影響を最小限に抑える
対策をとったものの、円安はドル、ユーロともに、利益
への貢献度が高い。
先行きもＴＶ関連の減産は引き続き実施され、生
産は前年を下回る動きが続くと見込まれている。
製品別でみると、薄型ＴＶは、製造品在庫、流通在
庫とも在庫調整は進んでいる。減産幅は縮小してき
ており、底打ち感がみられるものの、本格的な回復に
はまだ時間が必要である。
これからは２台目、３台目のＴＶ需要の喚起や、新
技術を活用した付加価値の高いＴＶ製品（３Ｄ、４Ｋ、
スマートＴＶや有機ＥＬなど）へ積極的に対応している
ものの、消費者の反応は今一つで、苦戦を強いられ
ている。
従来型のパソコンや携帯電話関連は動きが鈍い

が、タブレット型は堅調に推移している。
白物家電は、堅調に推移している。エアコンは国内
需要に一服感がみられるものの、中国向けのエアコ
ンは、2009年、10年の勢いはないが、コンスタントに
増加している。
消費者は、白物家電をはじめＬＥＤなど、省エネ型

の新製品・高機能モデル（インバーター式のエアコン、
省エネ型の冷蔵庫、ドラム式の洗濯機など）への需
要が根強い。
自動車向けは、北米向けを中心に順調に推移して
おり、先行きも引き続き順調に推移すると見込まれて
いる。

（3）輸送機械…低調
乗用車：エコカー補助金が終了した昨年９月以降、県
内の乗用車販売は全国と同様に低迷が続いている。
内訳をみると軽自動車は前年を上回り好調に推移
しているが、登録車（普通車、小型車）は前年比2ケ
タの減少となっている。１～３月期の県内の乗用車生
産も、登録車販売の減少を反映して低い水準にとど

まった。海外への生産シフトによる輸出の減少も影響
しているとみられる。
先行きもしばらく弱含みの動きが続くとみられるが、

７月にはホンダの寄居工場が小型車を集中生産する
工場として稼働するほか、初夏から秋には新型車が
投入されるとみられることから、上向きに転じること
が期待される。
トラック関連：トラックの生産も減少しているが、乗用
車ほどの落ち込みではない。東南アジアなど海外需
要が引き続き強いことや、復興需要の影響があると
みられる。
先行きも、海外景気が回復の方向にあることから
比較的順調に推移するとみられる。
部品メーカー：乗用車部品メーカーの生産は、乗用
車生産が低迷しているため低調に推移している。収
益面では、乗用車の売れ筋が小型化・低価格化して
いるため、部品単価が下落し受注額は減少気味で、
利幅も小さく収益面も厳しいようだ。為替相場が円安
に進み輸出採算の改善が見込まれるが、部品メー
カーでは完成車メーカーに比べ為替の影響は大きく
ないという。
トラック部品メーカーは、工場のフル稼働が続いた
ところがある一方で、稼働が落ちているところもある。
完成車メーカーの生産にバラツキがあるためとみら
れる。
先行きの部品メーカーの生産は、現状程度の水準

で推移するとみられる。生産の回復は、乗用車の新
型車が投入される夏場以降になると思われる。

（4）鉄鋼…生産は横ばいから持ち直しへ
棒鋼の生産は、総じて横ばいで推移している。
足元では、製造業の能力増強投資といった、前向

きの設備投資は、ほとんどみられないが、介護・福祉
関連の建設は比較的堅調で、高速道路のＩＣ周辺な
どを中心に、物流拠点の整備も続いている。
また、昨年の秋口以降、首都圏の商業ビルプロジェ
クトは、徐々に動き始めているものの、東日本大震災
の復興需要を受けて、鉄筋型枠工などの建設作業員
が不足する状況が続いており、実際の工事の進捗に
は遅れがみられる。
こうしたなか、電気料金引き上げに、スクラップ価
格の上昇も加わり、業績面は苦しい。
先行きは、2014年４月の消費税引き上げを控えて、
首都圏の住宅建設もピッチが上がってくるとみられ、
棒鋼の生産は緩やかに持ち直していこう。しかし、中
国や韓国など海外経済の動向次第で、スクラップ価
格がこれまで以上に上昇するようだと、収益面は厳し
い状況が続く。
鋳物の生産は、昨年の末頃にかけて減少していた

が、足元ではほぼ底打ちしたとみられる。トラックや建
設機械向けなどの一部に動きがあるものの、資源国
向けの大型機械等の受注は止まっている。
先行きは、米国経済が回復に向かうなど、若干明

るさも見えてきており、工作機械向けなどがリードす
る形で、今後、生産は持ち直すとみられる。
鉄鉱石や石炭の価格が上昇に転じたことで、今後、
原材料となる鋳物用銑鉄の価格も上昇が見込まれ
る。比較的安価で良質なロシア産銑鉄の輸入など、
対応策も進められているものの、製品価格への転嫁
が困難な状況は変わらず、収益面は厳しい状況が
続こう。

（5）建設…前年を上回る
建設は、前年を20％程度上回って推移した。
公共工事：１～３月期は、河川、道路、堤防などの改修

や補修工事、防災・減災関連工事などが中心で、前
年を上回った。先行きは公共投資は各種の政策効果
から、前年より増加すると見込まれている。
民間工事：１～３月期は、前年を上回った。工事案件は、
引き続き福祉関係施設が中心。ただ、昨年秋口以降、
消費税の引き上げを意識し、老朽化した建物の大型
修繕・更新案件、高速道路のＩＣ周辺の物流倉庫の
案件などの引き合いがあった。年明けから、受注に至
るケースもみられる。
資材価格は、やや強含みの動きがみられる。今後、
復興需要の本格化、インフラ維持などの公共投資の
実施、景気回復を見込んだ民間工事の増加などが見
込まれ、事前に建設資材の在庫を積み増す動きがみ
られる。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要が本
格化してくることから、引き続き前年を上回ると見込
まれている。
住宅：住宅は、１～３月期は前年並みからやや前年を
上回り、持ち直しているものの、消費税引き上げ前の
駆け込み需要はみられなかった。消費税引き上げ前
の駆け込み需要は、早ければ４～６月期から顕在化し、
夏から秋にかけて本格化してくるとみている。マン
ションなどでは鉄筋工や型枠工の不足を心配してい
る。不足すると工期を厳守するためには、割増賃金が
発生し、収益が厳しくなることが予想される。
戸建、マンション業者ともに、工期から逆算して、適
地の確保を積極化している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要を見
込んでいる。業界では、駆け込み需要一巡後も、２～３
年で需要は回復してくるとみている。消費税引き上げ
後に、住宅を購入しようとする消費者にとって、消費
税10％は当然のことであり、購入意欲には影響しな
いとみている。
住宅ローンは既に低金利となっているが、一段の
金融緩和により、さらに先行き住宅ローン金利の低
下を予測し、物件の購入を控えている消費者もいる。

（6）大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：１～３月期の百貨店の売上は、前年を下回っ
たが、月を追うごとに減少幅は縮小している。３月に
入り暖かくなり、春物衣料に動きが出ているほか、会
員向けセールの売上が増加するなど、持ち直しの兆
しがみられる。また、宝飾品や貴金属などの高額品の
売上が前年を上回るといった動きや、顧客の購買単
価の上昇もみられた。
一方、スーパー等の競合店の新規出店やリニュー

アルオープンにより、競合が激しくなり、食料品の売
上が減少するといった動きもあった。
株価の上昇や景気回復への期待感から、消費者

の動きにもわずかだが変化がみられる。目的以外の
ものは買わないといった行動に変化はないが、安いも
の一辺倒ではなく、価値のあるものや気に入ったもの
は購入するといった変化がみられる。
先行きは、景気回復への期待は大きく、上向くこと

が期待される。
スーパー：１～３月期のスーパーの売上は、既存店
ベース、全店ベースともに前年を下回った模様だ。
スーパーの新規出店が増えているが、既存店の売上
減少を補えなかった。
高額品に対する消費者の動きとは対照的に、生活
必需品では低価格志向が根強く、消費者の生活防
衛意識も依然として高い。昨年以降、スーパーでは
値下げを実施しているが消費者の買い上げ増には
結びついていない。競合店の出店や、コンビニ、ド
ラッグストアとの競合が激しくなっていることも一因
とみられる。
ただ３月に入り、春物商品に動きが出るなど変化の
兆しはある。消費者にとっては、まだ景気の回復実感
は薄いが、閉そく感のある買い物から、期待感のある
買い物に変わりつつある。
先行きについては、期待は大きいが、消費者の
所得増がみえるまでは、現状程度で推移するとみ
られる。

埼玉県内企業の2012年冬の ボーナス支給状況

2012年冬のボーナス支給状況について、県内企業
へのアンケート調査を実施した。結果は以下の通りで
ある。
対象企業数922社。回答企業数245社。回答率
26.6%。2013年１月中旬実施。

2012年冬のボーナスの支給実績をたずねたところ、
「正社員・パートともに支給」と答えた企業は全体の
51.1％、「正社員のみ支給」とした企業は37.9％、「支
給しない」とする企業は11.1％となった。
前年実績と比較すると、「正社員・パートともに支給」

とするところが2.4ポイント増加している一方、「支給し
ない」とした企業が0.9ポイント減少している。リーマン
ショックや震災の影響などもあり「支給しない」とする企
業が多くなっていたが、2012年冬はボーナスを支給す
るところは多くなっている。
業種別にみると、「正社員・パートともに支給」と答え

た企業は製造業では65.6％、非製造業では41.0％であ
る。「正社員のみ支給」は製造業で22.9％、非製造業で
48.2％。また、「支給しない」は製造業で11.5％、非製
造業で10.8％である。製造業では「正社員・パートとも
に支給」とする割合が高く、非製造業では「正社員のみ
支給」とする割合が高い。また、「支給しない」を昨年実
績と比較すると製造業では1.0ポイント増加しており、製
造業でボーナスを取り巻く環境が厳しかったことがうか
がえる。

2012年冬のボーナスの支給総額を支給対象人員で
割った、一人当たり支給額は459,426円となり、前年実
績の472,729円に比べ▲2.8％の減少となった（ボーナ
ス支給実額を記入いただいた企業175社を集計）。
2012年は後半にかけ、政策的な下支えの弱まりや海
外経済の減速などから生産、消費が弱い動きとなり、収
益など経営面でも厳しい状況にあったためとみられる。
業種別にみると、製造業では518,098円と前年の
518 ,430円から▲0.1％の減少、非製造業では
425,800円で前年の445,261円から▲4.4％の減少と
なった。2011年の減少幅は製造業が▲7.9％と非製造
業の同▲1.8％より大きかったが、2012年の減少幅は
非製造業で大きくなった。

冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移を
みると、2007年以降2009年まで３年間連続で前年実
績を下回り、とくに、2009年についてはリーマンショック
を受けた、輸出や生産の落ち込み、雇用環境の悪化な
どにより２ケタ減と大幅な落ち込みとなった。
2010年は生産等の回復により、製造業を中心に収
益の改善に応じてボーナス支給額を回復する動きがみ
られたが、2011年は円高や海外経済の減速、タイの洪
水などもあり、製造業を中心に再び減少となった。2012
年は夏のボーナスは前年比＋1.9％とプラスとなったが、
冬のボーナスは年後半にかけての景気の減速により２
年連続のマイナスとなった。

業を中心に大きく落ち込んだ前年からボーナスを回復
するところが多く、比較的大きな増加となった。しかし、
その後の景気減速により経営環境は厳しくなり、2011
年、2012年と２年連続の減少となった。

　　

2013年夏のボーナス支給予定については、2012年
夏のボーナスに比べて、「増加」9.5％、「変わらない」
63.1％、「減少」18.9％、「支給しない」8.6％となり、
「減少」としたところが「増加」とするところを上回って
いる。とくに製造業では29.9％で「減少」としている。
輸出環境の改善や経済対策の効果などから、先行き
景気回復への期待感は強くなっているものの、今夏の
ボーナスについては、依然厳しい対応を予定していると
ころが多い。 （吉嶺暢嗣）

一人当たりボーナス支給額

アンケート回答企業の2012年冬のボーナス支給総
額は109億81百万円で、当該企業の前年実績111億
17百万円から▲1.2％の減少となった。支給対象人員
は前年比＋1.6％の増加となった。
業種別の支給総額の前年比をみると、製造業が前年
比▲1.4％、非製造業が同▲1.1％となった。支給人員
は製造業で同▲1.4％の減少、非製造業で同＋3.4％の
増加となった。支給総額、支給人員とも製造業での減少
が大きく、2012年冬のボーナスについては、製造業で
ボーナス支給に係る環境が厳しかったことがうかがえる。

冬のボーナス支給総額（前年比）の推移をみると、
2009年大きな落ち込みとなった後、2010年は製造

冬のボーナス一人当たり
支給額（前年比）の推移

2013年夏のボーナス支給予定

ボーナス支給実績の有無

ボーナス支給総額と支給人員

冬のボーナス支給総額（前年比）の推移

●2012年冬のボーナス支給実績の有無
合計 製造業 非製造業

正社員・パートともに支給

正社員のみ支給

支給しない

51.1
(48.7)
37.9
(39.3)
11.1
(12.0)

65.6
(65.3)
22.9
(24.2)
11.5
(10.5)

41.0
(37.4)
48.2
(49.6)
10.8
(12.9)

(%)

※（　　）内は2011年実績

●2012年冬のボーナス一人当たり支給額
企業数

（2012年） 前年比
全産業
製造業
非製造業

175
69
106

459,426
518,098
425,800

一人当たり支給額
2012年 2011年

472,729
518,430
445,261

▲ 2.8
▲ 0.1
▲ 4.4

（社、円、％）

●2013年夏のボーナス支給予定     

全産業
製造業
非製造業

9.5
11.5
8.1

増加
63.1
52.9
69.6

変わらない
18.9
29.9
11.9

減少
8.6
5.7
10.4

支給しない
（％）

前年比
全産業
製造業
非製造業

23,902
8,708
15,194

支給対象人員支給総額
2012年 2011年

23,516
8,828
14,688

1.6
▲ 1.4
3.4

前年比
10,981
4,512
6,470

2012年 2011年
11,117
4,577
6,540

▲ 1.2
▲ 1.4
▲ 1.1

●2012年冬のボーナス支給総額と対象人員
（百万円、人、％）

●冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
（％）

2006年冬 2007年冬 2008年冬 2009年冬 2010年冬 2011年冬 2012年冬

-30

-20

-10

0

10

20

1.3
3.7

▲1.1

▲5.4
▲7.9

▲2.4
▲4.0
▲6.4

▲1.6

▲16.9

▲29.8

▲8.9

5.1

15.4

1.8

▲3.7

▲7.9

▲1.8
▲2.8

▲0.1

▲4.4

全産業
製造業
非製造業

●冬のボーナス支給総額（前年比）の推移
（％）

2006年冬 2007年冬 2008年冬 2009年冬 2010年冬 2011年冬 2012年冬

2.4
4.3
0.4

▲ 2.7
▲ 7.0

1.5

▲4.3
▲6.0

▲2.4

▲18.0

▲32.4

▲8.9

6.1

21.1

1.4

▲2.9

▲8.9

0.3

▲1.2
▲1.4

▲1.1

全産業
製造業
非製造業
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わが国経済は、一部に弱さが残るものの、このとこ
ろ持ち直しの動きがみられる。
先行きは、経済対策、金融政策の効果などを背景

に、マインドの改善にも支えられ、景気回復が期待さ
れている。
埼玉県経済は、弱い動きとなっているが、一部に下

げ止まりの動きもみられる。
先行きは、各種の政策効果から、回復が期待され

ている。
聞き取り調査を行った６業種中、現状（１～３月期）

の天気図は、「曇」が鉄鋼、建設、大型小売店、「小
雨」が一般機械、電気機械、輸送機械であった。
先行き（４～６月期）は、海外経済の下振れリスクが
懸念されるものの、消費税引き上げ前の駆け込み需
要もあり、生産は回復が期待される。天気図は、「薄
日」が建設、大型小売店、「曇」が一般機械、輸送機
械、鉄鋼、「小雨」が電気機械であった。
一般機械、輸送機械、建設、大型小売店の4業種

に、回復が期待されている。
主要業種の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、底打ち。
先行きは、緩やかながらも、持ち直してくると期待。
○電気機械の生産は、前年を下回る。
先行きは、ＴＶ関連の減産が継続され、前年を下
回る動きが続く。
○輸送機械は、昨年のエコカー補助金終了後、生
産・販売とも低調に推移。
先行きは、上向きの期待。
○鉄鋼の生産は、横ばい。
先行きは、緩やかに持ち直し。
○建設は、前年を上回る。
公共工事は、河川、道路、防災、減災関連工事など
を中心に、前年を上回る。先行きは、公共投資が各
種の政策効果から、引き続き前年を上回ると見込

まれる。
民間工事は、前年を上回る。工場や倉庫などにも
引き合い、受注がみられる。先行きは、消費税引
き上げ前の駆け込み需要の本格化から、前年を
上回る。
住宅は、マンション、戸建てとも、持ち直している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要に
期待。
○大型小売店販売は、百貨店・スーパーとも前年を
下回った。
先行きは、高額品に動きのみられる百貨店に上向
きの期待。

 
 

（1）一般機械…生産は底打ちから持ち直しへ
一般機械の生産は、昨年後半にかけて、緩やかに
減少していたが、遅くとも本年１～３月あたりで、ほぼ
底打ちしたとみられる。
工作機械関連は、欧州の景気減速や中国との関
係悪化などから、輸出が落ち込んでいたものの、年明
けには、一部で「３月期末をにらんで、前倒しで機械
設備の発注を受けた」ケースなどもあり、生産は下げ
止まっている。
一方、電機関連では、スマートフォン向けのケース

や液晶向けの部品などで、一部生産が好調な企業は
あるが、販売が落ち込んでいる薄型ＴＶ向けは、依然、
ほとんど動きがみられない。為替相場が円安方向に
転じたことで、輸出メリットが指摘される自動車関連
でも、これまでのところ、大型の機械設備を受注した
という話は聞かれない。
先行きは、ブラジルや豪州など、資源国からの受注

が減少している建設機械関連では、まだ慎重な見方
も残る。また、金型では、「ウォン高に苦しむ韓国など
から、国内へ回帰する形で、仕事の見積もりが来てい
る」といった話が聞かれたが、これまでに設備や人員
を絞り込んでいる企業も多く、すぐに生産増に結びつ
けるのは難しい状況にある。
しかし、米国をはじめとする海外経済の回復に加え
て、為替相場の円高修正も進んできており、工作機
械関連では、見積もりが増加している企業がみられる。
一般機械は、総じて輸出の寄与度が高いこともあり、
今後は、緩やかながらも、生産が持ち直してくると期
待される。

(2）電気機械…前年を下回る
１～３月期の生産は、総じて前年を下回った。
自動車関連は、前年を上回って推移しているもの
の、ＴＶ関連が引き続き前年を大幅に下回っており、

全体を押し下げている。
各社とも円高期に為替の影響を最小限に抑える
対策をとったものの、円安はドル、ユーロともに、利益
への貢献度が高い。
先行きもＴＶ関連の減産は引き続き実施され、生
産は前年を下回る動きが続くと見込まれている。
製品別でみると、薄型ＴＶは、製造品在庫、流通在
庫とも在庫調整は進んでいる。減産幅は縮小してき
ており、底打ち感がみられるものの、本格的な回復に
はまだ時間が必要である。
これからは２台目、３台目のＴＶ需要の喚起や、新
技術を活用した付加価値の高いＴＶ製品（３Ｄ、４Ｋ、
スマートＴＶや有機ＥＬなど）へ積極的に対応している
ものの、消費者の反応は今一つで、苦戦を強いられ
ている。
従来型のパソコンや携帯電話関連は動きが鈍い

が、タブレット型は堅調に推移している。
白物家電は、堅調に推移している。エアコンは国内
需要に一服感がみられるものの、中国向けのエアコ
ンは、2009年、10年の勢いはないが、コンスタントに
増加している。
消費者は、白物家電をはじめＬＥＤなど、省エネ型

の新製品・高機能モデル（インバーター式のエアコン、
省エネ型の冷蔵庫、ドラム式の洗濯機など）への需
要が根強い。
自動車向けは、北米向けを中心に順調に推移して
おり、先行きも引き続き順調に推移すると見込まれて
いる。

（3）輸送機械…低調
乗用車：エコカー補助金が終了した昨年９月以降、県
内の乗用車販売は全国と同様に低迷が続いている。
内訳をみると軽自動車は前年を上回り好調に推移
しているが、登録車（普通車、小型車）は前年比2ケ
タの減少となっている。１～３月期の県内の乗用車生
産も、登録車販売の減少を反映して低い水準にとど

まった。海外への生産シフトによる輸出の減少も影響
しているとみられる。
先行きもしばらく弱含みの動きが続くとみられるが、

７月にはホンダの寄居工場が小型車を集中生産する
工場として稼働するほか、初夏から秋には新型車が
投入されるとみられることから、上向きに転じること
が期待される。
トラック関連：トラックの生産も減少しているが、乗用
車ほどの落ち込みではない。東南アジアなど海外需
要が引き続き強いことや、復興需要の影響があると
みられる。
先行きも、海外景気が回復の方向にあることから
比較的順調に推移するとみられる。
部品メーカー：乗用車部品メーカーの生産は、乗用
車生産が低迷しているため低調に推移している。収
益面では、乗用車の売れ筋が小型化・低価格化して
いるため、部品単価が下落し受注額は減少気味で、
利幅も小さく収益面も厳しいようだ。為替相場が円安
に進み輸出採算の改善が見込まれるが、部品メー
カーでは完成車メーカーに比べ為替の影響は大きく
ないという。
トラック部品メーカーは、工場のフル稼働が続いた
ところがある一方で、稼働が落ちているところもある。
完成車メーカーの生産にバラツキがあるためとみら
れる。
先行きの部品メーカーの生産は、現状程度の水準

で推移するとみられる。生産の回復は、乗用車の新
型車が投入される夏場以降になると思われる。

（4）鉄鋼…生産は横ばいから持ち直しへ
棒鋼の生産は、総じて横ばいで推移している。
足元では、製造業の能力増強投資といった、前向

きの設備投資は、ほとんどみられないが、介護・福祉
関連の建設は比較的堅調で、高速道路のＩＣ周辺な
どを中心に、物流拠点の整備も続いている。
また、昨年の秋口以降、首都圏の商業ビルプロジェ
クトは、徐々に動き始めているものの、東日本大震災
の復興需要を受けて、鉄筋型枠工などの建設作業員
が不足する状況が続いており、実際の工事の進捗に
は遅れがみられる。
こうしたなか、電気料金引き上げに、スクラップ価
格の上昇も加わり、業績面は苦しい。
先行きは、2014年４月の消費税引き上げを控えて、
首都圏の住宅建設もピッチが上がってくるとみられ、
棒鋼の生産は緩やかに持ち直していこう。しかし、中
国や韓国など海外経済の動向次第で、スクラップ価
格がこれまで以上に上昇するようだと、収益面は厳し
い状況が続く。
鋳物の生産は、昨年の末頃にかけて減少していた

が、足元ではほぼ底打ちしたとみられる。トラックや建
設機械向けなどの一部に動きがあるものの、資源国
向けの大型機械等の受注は止まっている。
先行きは、米国経済が回復に向かうなど、若干明

るさも見えてきており、工作機械向けなどがリードす
る形で、今後、生産は持ち直すとみられる。
鉄鉱石や石炭の価格が上昇に転じたことで、今後、
原材料となる鋳物用銑鉄の価格も上昇が見込まれ
る。比較的安価で良質なロシア産銑鉄の輸入など、
対応策も進められているものの、製品価格への転嫁
が困難な状況は変わらず、収益面は厳しい状況が
続こう。

（5）建設…前年を上回る
建設は、前年を20％程度上回って推移した。
公共工事：１～３月期は、河川、道路、堤防などの改修

や補修工事、防災・減災関連工事などが中心で、前
年を上回った。先行きは公共投資は各種の政策効果
から、前年より増加すると見込まれている。
民間工事：１～３月期は、前年を上回った。工事案件は、
引き続き福祉関係施設が中心。ただ、昨年秋口以降、
消費税の引き上げを意識し、老朽化した建物の大型
修繕・更新案件、高速道路のＩＣ周辺の物流倉庫の
案件などの引き合いがあった。年明けから、受注に至
るケースもみられる。
資材価格は、やや強含みの動きがみられる。今後、
復興需要の本格化、インフラ維持などの公共投資の
実施、景気回復を見込んだ民間工事の増加などが見
込まれ、事前に建設資材の在庫を積み増す動きがみ
られる。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要が本
格化してくることから、引き続き前年を上回ると見込
まれている。
住宅：住宅は、１～３月期は前年並みからやや前年を
上回り、持ち直しているものの、消費税引き上げ前の
駆け込み需要はみられなかった。消費税引き上げ前
の駆け込み需要は、早ければ４～６月期から顕在化し、
夏から秋にかけて本格化してくるとみている。マン
ションなどでは鉄筋工や型枠工の不足を心配してい
る。不足すると工期を厳守するためには、割増賃金が
発生し、収益が厳しくなることが予想される。
戸建、マンション業者ともに、工期から逆算して、適
地の確保を積極化している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要を見
込んでいる。業界では、駆け込み需要一巡後も、２～３
年で需要は回復してくるとみている。消費税引き上げ
後に、住宅を購入しようとする消費者にとって、消費
税10％は当然のことであり、購入意欲には影響しな
いとみている。
住宅ローンは既に低金利となっているが、一段の
金融緩和により、さらに先行き住宅ローン金利の低
下を予測し、物件の購入を控えている消費者もいる。

（6）大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：１～３月期の百貨店の売上は、前年を下回っ
たが、月を追うごとに減少幅は縮小している。３月に
入り暖かくなり、春物衣料に動きが出ているほか、会
員向けセールの売上が増加するなど、持ち直しの兆
しがみられる。また、宝飾品や貴金属などの高額品の
売上が前年を上回るといった動きや、顧客の購買単
価の上昇もみられた。
一方、スーパー等の競合店の新規出店やリニュー

アルオープンにより、競合が激しくなり、食料品の売
上が減少するといった動きもあった。
株価の上昇や景気回復への期待感から、消費者

の動きにもわずかだが変化がみられる。目的以外の
ものは買わないといった行動に変化はないが、安いも
の一辺倒ではなく、価値のあるものや気に入ったもの
は購入するといった変化がみられる。
先行きは、景気回復への期待は大きく、上向くこと

が期待される。
スーパー：１～３月期のスーパーの売上は、既存店
ベース、全店ベースともに前年を下回った模様だ。
スーパーの新規出店が増えているが、既存店の売上
減少を補えなかった。
高額品に対する消費者の動きとは対照的に、生活
必需品では低価格志向が根強く、消費者の生活防
衛意識も依然として高い。昨年以降、スーパーでは
値下げを実施しているが消費者の買い上げ増には
結びついていない。競合店の出店や、コンビニ、ド
ラッグストアとの競合が激しくなっていることも一因
とみられる。
ただ３月に入り、春物商品に動きが出るなど変化の
兆しはある。消費者にとっては、まだ景気の回復実感
は薄いが、閉そく感のある買い物から、期待感のある
買い物に変わりつつある。
先行きについては、期待は大きいが、消費者の
所得増がみえるまでは、現状程度で推移するとみ
られる。

調査の趣旨
　埼玉県では、女性の活躍によって経済を活性化させ
る埼玉版ウーマノミクスプロジェクトを推進しています。
　女性が「働き手」や「消費・投資」の担い手となるた
めには、女性が働きやすい職場環境づくりを進め、女性
の活躍の場を作ることが重要です。
　県では、平成２４年６月から、女性が働きやすい職場
環境づくりを推進するため、「多様な働き方実践企業認
定制度（以下「認定制度」という）」を開始しました。
　認定制度では、多様な働き方を選べるか、出産した
女性が働き続けているか、女性の管理職割合など６項
目のうち２項目以上該当する企業を認定しています。認
定区分は、６項目すべてに該当すればプラチナ、４項目
以上該当すればゴールド、２項目以上該当すればシル
バーとなっています。
　このたび、多様な働き方実践企業に、女性の活用を
進めるために特に重要な多様な働き方への取組や女
性の管理職登用、ワークライフバランスなどに取り組む
ことにより、どのような効果がみられたのか調査を実施
しました。

調査の概要
■調査期間
平成２４年１２月から平成２５年２月
■調査の対象
多様な働き方実践企業認定企業　３１４社
（うち２０６社が回答）（回答率　６５．６％）
■調査方法
　電子メールまたはＦＡＸで調査票を送付
■調査内容
　以下の取組効果を調査した。

＜取組状況＞
ａ　多様な働き方の制度の導入・活用
ｂ　女性管理職の積極的な登用
ｃ　男性も含めたワークライフバランスへの取組

調査結果の概要
　女性が働きやすい職場づくりに取り組んだ結果、以
下のような効果があることがわかりました。
○従業員定着、企業イメージの向上、モチベーションの
向上等で、多くの企業に効果がみられる。
(取組の効果・課題)
ａ　多様な働き方の制度の導入・活用
　　(主な効果)
　　①従業員が退職せずに定着（75％）
　　②従業員のモチベーションの向上（62％）
　　③企業イメージの向上（61％）
　　(主な課題)
　　・短時間勤務者の増加による人員の配置
ｂ　女性管理職の積極的な登用
　　(主な効果)
　　①従業員のモチベーションの向上（68％）
　　②企業イメージの向上（64％）
　　③女性従業員の活用の促進（63％）
　　(主な課題)
　　・男性の意識が変わらず女性登用が当たり前にな

るまでに時間がかかる
ｃ　男性も含めたワークライフバランスへの取組
　　(主な効果)
　　①子育てする同僚への理解促進（67％）
　　②従業員のモチベーションの向上（61％）
　　③業務効率化（52％）

　　(主な課題)
　　・業務量、人員数、仕組みも変える必要がある
　
○従業員が１～４９人の企業では、商品企画力の向上に
効果がみられる。
　従業員が１～４９人の企業では、他の従業員規模の企
業に比べて、女性管理職を登用したことにより、商品企
画力や顧客サービスの向上に効果があったとした割合
が高くなるなど、小規模企業ならではの効果も現れてい
ます。

○認定区分が上がるほど、効果も上がる。
　認定制度では、女性が働きやすい職場づくりへの取
組状況に応じて、シルバー、ゴールド、プラチナとステッ
プアップできる仕組みになっています。認定区分が上が
るほど、効果も上がる傾向がみられます。

○短時間勤務者がいる所属では、周囲の業務の効率
化も図られた例も多い。
　一番効果があったものとして、「短時間勤務への移行
に伴い、グループ内で業務の棚卸しを行った結果、周囲
の業務の効率化ができた」といった意見が自由記述と
してあげられました。

おわりに
　多様な働き方など女性が働きやすい環境づくりに取
り組む企業では、従業員のモチベーションや従業員の定
着、企業イメージの向上など、一定の効果がみられるこ
とやいくつかの課題が明らかになりました。
　これから多様な働き方などに取り組もうする企業や、
今後取り組みを強化していこうとする企業等の取組の
一助となれば幸いです。

女性が働きやすい職場づくりにより、 様々な効果が期待できます！
～多様な働き方実践企業へのアンケート調査結果について～ 埼玉県産業労働部ウーマノミクス課

「女性の活用で企業を元気に！」をテーマに、シンポジウムを開催します。
ウーマノミクス提唱者であるゴールドマンサックス証券のキャシー松井氏による講演のほか、女性の活
用を進める企業３社によるパネルディスカッションを行います。ぜひふるってご参加ください！！
日時：平成２５年６月4日（火）13:00～15：15　さいたま市民会館うらわホール
申し込みは県ウーマノミクス課（048-830-3965）まで！

ウーマノミクスシンポジウムを開催！

●女性の管理職登用に積極的に取り組んだ結果、
　商品企画力や顧客サービスが向上したと回答した企業

従業員規模
１～４９人 
５０～９９人 
１００～２９９人
３００人以上

構成比（％）
55.0 
44.8 
45.5 
48.1 

寄稿

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％ 80.0％ 100.0％

80.0％

100.0％

92.4％

プラチナ

プラチナ n＝19
ゴールド n＝92
シルバー n＝95

ゴールド

シルバー

●効果がみられた企業
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わが国経済は、一部に弱さが残るものの、このとこ
ろ持ち直しの動きがみられる。
先行きは、経済対策、金融政策の効果などを背景

に、マインドの改善にも支えられ、景気回復が期待さ
れている。
埼玉県経済は、弱い動きとなっているが、一部に下

げ止まりの動きもみられる。
先行きは、各種の政策効果から、回復が期待され

ている。
聞き取り調査を行った６業種中、現状（１～３月期）

の天気図は、「曇」が鉄鋼、建設、大型小売店、「小
雨」が一般機械、電気機械、輸送機械であった。
先行き（４～６月期）は、海外経済の下振れリスクが
懸念されるものの、消費税引き上げ前の駆け込み需
要もあり、生産は回復が期待される。天気図は、「薄
日」が建設、大型小売店、「曇」が一般機械、輸送機
械、鉄鋼、「小雨」が電気機械であった。
一般機械、輸送機械、建設、大型小売店の4業種

に、回復が期待されている。
主要業種の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、底打ち。
先行きは、緩やかながらも、持ち直してくると期待。
○電気機械の生産は、前年を下回る。
先行きは、ＴＶ関連の減産が継続され、前年を下
回る動きが続く。
○輸送機械は、昨年のエコカー補助金終了後、生
産・販売とも低調に推移。
先行きは、上向きの期待。
○鉄鋼の生産は、横ばい。
先行きは、緩やかに持ち直し。
○建設は、前年を上回る。
公共工事は、河川、道路、防災、減災関連工事など
を中心に、前年を上回る。先行きは、公共投資が各
種の政策効果から、引き続き前年を上回ると見込

まれる。
民間工事は、前年を上回る。工場や倉庫などにも
引き合い、受注がみられる。先行きは、消費税引
き上げ前の駆け込み需要の本格化から、前年を
上回る。
住宅は、マンション、戸建てとも、持ち直している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要に
期待。
○大型小売店販売は、百貨店・スーパーとも前年を
下回った。
先行きは、高額品に動きのみられる百貨店に上向
きの期待。

 
 

（1）一般機械…生産は底打ちから持ち直しへ
一般機械の生産は、昨年後半にかけて、緩やかに
減少していたが、遅くとも本年１～３月あたりで、ほぼ
底打ちしたとみられる。
工作機械関連は、欧州の景気減速や中国との関
係悪化などから、輸出が落ち込んでいたものの、年明
けには、一部で「３月期末をにらんで、前倒しで機械
設備の発注を受けた」ケースなどもあり、生産は下げ
止まっている。
一方、電機関連では、スマートフォン向けのケース

や液晶向けの部品などで、一部生産が好調な企業は
あるが、販売が落ち込んでいる薄型ＴＶ向けは、依然、
ほとんど動きがみられない。為替相場が円安方向に
転じたことで、輸出メリットが指摘される自動車関連
でも、これまでのところ、大型の機械設備を受注した
という話は聞かれない。
先行きは、ブラジルや豪州など、資源国からの受注

が減少している建設機械関連では、まだ慎重な見方
も残る。また、金型では、「ウォン高に苦しむ韓国など
から、国内へ回帰する形で、仕事の見積もりが来てい
る」といった話が聞かれたが、これまでに設備や人員
を絞り込んでいる企業も多く、すぐに生産増に結びつ
けるのは難しい状況にある。
しかし、米国をはじめとする海外経済の回復に加え
て、為替相場の円高修正も進んできており、工作機
械関連では、見積もりが増加している企業がみられる。
一般機械は、総じて輸出の寄与度が高いこともあり、
今後は、緩やかながらも、生産が持ち直してくると期
待される。

(2）電気機械…前年を下回る
１～３月期の生産は、総じて前年を下回った。
自動車関連は、前年を上回って推移しているもの
の、ＴＶ関連が引き続き前年を大幅に下回っており、

全体を押し下げている。
各社とも円高期に為替の影響を最小限に抑える
対策をとったものの、円安はドル、ユーロともに、利益
への貢献度が高い。
先行きもＴＶ関連の減産は引き続き実施され、生
産は前年を下回る動きが続くと見込まれている。
製品別でみると、薄型ＴＶは、製造品在庫、流通在
庫とも在庫調整は進んでいる。減産幅は縮小してき
ており、底打ち感がみられるものの、本格的な回復に
はまだ時間が必要である。
これからは２台目、３台目のＴＶ需要の喚起や、新
技術を活用した付加価値の高いＴＶ製品（３Ｄ、４Ｋ、
スマートＴＶや有機ＥＬなど）へ積極的に対応している
ものの、消費者の反応は今一つで、苦戦を強いられ
ている。
従来型のパソコンや携帯電話関連は動きが鈍い

が、タブレット型は堅調に推移している。
白物家電は、堅調に推移している。エアコンは国内
需要に一服感がみられるものの、中国向けのエアコ
ンは、2009年、10年の勢いはないが、コンスタントに
増加している。
消費者は、白物家電をはじめＬＥＤなど、省エネ型

の新製品・高機能モデル（インバーター式のエアコン、
省エネ型の冷蔵庫、ドラム式の洗濯機など）への需
要が根強い。
自動車向けは、北米向けを中心に順調に推移して
おり、先行きも引き続き順調に推移すると見込まれて
いる。

（3）輸送機械…低調
乗用車：エコカー補助金が終了した昨年９月以降、県
内の乗用車販売は全国と同様に低迷が続いている。
内訳をみると軽自動車は前年を上回り好調に推移
しているが、登録車（普通車、小型車）は前年比2ケ
タの減少となっている。１～３月期の県内の乗用車生
産も、登録車販売の減少を反映して低い水準にとど

まった。海外への生産シフトによる輸出の減少も影響
しているとみられる。
先行きもしばらく弱含みの動きが続くとみられるが、

７月にはホンダの寄居工場が小型車を集中生産する
工場として稼働するほか、初夏から秋には新型車が
投入されるとみられることから、上向きに転じること
が期待される。
トラック関連：トラックの生産も減少しているが、乗用
車ほどの落ち込みではない。東南アジアなど海外需
要が引き続き強いことや、復興需要の影響があると
みられる。
先行きも、海外景気が回復の方向にあることから
比較的順調に推移するとみられる。
部品メーカー：乗用車部品メーカーの生産は、乗用
車生産が低迷しているため低調に推移している。収
益面では、乗用車の売れ筋が小型化・低価格化して
いるため、部品単価が下落し受注額は減少気味で、
利幅も小さく収益面も厳しいようだ。為替相場が円安
に進み輸出採算の改善が見込まれるが、部品メー
カーでは完成車メーカーに比べ為替の影響は大きく
ないという。
トラック部品メーカーは、工場のフル稼働が続いた
ところがある一方で、稼働が落ちているところもある。
完成車メーカーの生産にバラツキがあるためとみら
れる。
先行きの部品メーカーの生産は、現状程度の水準

で推移するとみられる。生産の回復は、乗用車の新
型車が投入される夏場以降になると思われる。

（4）鉄鋼…生産は横ばいから持ち直しへ
棒鋼の生産は、総じて横ばいで推移している。
足元では、製造業の能力増強投資といった、前向

きの設備投資は、ほとんどみられないが、介護・福祉
関連の建設は比較的堅調で、高速道路のＩＣ周辺な
どを中心に、物流拠点の整備も続いている。
また、昨年の秋口以降、首都圏の商業ビルプロジェ
クトは、徐々に動き始めているものの、東日本大震災
の復興需要を受けて、鉄筋型枠工などの建設作業員
が不足する状況が続いており、実際の工事の進捗に
は遅れがみられる。
こうしたなか、電気料金引き上げに、スクラップ価
格の上昇も加わり、業績面は苦しい。
先行きは、2014年４月の消費税引き上げを控えて、
首都圏の住宅建設もピッチが上がってくるとみられ、
棒鋼の生産は緩やかに持ち直していこう。しかし、中
国や韓国など海外経済の動向次第で、スクラップ価
格がこれまで以上に上昇するようだと、収益面は厳し
い状況が続く。
鋳物の生産は、昨年の末頃にかけて減少していた

が、足元ではほぼ底打ちしたとみられる。トラックや建
設機械向けなどの一部に動きがあるものの、資源国
向けの大型機械等の受注は止まっている。
先行きは、米国経済が回復に向かうなど、若干明

るさも見えてきており、工作機械向けなどがリードす
る形で、今後、生産は持ち直すとみられる。
鉄鉱石や石炭の価格が上昇に転じたことで、今後、
原材料となる鋳物用銑鉄の価格も上昇が見込まれ
る。比較的安価で良質なロシア産銑鉄の輸入など、
対応策も進められているものの、製品価格への転嫁
が困難な状況は変わらず、収益面は厳しい状況が
続こう。

（5）建設…前年を上回る
建設は、前年を20％程度上回って推移した。
公共工事：１～３月期は、河川、道路、堤防などの改修

や補修工事、防災・減災関連工事などが中心で、前
年を上回った。先行きは公共投資は各種の政策効果
から、前年より増加すると見込まれている。
民間工事：１～３月期は、前年を上回った。工事案件は、
引き続き福祉関係施設が中心。ただ、昨年秋口以降、
消費税の引き上げを意識し、老朽化した建物の大型
修繕・更新案件、高速道路のＩＣ周辺の物流倉庫の
案件などの引き合いがあった。年明けから、受注に至
るケースもみられる。
資材価格は、やや強含みの動きがみられる。今後、
復興需要の本格化、インフラ維持などの公共投資の
実施、景気回復を見込んだ民間工事の増加などが見
込まれ、事前に建設資材の在庫を積み増す動きがみ
られる。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要が本
格化してくることから、引き続き前年を上回ると見込
まれている。
住宅：住宅は、１～３月期は前年並みからやや前年を
上回り、持ち直しているものの、消費税引き上げ前の
駆け込み需要はみられなかった。消費税引き上げ前
の駆け込み需要は、早ければ４～６月期から顕在化し、
夏から秋にかけて本格化してくるとみている。マン
ションなどでは鉄筋工や型枠工の不足を心配してい
る。不足すると工期を厳守するためには、割増賃金が
発生し、収益が厳しくなることが予想される。
戸建、マンション業者ともに、工期から逆算して、適
地の確保を積極化している。
先行きは、消費税引き上げ前の駆け込み需要を見
込んでいる。業界では、駆け込み需要一巡後も、２～３
年で需要は回復してくるとみている。消費税引き上げ
後に、住宅を購入しようとする消費者にとって、消費
税10％は当然のことであり、購入意欲には影響しな
いとみている。
住宅ローンは既に低金利となっているが、一段の
金融緩和により、さらに先行き住宅ローン金利の低
下を予測し、物件の購入を控えている消費者もいる。

（6）大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：１～３月期の百貨店の売上は、前年を下回っ
たが、月を追うごとに減少幅は縮小している。３月に
入り暖かくなり、春物衣料に動きが出ているほか、会
員向けセールの売上が増加するなど、持ち直しの兆
しがみられる。また、宝飾品や貴金属などの高額品の
売上が前年を上回るといった動きや、顧客の購買単
価の上昇もみられた。
一方、スーパー等の競合店の新規出店やリニュー

アルオープンにより、競合が激しくなり、食料品の売
上が減少するといった動きもあった。
株価の上昇や景気回復への期待感から、消費者

の動きにもわずかだが変化がみられる。目的以外の
ものは買わないといった行動に変化はないが、安いも
の一辺倒ではなく、価値のあるものや気に入ったもの
は購入するといった変化がみられる。
先行きは、景気回復への期待は大きく、上向くこと

が期待される。
スーパー：１～３月期のスーパーの売上は、既存店
ベース、全店ベースともに前年を下回った模様だ。
スーパーの新規出店が増えているが、既存店の売上
減少を補えなかった。
高額品に対する消費者の動きとは対照的に、生活
必需品では低価格志向が根強く、消費者の生活防
衛意識も依然として高い。昨年以降、スーパーでは
値下げを実施しているが消費者の買い上げ増には
結びついていない。競合店の出店や、コンビニ、ド
ラッグストアとの競合が激しくなっていることも一因
とみられる。
ただ３月に入り、春物商品に動きが出るなど変化の
兆しはある。消費者にとっては、まだ景気の回復実感
は薄いが、閉そく感のある買い物から、期待感のある
買い物に変わりつつある。
先行きについては、期待は大きいが、消費者の
所得増がみえるまでは、現状程度で推移するとみ
られる。

調査の趣旨
　埼玉県では、女性の活躍によって経済を活性化させ
る埼玉版ウーマノミクスプロジェクトを推進しています。
　女性が「働き手」や「消費・投資」の担い手となるた
めには、女性が働きやすい職場環境づくりを進め、女性
の活躍の場を作ることが重要です。
　県では、平成２４年６月から、女性が働きやすい職場
環境づくりを推進するため、「多様な働き方実践企業認
定制度（以下「認定制度」という）」を開始しました。
　認定制度では、多様な働き方を選べるか、出産した
女性が働き続けているか、女性の管理職割合など６項
目のうち２項目以上該当する企業を認定しています。認
定区分は、６項目すべてに該当すればプラチナ、４項目
以上該当すればゴールド、２項目以上該当すればシル
バーとなっています。
　このたび、多様な働き方実践企業に、女性の活用を
進めるために特に重要な多様な働き方への取組や女
性の管理職登用、ワークライフバランスなどに取り組む
ことにより、どのような効果がみられたのか調査を実施
しました。

調査の概要
■調査期間
平成２４年１２月から平成２５年２月
■調査の対象
多様な働き方実践企業認定企業　３１４社
（うち２０６社が回答）（回答率　６５．６％）
■調査方法
　電子メールまたはＦＡＸで調査票を送付
■調査内容
　以下の取組効果を調査した。

＜取組状況＞
ａ　多様な働き方の制度の導入・活用
ｂ　女性管理職の積極的な登用
ｃ　男性も含めたワークライフバランスへの取組

調査結果の概要
　女性が働きやすい職場づくりに取り組んだ結果、以
下のような効果があることがわかりました。
○従業員定着、企業イメージの向上、モチベーションの
向上等で、多くの企業に効果がみられる。
(取組の効果・課題)
ａ　多様な働き方の制度の導入・活用
　　(主な効果)
　　①従業員が退職せずに定着（75％）
　　②従業員のモチベーションの向上（62％）
　　③企業イメージの向上（61％）
　　(主な課題)
　　・短時間勤務者の増加による人員の配置
ｂ　女性管理職の積極的な登用
　　(主な効果)
　　①従業員のモチベーションの向上（68％）
　　②企業イメージの向上（64％）
　　③女性従業員の活用の促進（63％）
　　(主な課題)
　　・男性の意識が変わらず女性登用が当たり前にな

るまでに時間がかかる
ｃ　男性も含めたワークライフバランスへの取組
　　(主な効果)
　　①子育てする同僚への理解促進（67％）
　　②従業員のモチベーションの向上（61％）
　　③業務効率化（52％）

　　(主な課題)
　　・業務量、人員数、仕組みも変える必要がある
　
○従業員が１～４９人の企業では、商品企画力の向上に
効果がみられる。
　従業員が１～４９人の企業では、他の従業員規模の企
業に比べて、女性管理職を登用したことにより、商品企
画力や顧客サービスの向上に効果があったとした割合
が高くなるなど、小規模企業ならではの効果も現れてい
ます。

○認定区分が上がるほど、効果も上がる。
　認定制度では、女性が働きやすい職場づくりへの取
組状況に応じて、シルバー、ゴールド、プラチナとステッ
プアップできる仕組みになっています。認定区分が上が
るほど、効果も上がる傾向がみられます。

○短時間勤務者がいる所属では、周囲の業務の効率
化も図られた例も多い。
　一番効果があったものとして、「短時間勤務への移行
に伴い、グループ内で業務の棚卸しを行った結果、周囲
の業務の効率化ができた」といった意見が自由記述と
してあげられました。

おわりに
　多様な働き方など女性が働きやすい環境づくりに取
り組む企業では、従業員のモチベーションや従業員の定
着、企業イメージの向上など、一定の効果がみられるこ
とやいくつかの課題が明らかになりました。
　これから多様な働き方などに取り組もうする企業や、
今後取り組みを強化していこうとする企業等の取組の
一助となれば幸いです。

女性が働きやすい職場づくりにより、 様々な効果が期待できます！
～多様な働き方実践企業へのアンケート調査結果について～ 埼玉県産業労働部ウーマノミクス課

「女性の活用で企業を元気に！」をテーマに、シンポジウムを開催します。
ウーマノミクス提唱者であるゴールドマンサックス証券のキャシー松井氏による講演のほか、女性の活
用を進める企業３社によるパネルディスカッションを行います。ぜひふるってご参加ください！！
日時：平成２５年６月4日（火）13:00～15：15　さいたま市民会館うらわホール
申し込みは県ウーマノミクス課（048-830-3965）まで！

ウーマノミクスシンポジウムを開催！

●女性の管理職登用に積極的に取り組んだ結果、
　商品企画力や顧客サービスが向上したと回答した企業

従業員規模
１～４９人 
５０～９９人 
１００～２９９人
３００人以上

構成比（％）
55.0 
44.8 
45.5 
48.1 

寄稿

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％ 80.0％ 100.0％

80.0％

100.0％

92.4％

プラチナ

プラチナ n＝19
ゴールド n＝92
シルバー n＝95

ゴールド

シルバー

●効果がみられた企業
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概況 埼玉県経済は、一部に下げ止まりの動きもみられる。

景気動向指数 景気は下方への局面変化

1月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：64.1（前月比＋3.5ポイント）、一致指数：52.4（同
▲2.9ポイント）、遅行指数：76.9（同▲0.5ポイント）
となった。
先行指数は3カ月連続で上昇した。
一致指数は2カ月連続で下降した。基調判断とな

る3カ月後方移動平均は、前月比▲0.17ポイントと、
3カ月ぶりに下降した。埼玉県は、景気の基調判断を
4カ月連続で据え置き、「下方への局面変化」として
いる。
遅行指数は2カ月連続の下降となった。

個人消費 新車販売7カ月連続で減少

2月の大型小売店販売額は760億円、前年比▲
6.3％（既存店）と11カ月連続で減少した。品目別で
は衣料品、食料品とも不振だった。業態別では百貨
店（同▲3.6％）、スーパー（同▲7.0％）とも減少し
た。新設店を含む全店ベースの販売額は同▲2.8％
だった。
3月の新車販売台数（乗用車）は19,207台、前年
比▲16.9％と7カ月連続で減少した。車種別では普
通乗用車が9,193台（同▲12.9％）、小型乗用車は
10,014台（同▲20.2％）と減少した。

住 宅 持ち直しの動き

２月の新設住宅着工戸数は5,486戸、前年比＋
8.7％と３カ月連続して増加し、持ち直しの動きがみ
られる。利用関係別では、持家が1,487戸（同＋
3.8％）、貸家が1,464戸（同＋3.2％）、分譲住宅が
2,533戸（同＋15.8％）と増加した。
分譲住宅は、マンションが1,480戸（前年比＋
58.1％）と増加したものの、戸建が1,053戸（同▲
15.7％）と減少した。
今後、消費税引き上げ前の駆け込み需要の顕
在化が見込まれ、当面、持ち直しの動きが続くとみ
られる。

公共工事 強含みで推移

３月の公共工事の前払保証に対する請負額は
285億円（前年比＋19.2％）と３カ月ぶりに増加し、
強含みで推移している。なお、平成24年度は、請負
額が同＋6.7％と２年連続して増加したが、件数は同
▲2.2％となった。
発注者別では、独立行政法人等（前年比▲
11.9％)が減少したものの、国（同＋23.4％）、埼玉県
（同＋5.0％）、市町村(同＋10.0％)などが増加した。
公共工事は、政権交代、インフラ維持などに伴い、
補正予算や新年度予算の増額が見込まれ、当面、
強含みで推移するとみられる。

生 産 低水準

１月の鉱工業生産指数（季節調整値：2005年＝
100）をみると、生産指数は79.3（前月比▲3.6％）
と減少し、大震災直後（2011年3月＝82.0）を再び
下回り、低水準に留まっている。
業種別では、輸送機械、情報通信機械などが増
加したものの、化学、一般機械などが減少した。
在庫指数は前月比▲1.0％の95.3と、輸送機械、
金属製品などが減少した。
今後は、輸出環境の改善や、各種経済対策の効
果などから、緩やかな持ち直しが期待されている。

雇 用 有効求人倍率は0.58倍

２月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.01ポイント上昇して0.58倍となった。　
有効求職者数が102,861人（前年比▲4.5％）

と、33カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数も
66,551人（同▲1.5％）と、２カ月連続で前年を下
回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から横
ばいの0.96倍となっている。
有効求人倍率は、２カ月ぶりに前月対比で上昇と

なったものの、県内の雇用情勢は依然厳しい状況が
続いている。
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概況 埼玉県経済は、一部に下げ止まりの動きもみられる。

景気動向指数 景気は下方への局面変化

1月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：64.1（前月比＋3.5ポイント）、一致指数：52.4（同
▲2.9ポイント）、遅行指数：76.9（同▲0.5ポイント）
となった。
先行指数は3カ月連続で上昇した。
一致指数は2カ月連続で下降した。基調判断とな

る3カ月後方移動平均は、前月比▲0.17ポイントと、
3カ月ぶりに下降した。埼玉県は、景気の基調判断を
4カ月連続で据え置き、「下方への局面変化」として
いる。
遅行指数は2カ月連続の下降となった。

個人消費 新車販売7カ月連続で減少

2月の大型小売店販売額は760億円、前年比▲
6.3％（既存店）と11カ月連続で減少した。品目別で
は衣料品、食料品とも不振だった。業態別では百貨
店（同▲3.6％）、スーパー（同▲7.0％）とも減少し
た。新設店を含む全店ベースの販売額は同▲2.8％
だった。
3月の新車販売台数（乗用車）は19,207台、前年
比▲16.9％と7カ月連続で減少した。車種別では普
通乗用車が9,193台（同▲12.9％）、小型乗用車は
10,014台（同▲20.2％）と減少した。

住 宅 持ち直しの動き

２月の新設住宅着工戸数は5,486戸、前年比＋
8.7％と３カ月連続して増加し、持ち直しの動きがみ
られる。利用関係別では、持家が1,487戸（同＋
3.8％）、貸家が1,464戸（同＋3.2％）、分譲住宅が
2,533戸（同＋15.8％）と増加した。
分譲住宅は、マンションが1,480戸（前年比＋
58.1％）と増加したものの、戸建が1,053戸（同▲
15.7％）と減少した。
今後、消費税引き上げ前の駆け込み需要の顕
在化が見込まれ、当面、持ち直しの動きが続くとみ
られる。

公共工事 強含みで推移

３月の公共工事の前払保証に対する請負額は
285億円（前年比＋19.2％）と３カ月ぶりに増加し、
強含みで推移している。なお、平成24年度は、請負
額が同＋6.7％と２年連続して増加したが、件数は同
▲2.2％となった。
発注者別では、独立行政法人等（前年比▲
11.9％)が減少したものの、国（同＋23.4％）、埼玉県
（同＋5.0％）、市町村(同＋10.0％)などが増加した。
公共工事は、政権交代、インフラ維持などに伴い、
補正予算や新年度予算の増額が見込まれ、当面、
強含みで推移するとみられる。

生 産 低水準

１月の鉱工業生産指数（季節調整値：2005年＝
100）をみると、生産指数は79.3（前月比▲3.6％）
と減少し、大震災直後（2011年3月＝82.0）を再び
下回り、低水準に留まっている。
業種別では、輸送機械、情報通信機械などが増
加したものの、化学、一般機械などが減少した。
在庫指数は前月比▲1.0％の95.3と、輸送機械、
金属製品などが減少した。
今後は、輸出環境の改善や、各種経済対策の効
果などから、緩やかな持ち直しが期待されている。

雇 用 有効求人倍率は0.58倍

２月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.01ポイント上昇して0.58倍となった。　
有効求職者数が102,861人（前年比▲4.5％）

と、33カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数も
66,551人（同▲1.5％）と、２カ月連続で前年を下
回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から横
ばいの0.96倍となっている。
有効求人倍率は、２カ月ぶりに前月対比で上昇と

なったものの、県内の雇用情勢は依然厳しい状況が
続いている。
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100

200

300

400

600

500

0 -60

-40

-20

0

20

40

60
%億円

年月

埼玉県前年比（右目盛）
関東前年比（右目盛）

2005年＝100
120

110

100

90

80

70

60

50

40

30
年月

景気動向指数の推移

先行指数
一致指数
遅行指数

資料：埼玉県（注）網掛け部分は埼玉県の景気後退期

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
%%

23 4 52012/2 13/11211109876 3 年月

個人消費の推移

新車販売台数（乗用車）・
前年比（左目盛）
大型小売店販売額（全店）・
前年比（右目盛）

大型小売店販売額（既存店）・
前年比（右目盛）
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月次経済指標 月次経済指標

2009年

2010年

2011年

2012年

12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

13年  1月

2月

3月

資料出所

54,198

55,368

57,767

59,605

4,658

5,048

4,783

4,105

4,549

4,642

4,582

6,072

5,427

5,587

4,324

5,828

5,071

5,486

▲ 24.0

2.2

4.3

3.2

12.5

5.5

23.0

▲ 11.0

12.3

▲ 6.6

▲ 26.1

18.0

23.9

7.3

▲ 17.3

12.9

8.9

8.7

788,410

813,126

834,117

882,797

65,984

66,928

66,597

73,647

69,638

72,566

75,421

77,500

74,176

84,251

80,145

75,944

69,289

68,969

▲ 27.9

3.1

2.6

5.8

▲ 1.1

7.5

5.0

10.3

9.3

▲ 0.2

▲ 9.6

▲ 5.5

15.5

25.2

10.3

10.0

5.0

3.0

11.0

14.1

13.1

13.8

12.8

15.0

15.1

15.1

13.6

13.5

13.2

13.4

13.5

13.0

13.9

13.4

12.5

▲ 35.5

27.4

▲ 6.4

5.7

0.7

10.3

14.4

27.1

18.3

10.8

2.5

2.7

5.7

▲ 6.7

▲ 2.3

▲ 8.4

▲ 2.3

11.7

15.4

15.4

15.8

15.1

16.7

16.8

16.5

15.3

16.0

16.0

15.3

15.5

15.5

15.5

15.8

14.1

15.7

▲ 32.6

31.7

▲ 0.5

0.2

1.2

2.0

7.9

16.6

11.3

3.8

▲ 1.5

▲ 2.8

▲ 6.6

▲ 8.9

▲ 7.9

▲ 8.0

▲ 6.7

▲ 6.0

100.7

100.0

102.3

102.5

102.9

102.1

101.8

102.6

102.6

103.5

102.9

102.6

102.7

100.8

102.8

102.8

102.5

100.2

100.0

100.0

99.7

99.6

99.5

98.8

100.1

100.3

100.2

100.1

99.8

99.7

99.6

99.5

99.6

98.6

98.7

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

埼玉県 全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 埼玉県厚生労働省 厚生労働省

埼玉県 全国

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

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模30人以上

2009年

2010年

2011年

2012年

12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

13年  1月

2月

3月

資料出所

0.40

0.41

0.51

0.57

0.55

0.56

0.57

0.57

0.58

0.59

0.59

0.58

0.57

0.57

0.58

0.59

0.57

0.58

0.47

0.52

0.65

0.80

0.74

0.75

0.76

0.79

0.80

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

0.82

0.83

0.85

0.85

18,536

19,633

22,517

23,604

26,470

26,251

23,891

22,356

23,275

22,765

23,367

23,794

22,568

25,684

23,307

19,519

25,962

25,349

▲ 26.8

5.9

14.7

4.8

8.9

12.8

14.2

▲ 3.6

15.0 

10.5

3.6

3.6

▲ 3.5

1.4

▲ 0.4

▲ 2.4

▲ 1.9

▲ 3.4

523

571

655

737

744

773

765

708

727

717

732

751

739

819

742

628

814

809

▲ 23.0

9.3

14.7

12.5

12.4

16.3

15.2

14.2

24.5

12.1

12.8

10.5

5.3

13.8

8.4

5.2

9.4

4.7

10,416

10,440

10,459

10,428

902

782

870

839

852

846

889

818

792

837

886

1,115

871

760

▲ 6.1

▲ 2.3

▲ 1.8

▲ 2.0

▲ 0.8

1.3

4.4

▲ 2.2

▲ 2.3

▲ 4.1

▲ 6.2

▲ 2.2

▲ 2.1

▲ 4.8

▲ 1.3

▲ 2.3

▲ 7.1

▲ 6.3

197,758

195,791

195,933

195,916

17,383

14,659

16,032

15,664

15,755

15,682

17,123

15,568

14,700

15,672

16,630

21,048

16,872

14,239

▲ 7.0

▲ 2.6

▲ 1.8

▲ 0.8

▲ 1.2

0.2

5.1

▲ 0.6

▲ 0.8

▲ 2.6

▲ 4.4

▲ 0.9

▲ 1.1

▲ 3.2

0.8

0.1

▲ 3.5

▲ 3.7

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 大型小売店販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 関東経済産業局 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●大型小売店販売額の前年比は既存店ベース

2009年

2010年

2011年

2012年

12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

13年  1月

2月

3月

資料出所

146,611

161,858

129,169

165,110

14,434

17,277

23,104

9,873

11,764

15,113

15,872

11,088

13,700

10,863

11,686

10,336

12,022

15,021

19,207

▲ 8.0

10.4

▲ 20.2

27.8

49.1

35.0

88.9

100.0

56.4

44.9

48.8

10.6

▲ 11.3

▲ 9.8

▲ 6.9

▲ 4.6

▲ 16.7

▲ 13.1

▲ 16.9

2,640,312

2,927,602

2,386,036

3,014,651

239,107

301,791

443,727

187,036

210,818

282,804

295,581

205,012

252,187

196,466

213,762

186,360

206,545

261,619

369,703

▲ 5.7

10.9

▲ 18.5

26.3

42.7

33.1

82.0

92.6

64.0

39.8

37.3

8.7

▲ 10.1

▲ 10.8

▲ 3.3

▲ 4.1

▲ 13.6

▲ 13.3

▲ 16.7

636

573

563

543

45

48

40

51

51

48

51

36

51

53

38

31

45

49

39

153,345

111,207

70,551

69,848

11,240

6,640

4,346

5,300

3,186

7,893

2,884

4,870

5,951

8,135

7,144

2,259

9,190

4,568

4,795

15,480

13,321

12,734

12,124

985

1,038

1,161

1,004

1,148

975

1,026

967

931

1,035

964

890

934

916

929

6,930,074

7,160,773

3,592,920

3,834,563

349,355

631,263

333,931

228,959

282,558

181,601

724,100

216,634

174,626

239,354

263,836

208,346

224,615

171,971

159,110

101.0

100.0

99.9

100.3

100.3

100.4

100.9

100.6

100.4

100.0

99.9

99.9

100.1

100.3

100.0

100.2

100.2

99.9

▲ 1.1

▲ 1.0

▲ 0.1

0.4

0.9

0.9

1.1

0.8

0.5

0.1

▲ 0.3

▲ 0.5

▲ 0.1

▲ 0.2

0.4

0.4

▲ 0.1

▲ 0.6

100.7

100.0

99.7

99.7

99.6

99.8

100.3

100.4

100.1

99.6

99.3

99.4

99.6

99.6

99.2

99.3

99.3

99.2

▲ 1.4

▲ 0.7

▲ 0.3

0.0

0.1

0.3

0.5

0.4

0.2

▲ 0.2

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.3

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 0.1

▲ 0.3

▲ 0.7

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

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（％）

2009年

2010年

2011年

2012年

12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

13年  1月

2月

3月

資料出所

78.6

91.5

89.0

86.6

93.6

95.7

97.0

94.0

90.1

83.3

86.2

83.6

78.3

79.8

77.6

82.3

79.3

▲ 22.3

16.4

▲ 2.7

▲ 2.7

0.2

2.2

1.4

▲ 3.1

▲ 4.1

▲ 7.5

3.5

▲ 3.0

▲ 6.3

1.9

▲ 2.8

6.1

▲ 3.6

81.1

94.4

92.2

91.9

95.9

94.4

95.6

95.4

92.2

92.6

91.7

90.2

86.5

87.9

86.7

88.8

89.1

89.6

▲ 21.9

16.4

▲ 2.3

▲ 0.3

0.9

▲ 1.6

1.3

▲ 0.2

▲ 3.4

0.4

▲ 1.0

▲ 1.6

▲ 4.1

1.6

▲ 1.4

2.4

0.3

0.6

66.8

88.1

64.8

105.5

65.5

72.0

94.5

87.9

87.9

90.8

95.4

94.7

98.1

104.5

104.1

96.3

95.3

▲ 39.3

31.9

▲ 26.4

62.8

10.8

9.9

31.3

▲ 7.0

0.0

3.3

5.1

▲ 0.7

3.6

6.5

▲ 0.4

▲ 7.5

▲ 1.0

93.1

96.6

100.3

103.8

103.6

103.1

107.5

109.6

108.8

107.5

110.6

108.8

107.8

107.7

106.4

105.1

104.7

102.6

▲ 14.6

3.8

3.8

3.5

2.1

▲ 0.5

4.3

2.0

▲ 0.7

▲ 1.2

2.9

▲ 1.6

▲ 0.9

▲ 0.1

▲ 1.2

▲ 1.2

▲ 0.4

▲ 2.0

1,722

2,042

2,166

2,705

224

130

198

139

335

424

288

153

241

133

296

144

263

236

▲ 49.8

18.6

6.1

24.9

150.8

▲ 17.5

▲ 2.2

▲ 19.8

50.4

96.2

▲ 1.2

▲ 4.3

76.2

▲ 13.8

84.0

▲ 28.3

17.0

80.7

42,947

44,521

47,254

50,184

3,883

3,510

3,674

4,011

4,036

4,523

4,208

4,447

4,700

4,545

4,107

4,540

3,890

4,324

▲ 29.6

3.7

6.1

6.2

8.3

11.6

▲ 9.7

▲ 8.0

5.1

2.5

▲ 3.0

▲ 0.6

33.6

15.0

7.3

21.7

0.2

23.2

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
2005年=100 前月比（％）2005年=100 前月比（％） 2005年=100 前月比（％）2005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
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月次経済指標 月次経済指標

2009年

2010年

2011年

2012年

12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

13年  1月

2月

3月

資料出所

54,198

55,368

57,767

59,605

4,658

5,048

4,783

4,105

4,549

4,642

4,582

6,072

5,427

5,587

4,324

5,828

5,071

5,486

▲ 24.0

2.2

4.3

3.2

12.5

5.5

23.0

▲ 11.0

12.3

▲ 6.6

▲ 26.1

18.0

23.9

7.3

▲ 17.3

12.9

8.9

8.7

788,410

813,126

834,117

882,797

65,984

66,928

66,597

73,647

69,638

72,566

75,421

77,500

74,176

84,251

80,145

75,944

69,289

68,969

▲ 27.9

3.1

2.6

5.8

▲ 1.1

7.5

5.0

10.3

9.3

▲ 0.2

▲ 9.6

▲ 5.5

15.5

25.2

10.3

10.0

5.0

3.0

11.0

14.1

13.1

13.8

12.8

15.0

15.1

15.1

13.6

13.5

13.2

13.4

13.5

13.0

13.9

13.4

12.5

▲ 35.5

27.4

▲ 6.4

5.7

0.7

10.3

14.4

27.1

18.3

10.8

2.5

2.7

5.7

▲ 6.7

▲ 2.3

▲ 8.4

▲ 2.3

11.7

15.4

15.4

15.8

15.1

16.7

16.8

16.5

15.3

16.0

16.0

15.3

15.5

15.5

15.5

15.8

14.1

15.7

▲ 32.6

31.7

▲ 0.5

0.2

1.2

2.0

7.9

16.6

11.3

3.8

▲ 1.5

▲ 2.8

▲ 6.6

▲ 8.9

▲ 7.9

▲ 8.0

▲ 6.7

▲ 6.0

100.7

100.0

102.3

102.5

102.9

102.1

101.8

102.6

102.6

103.5

102.9

102.6

102.7

100.8

102.8

102.8

102.5

100.2

100.0

100.0

99.7

99.6

99.5

98.8

100.1

100.3

100.2

100.1

99.8

99.7

99.6

99.5

99.6

98.6

98.7

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

埼玉県 全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 埼玉県厚生労働省 厚生労働省

埼玉県 全国

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

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模30人以上

2009年

2010年

2011年

2012年

12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

13年  1月

2月

3月

資料出所

0.40

0.41

0.51

0.57

0.55

0.56

0.57

0.57

0.58

0.59

0.59

0.58

0.57

0.57

0.58

0.59

0.57

0.58

0.47

0.52

0.65

0.80

0.74

0.75

0.76

0.79

0.80

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

0.82

0.83

0.85

0.85

18,536

19,633

22,517

23,604

26,470

26,251

23,891

22,356

23,275

22,765

23,367

23,794

22,568

25,684

23,307

19,519

25,962

25,349

▲ 26.8

5.9

14.7

4.8

8.9

12.8

14.2

▲ 3.6

15.0 

10.5

3.6

3.6

▲ 3.5

1.4

▲ 0.4

▲ 2.4

▲ 1.9

▲ 3.4

523

571

655

737

744

773

765

708

727

717

732

751

739

819

742

628

814

809

▲ 23.0

9.3

14.7

12.5

12.4

16.3

15.2

14.2

24.5

12.1

12.8

10.5

5.3

13.8

8.4

5.2

9.4

4.7

10,416

10,440

10,459

10,428

902

782

870

839

852

846

889

818

792

837

886

1,115

871

760

▲ 6.1

▲ 2.3

▲ 1.8

▲ 2.0

▲ 0.8

1.3

4.4

▲ 2.2

▲ 2.3

▲ 4.1

▲ 6.2

▲ 2.2

▲ 2.1

▲ 4.8

▲ 1.3

▲ 2.3

▲ 7.1

▲ 6.3

197,758

195,791

195,933

195,916

17,383

14,659

16,032

15,664

15,755

15,682

17,123

15,568

14,700

15,672

16,630

21,048

16,872

14,239

▲ 7.0

▲ 2.6

▲ 1.8

▲ 0.8

▲ 1.2

0.2

5.1

▲ 0.6

▲ 0.8

▲ 2.6

▲ 4.4

▲ 0.9

▲ 1.1

▲ 3.2

0.8

0.1

▲ 3.5

▲ 3.7

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 大型小売店販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 関東経済産業局 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●大型小売店販売額の前年比は既存店ベース

2009年

2010年

2011年

2012年

12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

13年  1月

2月

3月

資料出所

146,611

161,858

129,169

165,110

14,434

17,277

23,104

9,873

11,764

15,113

15,872

11,088

13,700

10,863

11,686

10,336

12,022

15,021

19,207

▲ 8.0

10.4

▲ 20.2

27.8

49.1

35.0

88.9

100.0

56.4

44.9

48.8

10.6

▲ 11.3

▲ 9.8

▲ 6.9

▲ 4.6

▲ 16.7

▲ 13.1

▲ 16.9

2,640,312

2,927,602

2,386,036

3,014,651

239,107

301,791

443,727

187,036

210,818

282,804

295,581

205,012

252,187

196,466

213,762

186,360

206,545

261,619

369,703

▲ 5.7

10.9

▲ 18.5

26.3

42.7

33.1

82.0

92.6

64.0

39.8

37.3

8.7

▲ 10.1

▲ 10.8

▲ 3.3

▲ 4.1

▲ 13.6

▲ 13.3

▲ 16.7

636

573

563

543

45

48

40

51

51

48

51

36

51

53

38

31

45

49

39

153,345

111,207

70,551

69,848

11,240

6,640

4,346

5,300

3,186

7,893

2,884

4,870

5,951

8,135

7,144

2,259

9,190

4,568

4,795

15,480

13,321

12,734

12,124

985

1,038

1,161

1,004

1,148

975

1,026

967

931

1,035

964

890

934

916

929

6,930,074

7,160,773

3,592,920

3,834,563

349,355

631,263

333,931

228,959

282,558

181,601

724,100

216,634

174,626

239,354

263,836

208,346

224,615

171,971

159,110

101.0

100.0

99.9

100.3

100.3

100.4

100.9

100.6

100.4

100.0

99.9

99.9

100.1

100.3

100.0

100.2

100.2

99.9

▲ 1.1

▲ 1.0

▲ 0.1

0.4

0.9

0.9

1.1

0.8

0.5

0.1

▲ 0.3

▲ 0.5

▲ 0.1

▲ 0.2

0.4

0.4

▲ 0.1

▲ 0.6

100.7

100.0

99.7

99.7

99.6

99.8

100.3

100.4

100.1

99.6

99.3

99.4

99.6

99.6

99.2

99.3

99.3

99.2

▲ 1.4

▲ 0.7

▲ 0.3

0.0

0.1

0.3

0.5

0.4

0.2

▲ 0.2

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.3

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 0.1

▲ 0.3

▲ 0.7

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

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（％）

2009年

2010年

2011年

2012年

12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

13年  1月

2月

3月

資料出所

78.6

91.5

89.0

86.6

93.6

95.7

97.0

94.0

90.1

83.3

86.2

83.6

78.3

79.8

77.6

82.3

79.3

▲ 22.3

16.4

▲ 2.7

▲ 2.7

0.2

2.2

1.4

▲ 3.1

▲ 4.1

▲ 7.5

3.5

▲ 3.0

▲ 6.3

1.9

▲ 2.8

6.1

▲ 3.6

81.1

94.4

92.2

91.9

95.9

94.4

95.6

95.4

92.2

92.6

91.7

90.2

86.5

87.9

86.7

88.8

89.1

89.6

▲ 21.9

16.4

▲ 2.3

▲ 0.3

0.9

▲ 1.6

1.3

▲ 0.2

▲ 3.4

0.4

▲ 1.0

▲ 1.6

▲ 4.1

1.6

▲ 1.4

2.4

0.3

0.6

66.8

88.1

64.8

105.5

65.5

72.0

94.5

87.9

87.9

90.8

95.4

94.7

98.1

104.5

104.1

96.3

95.3

▲ 39.3

31.9

▲ 26.4

62.8

10.8

9.9

31.3

▲ 7.0

0.0

3.3

5.1

▲ 0.7

3.6

6.5

▲ 0.4

▲ 7.5

▲ 1.0

93.1

96.6

100.3

103.8

103.6

103.1

107.5

109.6

108.8

107.5

110.6

108.8

107.8

107.7

106.4

105.1

104.7

102.6

▲ 14.6

3.8

3.8

3.5

2.1

▲ 0.5

4.3

2.0

▲ 0.7

▲ 1.2

2.9

▲ 1.6

▲ 0.9

▲ 0.1

▲ 1.2

▲ 1.2

▲ 0.4

▲ 2.0

1,722

2,042

2,166

2,705

224

130

198

139

335

424

288

153

241

133

296

144

263

236

▲ 49.8

18.6

6.1

24.9

150.8

▲ 17.5

▲ 2.2

▲ 19.8

50.4

96.2

▲ 1.2

▲ 4.3

76.2

▲ 13.8

84.0

▲ 28.3

17.0

80.7

42,947

44,521

47,254

50,184

3,883

3,510

3,674

4,011

4,036

4,523

4,208

4,447

4,700

4,545

4,107

4,540

3,890

4,324

▲ 29.6

3.7

6.1

6.2

8.3

11.6

▲ 9.7

▲ 8.0

5.1

2.5

▲ 3.0

▲ 0.6

33.6

15.0

7.3

21.7

0.2

23.2

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
2005年=100 前月比（％）2005年=100 前月比（％） 2005年=100 前月比（％）2005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
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白岡西部産業団地の完成イメージ

白岡市は、関東平野の中ほど、東京都心から
約40Kmで、埼玉県の東部に位置し、南東部を
さいたま市及び春日部市、南西部を蓮田市、北
部を久喜市、東部を宮代町にそれぞれ接してい
る。市の南西部には元荒川が流れ、総面積は
24.88K㎡で、東西は9.8Km、南北は6.0Kmと
東西に長い市域である。
交通面は、都心まで40分程度で行けるJR宇

都宮線が市域を南北に走り、白岡駅、新白岡駅
には上下線とも、それぞれ１日100本前後の電
車が停車し、市民の通勤・通学の足となっている。
道路網は、東北縦貫自動車道（以下、東北道）、

国道122号線、県道８路線が市内を通過し、東
北道久喜ＩＣや首都圏中央連絡自動車道（以下、
圏央道）白岡菖蒲ＩＣにもアクセスが良好で、広
域的な交通利便性が高い。

昭和29年９月、篠津村、日勝村、大山村（除く
上大崎）が合併し、白岡町となった。白岡の名称
の由来は、明治43年に開業した白岡駅を中心と
して、新しい町の発展を期するという考え方から
命名された。
昭和42年開催の埼玉国体に合わせて、県道

大宮栗橋線が開通し、周辺は住宅用地として整
備された。昭和44年には、国道122号線が開通
した。昭和62年に新白岡駅が開設され、駅周辺
は民間会社の住宅開発や、市の土地区画整理
事業が進み、閑静な住宅街となっている。
生活関連では、昭和52年には、全日制普通科

男女共学の埼玉県立「白岡高等学校」が開校し
た。現在、普通科には情報コミュニケーション
コースも設置されている。平成３年には公共下
水道の供用が開始、平成９年には陸上競技場、
サッカー場などを備えた総合運動公園と、平成
11年には隣接してＢ＆Ｇ海洋センター（温水
プール）もオープンした。
白岡市は、首都圏のベッドタウンとして発展し、
平成24年10月１日に市制施行し、「白岡市」が
誕生した。

　白岡市に梨栽培が伝授されたのは明治36年、
荒井新田の加藤喜助家で、３反（30㌃）に230
本の梨の木が植えられたのが最初である。また、
明治43年には上野田の小島好太郎家に伝わり、
さらに知人や縁故先を通じて広められた。この
梨栽培が普及した契機となったのが、同年の大
水害が挙げられる。他の作物は壊滅的な被害を
被ったのに、梨は棚がけをしており、ほとんど

被害を受けることなく、舟に乗って収穫すること
ができた。
白岡市は県内有数の梨の産地で、４月中旬に

は市内の梨園が梨の花の白一色に染まる。名産
の梨をはじめ、商工会が中心となって地元の特
産品を活用した、白岡オリジナルの商品開発を
進めている。梨では、「リキュール」や「ケーキ」、
「シャーベット」、そして「なし飴」など、多くの加
工品がある。
梨以外では、爽やかな甘味と酸味が好評な

「ブルーベリーヨーグルトアイスクリーム」や、
ソースなしでも美味しい「おばちゃんコロッケ」な
どがある。
市制施行記念事業の一環として、商工会、観

光協会の編集協力・協賛を受けて「白岡おでか
けマップ」を作成した。市民には「あらためて白
岡市を知っていただく」とともに、白岡市を市内
外にＰＲすることが目的である。

　白岡市は、埼玉県企業局との共同事業により
「白岡西部産業団地」の整備に着手した。
西部産業団地は、国道122号線に接し、東北

道久喜ＩＣから約５Kmの位置にある。西部産業
団地の北側1.3Kmのところに圏央道白岡菖蒲
ICが、平成23年５月に開通した。さらに、平成26

年度以降には、埼玉県内を横断する部分が全線
開通することから、都心はもとより、首都圏東西へ
のアクセスに恵まれた産業団地となることが期待
されている。
西部産業団地周辺は、親水性に優れた公園、

梨を中心とした果樹園や田園が広がり、自然豊
かな環境にあり、製造、流通、物流、研究など多
様な業種に適している地区である。分譲は、８区
画、面積約13.6㌶が予定されている。　 
市制施行に伴い、平成25年２月「白岡市にお

ける地域公共交通の今後の方向性」を市民に
公表した。これは、市民の移動手段、生活の足を
確保し、市民生活の利便性の向上を図るため、
費用対効果が高く、交通弱者の方が利用しやす
い公共交通サービスの構築を目指している。平
成27年度の本格運行に向けて、市民、交通事
業者、行政が「参画と協働」の理念に基づき、施
策の有効性・効率性・採算性に配慮しながら、計
画を進めている。 （山口祐次）

はじめに

平成24年10月、白岡市が誕生

地元特産品を商品化した白岡オリジナル

白岡西部産業団地の整備着手

人口（平成25年2月1日現在）

世帯数（平成25年2月1日現在）

平均年齢（平成23年１月１日現在）

面積

製造業事業所数（経済センサス）

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25年3月)」他

50,960人

19,182世帯

44.0歳

24.88k㎡

52所

454.9億円

322店

1,037.1億円

61.3％

63.5％

●ＪＲ宇都宮線　白岡駅、新白岡駅
●東北縦貫自動車道 久喜ＩＣから市役所まで約５km
　首都圏中央連絡自動車道 白岡菖蒲ＩＣから市役所まで約９km

主な交通機関

白岡市概要

さいたま市

春日部市蓮田市

久喜市

ほっとスマイル　しらおか　
未来へつながるまち

白岡市長　小島 卓氏

白岡市
白岡市は、交通利便性に優れている一方、豊かな自然に恵まれ、非常に懐の深い市

であると自負しております。
昨年は、江戸時代中期の学者である新井白石の直筆の漢詩「贈北客」が、市内の
民家で発見されました。
さらに、日本三岡八幡宮の一つに数えられる白岡八幡宮をはじめとする歴史的資源

にも恵まれております。
是非、皆さん白岡市に足を運んでいただき、白岡市の良さを直接感じてください。

市長のメッセージ

白岡市
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白岡西部産業団地の完成イメージ

白岡市は、関東平野の中ほど、東京都心から
約40Kmで、埼玉県の東部に位置し、南東部を
さいたま市及び春日部市、南西部を蓮田市、北
部を久喜市、東部を宮代町にそれぞれ接してい
る。市の南西部には元荒川が流れ、総面積は
24.88K㎡で、東西は9.8Km、南北は6.0Kmと
東西に長い市域である。
交通面は、都心まで40分程度で行けるJR宇

都宮線が市域を南北に走り、白岡駅、新白岡駅
には上下線とも、それぞれ１日100本前後の電
車が停車し、市民の通勤・通学の足となっている。
道路網は、東北縦貫自動車道（以下、東北道）、

国道122号線、県道８路線が市内を通過し、東
北道久喜ＩＣや首都圏中央連絡自動車道（以下、
圏央道）白岡菖蒲ＩＣにもアクセスが良好で、広
域的な交通利便性が高い。

昭和29年９月、篠津村、日勝村、大山村（除く
上大崎）が合併し、白岡町となった。白岡の名称
の由来は、明治43年に開業した白岡駅を中心と
して、新しい町の発展を期するという考え方から
命名された。
昭和42年開催の埼玉国体に合わせて、県道

大宮栗橋線が開通し、周辺は住宅用地として整
備された。昭和44年には、国道122号線が開通
した。昭和62年に新白岡駅が開設され、駅周辺
は民間会社の住宅開発や、市の土地区画整理
事業が進み、閑静な住宅街となっている。
生活関連では、昭和52年には、全日制普通科

男女共学の埼玉県立「白岡高等学校」が開校し
た。現在、普通科には情報コミュニケーション
コースも設置されている。平成３年には公共下
水道の供用が開始、平成９年には陸上競技場、
サッカー場などを備えた総合運動公園と、平成
11年には隣接してＢ＆Ｇ海洋センター（温水
プール）もオープンした。
白岡市は、首都圏のベッドタウンとして発展し、
平成24年10月１日に市制施行し、「白岡市」が
誕生した。

　白岡市に梨栽培が伝授されたのは明治36年、
荒井新田の加藤喜助家で、３反（30㌃）に230
本の梨の木が植えられたのが最初である。また、
明治43年には上野田の小島好太郎家に伝わり、
さらに知人や縁故先を通じて広められた。この
梨栽培が普及した契機となったのが、同年の大
水害が挙げられる。他の作物は壊滅的な被害を
被ったのに、梨は棚がけをしており、ほとんど

被害を受けることなく、舟に乗って収穫すること
ができた。
白岡市は県内有数の梨の産地で、４月中旬に

は市内の梨園が梨の花の白一色に染まる。名産
の梨をはじめ、商工会が中心となって地元の特
産品を活用した、白岡オリジナルの商品開発を
進めている。梨では、「リキュール」や「ケーキ」、
「シャーベット」、そして「なし飴」など、多くの加
工品がある。
梨以外では、爽やかな甘味と酸味が好評な

「ブルーベリーヨーグルトアイスクリーム」や、
ソースなしでも美味しい「おばちゃんコロッケ」な
どがある。
市制施行記念事業の一環として、商工会、観

光協会の編集協力・協賛を受けて「白岡おでか
けマップ」を作成した。市民には「あらためて白
岡市を知っていただく」とともに、白岡市を市内
外にＰＲすることが目的である。

　白岡市は、埼玉県企業局との共同事業により
「白岡西部産業団地」の整備に着手した。
西部産業団地は、国道122号線に接し、東北

道久喜ＩＣから約５Kmの位置にある。西部産業
団地の北側1.3Kmのところに圏央道白岡菖蒲
ICが、平成23年５月に開通した。さらに、平成26

年度以降には、埼玉県内を横断する部分が全線
開通することから、都心はもとより、首都圏東西へ
のアクセスに恵まれた産業団地となることが期待
されている。
西部産業団地周辺は、親水性に優れた公園、

梨を中心とした果樹園や田園が広がり、自然豊
かな環境にあり、製造、流通、物流、研究など多
様な業種に適している地区である。分譲は、８区
画、面積約13.6㌶が予定されている。　 
市制施行に伴い、平成25年２月「白岡市にお

ける地域公共交通の今後の方向性」を市民に
公表した。これは、市民の移動手段、生活の足を
確保し、市民生活の利便性の向上を図るため、
費用対効果が高く、交通弱者の方が利用しやす
い公共交通サービスの構築を目指している。平
成27年度の本格運行に向けて、市民、交通事
業者、行政が「参画と協働」の理念に基づき、施
策の有効性・効率性・採算性に配慮しながら、計
画を進めている。 （山口祐次）

はじめに

平成24年10月、白岡市が誕生

地元特産品を商品化した白岡オリジナル

白岡西部産業団地の整備着手

人口（平成25年2月1日現在）

世帯数（平成25年2月1日現在）

平均年齢（平成23年１月１日現在）

面積

製造業事業所数（経済センサス）

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25年3月)」他

50,960人

19,182世帯

44.0歳

24.88k㎡

52所

454.9億円

322店

1,037.1億円

61.3％

63.5％

●ＪＲ宇都宮線　白岡駅、新白岡駅
●東北縦貫自動車道 久喜ＩＣから市役所まで約５km
　首都圏中央連絡自動車道 白岡菖蒲ＩＣから市役所まで約９km

主な交通機関

白岡市概要

さいたま市

春日部市蓮田市

久喜市

ほっとスマイル　しらおか　
未来へつながるまち

白岡市長　小島 卓氏

白岡市
白岡市は、交通利便性に優れている一方、豊かな自然に恵まれ、非常に懐の深い市

であると自負しております。
昨年は、江戸時代中期の学者である新井白石の直筆の漢詩「贈北客」が、市内の
民家で発見されました。
さらに、日本三岡八幡宮の一つに数えられる白岡八幡宮をはじめとする歴史的資源

にも恵まれております。
是非、皆さん白岡市に足を運んでいただき、白岡市の良さを直接感じてください。

市長のメッセージ

白岡市
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彩論  埼玉県環境部長　畠山真一 氏
ズームアップ  マルコーフーズ株式会社 
地域研究レポート  埼玉県民の生活圏域についての一考察（Ⅱ） 
 通勤通学動向からみた県民の動き

調査  埼玉県における産業動向と見通し
 生産は下げ止まりの動き、先行きは回復が期待される

アンケート調査  埼玉県内企業の2012年冬のボーナス支給状況
寄稿  埼玉県産業労働部ウーマノミクス課
女性が働きやすい職場づくりにより、様々な効果が期待できます！
県内経済の動き

月次経済指標

タウンスケープ  白岡市
 ほっとスマイル　しらおか　未来へつながるまち
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（各年１月１日現在）

市町村経済データ

住宅地平均価格および平均変動率（地価公示）

市町村名
平成24年
平均価格
（円/㎡）

平成25年
平均価格
（円/㎡）

平成25年
平均変動率
（％）

平成25年
平均変動率
（％）

平成25年
平均変動率
（％）

平成24年
平均価格
（円/㎡）

平成25年
平均価格
（円/㎡）

平成24年
平均価格
（円/㎡）

平成25年
平均価格
（円/㎡）

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

資料：国土交通省　「平成25年地価公示 」
(注1）市町村名は平成２５年１月１日現在
(注2）空欄は調査地点のないもの
（注3）平均変動率は、場所を変更（選定替）した地点以外の標準地（継続地点）の変動率を単純平均したものであり、平均価格の変動率ではない
（注4）平成24年の市計に白岡市は含まれず、平成24年町村計には、（旧）白岡町が含まれる
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47,900

120,100

41,000
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33,700

45,700

34,200

37,800

19,800

36,200

39,100

23,900

25,900

16,800

15,500

32,200

40,400

65,100

62,400

74,100

56,900

126,000

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富士見市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴ヶ島 市

日 高 市

吉 川 市

ふじみ野市

白 岡 市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛呂山町

さいたま市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市
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56,000
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