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住宅地平均価格および平均変動率（地価公示）

資料：埼玉県「平成29年地価公示のあらまし 」
(注1）空欄は調査地点のないもの
(注2）新規及び選定替地点は、平均価格には含まれているが、平均変動率には含まれていない
(注3）平均変動率は、継続地点の変動率を単純平均したもので、平均価格の変動率ではない

（平成29年１月１日）

市町村名 平均変動率
（％） 市町村名 市町村名

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町
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所 沢 市

飯 能 市
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東 松 山 市
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羽 生 市
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蕨 市
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平均価格
（円/㎡）
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平均変動率
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ズ ー ムアップ

自動車はガソリン車からハイブリッドカー、そして
EV（電気自動車）、FCV（燃料電池自動車）と進化
を続けながら、安全性や利便性そして快適性を加速
度的に向上させている。そんなめまぐるしい進化を
続ける自動車の性能向上を支えるのは、高い精度を
備えた1個1個の部品にほかならない。つまり、高性
能な自動車に高品質な部品あり、ということだ。
松本興産株式会社は、ハイブリッドカーや電気自
動車等に使用される超精密加工部品を主力製品と
するパーツメーカー。カーエアコンのコンプレッサー
バルブ、燃料噴射装置のコントロールバルブ、無断変
速機用油圧制御部品に使われる金属切削品など、
複雑な形状かつ高い精度が必要とされる部品を手
がけ、完成車の持つ性能を陰で支えている。
「コンプレッサーやステアリング、サスペンションな
ど、制御を要する技術には高度な精密加工技術に
よってつくられたパーツが必要不可欠となります。そ
の技術を持っていることが、当社の強みの一つに
なっています」（松本直樹社長）
±2ミクロンという高精度な金属加工―これが同
社の技術力を物語っている。そして、これほどの技術

わせたものであり、かつ現地ローカル企業及び海外
自動車メーカーの需要を取り込むための戦略だ。現
地では、日本人駐在員3名を含む50名が勤務する。
「いかにして現地のローカルスタッフを日本の技術
レベルまで育てていくかというのが課題」と言いなが
らも、4期目で年約4億円もの売り上げを記録し順調
な滑り出しだと松本社長は語る。
一昨年には工場を拡張し、さらに自動車産業向け

の品質マネジメントシステムの技術仕様である国際
規格“ISO/TS16949”を取得。本社工場と同様の
設備と生産体制で、日本と変わらない±2ミクロンと
いう高精度のモノづくりを実現している。
今後、タイ工場が同社の売り上げに大きく貢献し

ていくことは間違いない。そして同社はここを起点に、
さらなる事業のグローバル化を図っていく考えだ。

現在同社は新工場を建設中。ますます進化を続け
る自動車に対応できる最新鋭の機器やシステムを整
えるための設備投資で、12月には完成予定だという。
「2万点とも3万点とも言われる自動車の部品点数
の中で、さらに当社の製造点数を増やし、今以上に
存在感を示していきたい。僕の頭の中では50億円企
業を目指そうという考えがあって、新工場はそのため
の布石でもあります」
一昨年からビジュアルマネジメントにも取り組み、

本社工場をガラス張りにして文字どおり工場の“見
える化”をスタートさせた。作業状況が現場以外の人
間に一目で分かることで、さらなる生産性向上と業
務改善につなげている。「より良い方法や技術を常
に追求し続ける。モノづくりはそれが重要ですから」
そう語る松本社長。そのスピリットは同社が掲げる
“加工改革”という言葉にも表れている。
同社は今後も自動車産業の未来に対応しながら、

リアルタイムに変化と進化を続けていくだろう。そして、
小鹿野町から世界に向けてその技術を発信していく。

の基盤をつくったのですから」
バブル景気や多機能電気製品の登場に伴い、高
度な加工技術を持つ同社の受注は増加する。創業
者・肇氏の予想は的中し、同社は売り上げを順調に伸
ばしていった。しかし、やがて潮目は変わる。90年代
半ば頃、電機メーカーが製造拠点を海外に移転し始
めたことで、成長は踊り場を迎えることとなってしまう。

現社長の直樹氏は大学卒業後、自動車部品を扱
う商社に入社。そこで新規開拓の営業を行い、のち
にモノづくりの現場で製造の経験も積む。そして、5
年のサラリーマン勤務を経て平成9（1997）年同社
に入社する。
当時の同社はそれまで屋台骨であった電気製品
部品の縮小という穴を埋めるため、次なる成長の軸
足を通信機器部品に置き、事業を拡大していく戦略
を進めている状況だった。しかし、直樹氏の視点は別
のところにあった。自身のサラリーマン時代のネット
ワークを活用して、自社の技術力を自動車業界で生
かせないかと考えたのだ。しかし、高い品質基準と堅
実な生産管理体制が求められる自動車業界のモノ
づくりは、「電機部品製造で培ってきたものをリセット
するほどのこと」と言うほど大きな違いがあった。
直樹氏は自動車業界での顧客を開拓しながら社

内で自動車部品事業を立ち上げるも、製造現場から
は「そこまで精度の高いものはつくれない」「自動車
市場を追っても意味がない」と協力を得られなかった。
そこで、ただ1人計画に賛同してくれた技術者と2人
で超高精度な部品製造に取りかかる。
「当時の当社には、まだ自動車業界が求める高精
度な技術がなかった。それで相当苦労しましたね。でも、
これが当社の生命線になると思っていたので、必死で
した。その技術を獲得するのに１年半かかりました」
そして、ようやく誕生したカーエアコンのコンプレッ
サーバルブ。その品質が顧客から高く評価され、そ

ミクロン単位の超高精度で自動車部品の金属加工を手がける
パーツメーカー。常に新たな技術を追求し、世界に発信し続ける
加工物の精度を保つため温度管理された恒温工場、最新鋭のCNC複合旋盤、技術者の熟練した切削加工技術―
ハードとソフトの両面によって超高精度な自動車部品を製造する松本興産。多品種・小ロットから量産品・複雑加工
そして高品質・高精度で低コスト・短納期と、さまざまな部品製造に対応できる体制を構築している。

松本興産株式会社

メーカーの工場海外移転で成長が停滞

れを足掛かりに自動車部品の注文が徐々に増えて
いった。そして平成10年に自動車業界に参入した当
時の年商5億円を、今ではおよそ20年で27億円へと
成長させている。まさに松本社長の読みどおり、自動
車部品事業が同社の生命線となって、成長の踊り場
からの脱出を図ることに成功したのだ。そして同社は、
再び成長を右肩上がりの軌道へと乗せていく。

同社が顧客から高く評価されているのは、±2ミクロ
ンという精度だけではない。高品質・高精度でありな

がら低コスト、短納期にも対応できる生産技術も同社
の競争力となっている。そこには24時間フル稼働可
能な工場、試作から量産まで一貫製造できる生産体
制の構築、複雑な形状でも一発加工できる最新鋭機
械の導入といったさまざまな取り組みと、さらにもう一
つ“ロールバニシング”という加工技術の確立がある。
これは従来の研磨工程を省略しながらも、製品の
精度や品質は損なわないという優れた加工技術だ。
「研磨工程のないロールバニシングだと1人の技
術者、１台の旋盤で製造できるため、生産性が上がり

コストダウンにつながりました」
ここで鍵を握るのが技術者の技量。マシンの動作を
指示するプログラムの作成、製品に適した切削工具
の選定、機械が持つ特徴・動作性を理解しながらのマ
シン操作―と、すべてが技術者の腕にゆだねられる。
そのため技術者には金属加工に関する知識はもちろ
んのこと、機械に対する深い理解や豊富な操作経験
が必要となる。同社では技術者に機械メーカーで1
年間社外研修を課してノウハウを習得させ、社内で
OJT教育をするというカリキュラムを組んでいる。こ
れは、松本社長自身が実際メーカーに出向して、現
場で直に技術と知識を習得した体験によるものだ。

現在、熟練した技術で機械を操作し、ミクロン単位
の部品を製造する若手技術者が多数在籍すること
からも、この教育の成果をうかがい知ることができる。

「35歳で社長に就任した際、海外に工場をつくろ
うという考えが僕の中にありました」
平成24年、同社は新たな成長の柱としてタイに工

場を開設する。日系メーカーの海外生産の拡大に合

●代 表 者 代表取締役　松本 直樹
●設　　立 昭和45年5月
●資 本 金 1,000万円
●従業員数 108名
●事業内容 CNC複合旋盤による超精密切削加工
●所 在 地 〒368-0101　埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野247-1
 TEL 0494-75-0571　FAX 0494-75-1817
●U R L http://www.mkknc.co.jp

代表取締役　松本 直樹氏

を持つ企業は、日本でもわずかしかないのだという。
現在、同社の金属加工製品は自動車関連部品を
主軸に空気圧機器部品、酸素吸入器や内視鏡など
の医療関連機器部品、シリンダー錠といったセキュリ
ティ関連部品、通信機器のコネクター部品等、幅広
いフィールドで必要不可欠なパーツとして存在感を
示している。
　　

創業は昭和45（1970）年。現社長の父で創業者
である松本肇氏が大手輸送機器・機械工業メーカー
から独立して同社を興し、時計部品や電気製品の部
品を中心に精密部品加工事業をスタートさせた。
高度経済成長の追い風により順調に会社を成長

させながら最新機器導入などの設備投資を積極的
に行い、昭和63年、新工場を完成させる。
「僕から見ても父は思い切ったことをしたなという
印象がありました。当時はそれほどの仕事量はな
かったように思いましたから。でも、その思い切りが
功を奏した。その後増加した注文を受けられる、体制

鉄道博物館 館長
大信田 尚樹氏

拡張リニューアルが始まった
鉄道博物館

鉄道博物館（以下「鉄博」という）は、さいたま
市大宮区にオープンして今秋10周年を迎える。お
陰様で入館者数は900万人を超えた。埼玉県か
らが4割を占め、次の東京が3割。客層で見ると小
さなお子様連れのご家族が7割を占める。
学術性とエンターテイメント性の両立を狙い、

そのバランスに腐心している。
学術性を代表するのは歴史的価値のある本

物の車両群だ。その中で、蒸気機関車「善光号」
は明治時代の輸入車両だが、埼玉県の荒川善
光寺付近で陸揚げされた車両。また埼玉県蕨市
にあった日本車両製造㈱の工場で製作した新幹
線車両も展示してあり、この車両は昭和39年10
月1日、新大阪駅の開業式に使われた車両だ。
明治5年、新橋～横浜間を走った蒸気機関車（1
号機関車　重要文化財）に始まり、海外からの
技術支援に頼った時代、国産化に努力した時代、
技術も世界水準となり日本の経済を牽引してい
た時代、そして新幹線誕生に至る説明は、海外
のお客様を始め大人の皆様はとてもよく聞いて
くれる。日本の鉄道はまさに日本の近代化ととも
に歩み、日本の経済を牽引してきたのだと思う。
またこの度、ナデ6110形式の電車が重要文
化財の指定を受ける運びとなった（当館では4件
目）。通勤電車として現存最古で、現代に通じる
通勤電車の元祖と言っていい。
科学ステーションにある教育展示は鉄道の原

理や理科の教材であり、小学校の授業に使って
いただいている。教育プログラム作成に当たって
はさいたま市教育委員会のご指導をいただいた。
もちろん県内の小学校、幼稚園・保育園のご利

用が多い。
エンターテイメント性を代表するのは触って体

験できる展示が多いことだ。3人乗りミニ運転列
車は、加速減速自由で、信号機通りにしか走れな
い。実際の鉄道はこうやって安全が保たれてい
るのだ、と示す展示。しかしお子様達にはおも
ちゃとしか映っていないのが博物館として辛い。
25人が同時に運転士体験できる設備もある。ジ
オラマは人気が高い。海外のお客様には、過去
の鉄道は実物の車両群で説明しているが、現在
の日本の鉄道はこのジオラマが表している、と説
明している。
かような鉄博だが、このままでいいのかと考え

るようになった。そして有識者による検討の結果、
車両が主体の今の鉄博から、鉄道は多くのサー
ビスと技術の集合体であることをお見せする鉄
博に生まれ変わるべきだとなった。
そしてJR東日本の30周年を記念して、大規模

な拡張リニューアルをすることとなった。新館を
建設し4割近く展示面積を拡大し、本館も大部分
をリニューアルするのである。そして今春3月から
本館リニューアルの第一弾が始まり、以後1ヶ月
に1箇所ペースでリニューアルオープンが続く。
そして2018年夏に新館グランドオープンで完成
の予定である。
2020年には東京オリンピック・パラリンピック

があり、海外からのお客様の増加も意識し、外国
語による案内やパンフレットにも工夫を凝らす予
定。そしてこの拡張リニューアルにより、県内外
からの来館者数を増やし、埼玉県経済に幾ばく
かの貢献をしたいものである。
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ズ ー ムアップ

自動車はガソリン車からハイブリッドカー、そして
EV（電気自動車）、FCV（燃料電池自動車）と進化
を続けながら、安全性や利便性そして快適性を加速
度的に向上させている。そんなめまぐるしい進化を
続ける自動車の性能向上を支えるのは、高い精度を
備えた1個1個の部品にほかならない。つまり、高性
能な自動車に高品質な部品あり、ということだ。
松本興産株式会社は、ハイブリッドカーや電気自
動車等に使用される超精密加工部品を主力製品と
するパーツメーカー。カーエアコンのコンプレッサー
バルブ、燃料噴射装置のコントロールバルブ、無断変
速機用油圧制御部品に使われる金属切削品など、
複雑な形状かつ高い精度が必要とされる部品を手
がけ、完成車の持つ性能を陰で支えている。
「コンプレッサーやステアリング、サスペンションな
ど、制御を要する技術には高度な精密加工技術に
よってつくられたパーツが必要不可欠となります。そ
の技術を持っていることが、当社の強みの一つに
なっています」（松本直樹社長）
±2ミクロンという高精度な金属加工―これが同
社の技術力を物語っている。そして、これほどの技術

わせたものであり、かつ現地ローカル企業及び海外
自動車メーカーの需要を取り込むための戦略だ。現
地では、日本人駐在員3名を含む50名が勤務する。
「いかにして現地のローカルスタッフを日本の技術
レベルまで育てていくかというのが課題」と言いなが
らも、4期目で年約4億円もの売り上げを記録し順調
な滑り出しだと松本社長は語る。
一昨年には工場を拡張し、さらに自動車産業向け

の品質マネジメントシステムの技術仕様である国際
規格“ISO/TS16949”を取得。本社工場と同様の
設備と生産体制で、日本と変わらない±2ミクロンと
いう高精度のモノづくりを実現している。
今後、タイ工場が同社の売り上げに大きく貢献し

ていくことは間違いない。そして同社はここを起点に、
さらなる事業のグローバル化を図っていく考えだ。

現在同社は新工場を建設中。ますます進化を続け
る自動車に対応できる最新鋭の機器やシステムを整
えるための設備投資で、12月には完成予定だという。
「2万点とも3万点とも言われる自動車の部品点数
の中で、さらに当社の製造点数を増やし、今以上に
存在感を示していきたい。僕の頭の中では50億円企
業を目指そうという考えがあって、新工場はそのため
の布石でもあります」
一昨年からビジュアルマネジメントにも取り組み、

本社工場をガラス張りにして文字どおり工場の“見
える化”をスタートさせた。作業状況が現場以外の人
間に一目で分かることで、さらなる生産性向上と業
務改善につなげている。「より良い方法や技術を常
に追求し続ける。モノづくりはそれが重要ですから」
そう語る松本社長。そのスピリットは同社が掲げる
“加工改革”という言葉にも表れている。
同社は今後も自動車産業の未来に対応しながら、

リアルタイムに変化と進化を続けていくだろう。そして、
小鹿野町から世界に向けてその技術を発信していく。

の基盤をつくったのですから」
バブル景気や多機能電気製品の登場に伴い、高
度な加工技術を持つ同社の受注は増加する。創業
者・肇氏の予想は的中し、同社は売り上げを順調に伸
ばしていった。しかし、やがて潮目は変わる。90年代
半ば頃、電機メーカーが製造拠点を海外に移転し始
めたことで、成長は踊り場を迎えることとなってしまう。

現社長の直樹氏は大学卒業後、自動車部品を扱
う商社に入社。そこで新規開拓の営業を行い、のち
にモノづくりの現場で製造の経験も積む。そして、5
年のサラリーマン勤務を経て平成9（1997）年同社
に入社する。
当時の同社はそれまで屋台骨であった電気製品
部品の縮小という穴を埋めるため、次なる成長の軸
足を通信機器部品に置き、事業を拡大していく戦略
を進めている状況だった。しかし、直樹氏の視点は別
のところにあった。自身のサラリーマン時代のネット
ワークを活用して、自社の技術力を自動車業界で生
かせないかと考えたのだ。しかし、高い品質基準と堅
実な生産管理体制が求められる自動車業界のモノ
づくりは、「電機部品製造で培ってきたものをリセット
するほどのこと」と言うほど大きな違いがあった。
直樹氏は自動車業界での顧客を開拓しながら社

内で自動車部品事業を立ち上げるも、製造現場から
は「そこまで精度の高いものはつくれない」「自動車
市場を追っても意味がない」と協力を得られなかった。
そこで、ただ1人計画に賛同してくれた技術者と2人
で超高精度な部品製造に取りかかる。
「当時の当社には、まだ自動車業界が求める高精
度な技術がなかった。それで相当苦労しましたね。でも、
これが当社の生命線になると思っていたので、必死で
した。その技術を獲得するのに１年半かかりました」
そして、ようやく誕生したカーエアコンのコンプレッ
サーバルブ。その品質が顧客から高く評価され、そ

ミクロン単位の超高精度で自動車部品の金属加工を手がける
パーツメーカー。常に新たな技術を追求し、世界に発信し続ける
加工物の精度を保つため温度管理された恒温工場、最新鋭のCNC複合旋盤、技術者の熟練した切削加工技術―
ハードとソフトの両面によって超高精度な自動車部品を製造する松本興産。多品種・小ロットから量産品・複雑加工
そして高品質・高精度で低コスト・短納期と、さまざまな部品製造に対応できる体制を構築している。

松本興産株式会社

メーカーの工場海外移転で成長が停滞

れを足掛かりに自動車部品の注文が徐々に増えて
いった。そして平成10年に自動車業界に参入した当
時の年商5億円を、今ではおよそ20年で27億円へと
成長させている。まさに松本社長の読みどおり、自動
車部品事業が同社の生命線となって、成長の踊り場
からの脱出を図ることに成功したのだ。そして同社は、
再び成長を右肩上がりの軌道へと乗せていく。

同社が顧客から高く評価されているのは、±2ミクロ
ンという精度だけではない。高品質・高精度でありな

がら低コスト、短納期にも対応できる生産技術も同社
の競争力となっている。そこには24時間フル稼働可
能な工場、試作から量産まで一貫製造できる生産体
制の構築、複雑な形状でも一発加工できる最新鋭機
械の導入といったさまざまな取り組みと、さらにもう一
つ“ロールバニシング”という加工技術の確立がある。
これは従来の研磨工程を省略しながらも、製品の
精度や品質は損なわないという優れた加工技術だ。
「研磨工程のないロールバニシングだと1人の技
術者、１台の旋盤で製造できるため、生産性が上がり

コストダウンにつながりました」
ここで鍵を握るのが技術者の技量。マシンの動作を
指示するプログラムの作成、製品に適した切削工具
の選定、機械が持つ特徴・動作性を理解しながらのマ
シン操作―と、すべてが技術者の腕にゆだねられる。
そのため技術者には金属加工に関する知識はもちろ
んのこと、機械に対する深い理解や豊富な操作経験
が必要となる。同社では技術者に機械メーカーで1
年間社外研修を課してノウハウを習得させ、社内で
OJT教育をするというカリキュラムを組んでいる。こ
れは、松本社長自身が実際メーカーに出向して、現
場で直に技術と知識を習得した体験によるものだ。

現在、熟練した技術で機械を操作し、ミクロン単位
の部品を製造する若手技術者が多数在籍すること
からも、この教育の成果をうかがい知ることができる。

「35歳で社長に就任した際、海外に工場をつくろ
うという考えが僕の中にありました」
平成24年、同社は新たな成長の柱としてタイに工

場を開設する。日系メーカーの海外生産の拡大に合

●代 表 者 代表取締役　松本 直樹
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●従業員数 108名
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代表取締役　松本 直樹氏

を持つ企業は、日本でもわずかしかないのだという。
現在、同社の金属加工製品は自動車関連部品を
主軸に空気圧機器部品、酸素吸入器や内視鏡など
の医療関連機器部品、シリンダー錠といったセキュリ
ティ関連部品、通信機器のコネクター部品等、幅広
いフィールドで必要不可欠なパーツとして存在感を
示している。
　　

創業は昭和45（1970）年。現社長の父で創業者
である松本肇氏が大手輸送機器・機械工業メーカー
から独立して同社を興し、時計部品や電気製品の部
品を中心に精密部品加工事業をスタートさせた。
高度経済成長の追い風により順調に会社を成長

させながら最新機器導入などの設備投資を積極的
に行い、昭和63年、新工場を完成させる。
「僕から見ても父は思い切ったことをしたなという
印象がありました。当時はそれほどの仕事量はな
かったように思いましたから。でも、その思い切りが
功を奏した。その後増加した注文を受けられる、体制

鉄道博物館 館長
大信田 尚樹氏

拡張リニューアルが始まった
鉄道博物館

鉄道博物館（以下「鉄博」という）は、さいたま
市大宮区にオープンして今秋10周年を迎える。お
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学術性を代表するのは歴史的価値のある本

物の車両群だ。その中で、蒸気機関車「善光号」
は明治時代の輸入車両だが、埼玉県の荒川善
光寺付近で陸揚げされた車両。また埼玉県蕨市
にあった日本車両製造㈱の工場で製作した新幹
線車両も展示してあり、この車両は昭和39年10
月1日、新大阪駅の開業式に使われた車両だ。
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くれる。日本の鉄道はまさに日本の近代化ととも
に歩み、日本の経済を牽引してきたのだと思う。
またこの度、ナデ6110形式の電車が重要文
化財の指定を受ける運びとなった（当館では4件
目）。通勤電車として現存最古で、現代に通じる
通勤電車の元祖と言っていい。
科学ステーションにある教育展示は鉄道の原

理や理科の教材であり、小学校の授業に使って
いただいている。教育プログラム作成に当たって
はさいたま市教育委員会のご指導をいただいた。
もちろん県内の小学校、幼稚園・保育園のご利

用が多い。
エンターテイメント性を代表するのは触って体

験できる展示が多いことだ。3人乗りミニ運転列
車は、加速減速自由で、信号機通りにしか走れな
い。実際の鉄道はこうやって安全が保たれてい
るのだ、と示す展示。しかしお子様達にはおも
ちゃとしか映っていないのが博物館として辛い。
25人が同時に運転士体験できる設備もある。ジ
オラマは人気が高い。海外のお客様には、過去
の鉄道は実物の車両群で説明しているが、現在
の日本の鉄道はこのジオラマが表している、と説
明している。
かような鉄博だが、このままでいいのかと考え

るようになった。そして有識者による検討の結果、
車両が主体の今の鉄博から、鉄道は多くのサー
ビスと技術の集合体であることをお見せする鉄
博に生まれ変わるべきだとなった。
そしてJR東日本の30周年を記念して、大規模

な拡張リニューアルをすることとなった。新館を
建設し4割近く展示面積を拡大し、本館も大部分
をリニューアルするのである。そして今春3月から
本館リニューアルの第一弾が始まり、以後1ヶ月
に1箇所ペースでリニューアルオープンが続く。
そして2018年夏に新館グランドオープンで完成
の予定である。
2020年には東京オリンピック・パラリンピック

があり、海外からのお客様の増加も意識し、外国
語による案内やパンフレットにも工夫を凝らす予
定。そしてこの拡張リニューアルにより、県内外
からの来館者数を増やし、埼玉県経済に幾ばく
かの貢献をしたいものである。
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EV（電気自動車）、FCV（燃料電池自動車）と進化
を続けながら、安全性や利便性そして快適性を加速
度的に向上させている。そんなめまぐるしい進化を
続ける自動車の性能向上を支えるのは、高い精度を
備えた1個1個の部品にほかならない。つまり、高性
能な自動車に高品質な部品あり、ということだ。
松本興産株式会社は、ハイブリッドカーや電気自
動車等に使用される超精密加工部品を主力製品と
するパーツメーカー。カーエアコンのコンプレッサー
バルブ、燃料噴射装置のコントロールバルブ、無断変
速機用油圧制御部品に使われる金属切削品など、
複雑な形状かつ高い精度が必要とされる部品を手
がけ、完成車の持つ性能を陰で支えている。
「コンプレッサーやステアリング、サスペンションな
ど、制御を要する技術には高度な精密加工技術に
よってつくられたパーツが必要不可欠となります。そ
の技術を持っていることが、当社の強みの一つに
なっています」（松本直樹社長）
±2ミクロンという高精度な金属加工―これが同
社の技術力を物語っている。そして、これほどの技術

タイ工場内、打ち合わせの様子

わせたものであり、かつ現地ローカル企業及び海外
自動車メーカーの需要を取り込むための戦略だ。現
地では、日本人駐在員3名を含む50名が勤務する。
「いかにして現地のローカルスタッフを日本の技術
レベルまで育てていくかというのが課題」と言いなが
らも、4期目で年約4億円もの売り上げを記録し順調
な滑り出しだと松本社長は語る。
一昨年には工場を拡張し、さらに自動車産業向け

の品質マネジメントシステムの技術仕様である国際
規格“ISO/TS16949”を取得。本社工場と同様の
設備と生産体制で、日本と変わらない±2ミクロンと
いう高精度のモノづくりを実現している。
今後、タイ工場が同社の売り上げに大きく貢献し

ていくことは間違いない。そして同社はここを起点に、
さらなる事業のグローバル化を図っていく考えだ。

現在同社は新工場を建設中。ますます進化を続け
る自動車に対応できる最新鋭の機器やシステムを整
えるための設備投資で、12月には完成予定だという。
「2万点とも3万点とも言われる自動車の部品点数
の中で、さらに当社の製造点数を増やし、今以上に
存在感を示していきたい。僕の頭の中では50億円企
業を目指そうという考えがあって、新工場はそのため
の布石でもあります」
一昨年からビジュアルマネジメントにも取り組み、
本社工場をガラス張りにして文字どおり工場の“見
える化”をスタートさせた。作業状況が現場以外の人
間に一目で分かることで、さらなる生産性向上と業
務改善につなげている。「より良い方法や技術を常
に追求し続ける。モノづくりはそれが重要ですから」
そう語る松本社長。そのスピリットは同社が掲げる
“加工改革”という言葉にも表れている。
同社は今後も自動車産業の未来に対応しながら、

リアルタイムに変化と進化を続けていくだろう。そして、
小鹿野町から世界に向けてその技術を発信していく。

タイ工場での検査の様子

本社工場内の様子

の基盤をつくったのですから」
バブル景気や多機能電気製品の登場に伴い、高
度な加工技術を持つ同社の受注は増加する。創業
者・肇氏の予想は的中し、同社は売り上げを順調に伸
ばしていった。しかし、やがて潮目は変わる。90年代
半ば頃、電機メーカーが製造拠点を海外に移転し始
めたことで、成長は踊り場を迎えることとなってしまう。

現社長の直樹氏は大学卒業後、自動車部品を扱
う商社に入社。そこで新規開拓の営業を行い、のち
にモノづくりの現場で製造の経験も積む。そして、5
年のサラリーマン勤務を経て平成9（1997）年同社
に入社する。
当時の同社はそれまで屋台骨であった電気製品
部品の縮小という穴を埋めるため、次なる成長の軸
足を通信機器部品に置き、事業を拡大していく戦略
を進めている状況だった。しかし、直樹氏の視点は別
のところにあった。自身のサラリーマン時代のネット
ワークを活用して、自社の技術力を自動車業界で生
かせないかと考えたのだ。しかし、高い品質基準と堅
実な生産管理体制が求められる自動車業界のモノ
づくりは、「電機部品製造で培ってきたものをリセット
するほどのこと」と言うほど大きな違いがあった。
直樹氏は自動車業界での顧客を開拓しながら社

内で自動車部品事業を立ち上げるも、製造現場から
は「そこまで精度の高いものはつくれない」「自動車
市場を追っても意味がない」と協力を得られなかった。
そこで、ただ1人計画に賛同してくれた技術者と2人
で超高精度な部品製造に取りかかる。
「当時の当社には、まだ自動車業界が求める高精
度な技術がなかった。それで相当苦労しましたね。でも、
これが当社の生命線になると思っていたので、必死で
した。その技術を獲得するのに１年半かかりました」
そして、ようやく誕生したカーエアコンのコンプレッ
サーバルブ。その品質が顧客から高く評価され、そ

自動車部品市場への参入が生命線に 熟練技術者を育てる教育プログラム

最新鋭の設備を備えた新工場を建設
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れを足掛かりに自動車部品の注文が徐々に増えて
いった。そして平成10年に自動車業界に参入した当
時の年商5億円を、今ではおよそ20年で27億円へと
成長させている。まさに松本社長の読みどおり、自動
車部品事業が同社の生命線となって、成長の踊り場
からの脱出を図ることに成功したのだ。そして同社は、
再び成長を右肩上がりの軌道へと乗せていく。

同社が顧客から高く評価されているのは、±2ミクロ
ンという精度だけではない。高品質・高精度でありな

がら低コスト、短納期にも対応できる生産技術も同社
の競争力となっている。そこには24時間フル稼働可
能な工場、試作から量産まで一貫製造できる生産体
制の構築、複雑な形状でも一発加工できる最新鋭機
械の導入といったさまざまな取り組みと、さらにもう一
つ“ロールバニシング”という加工技術の確立がある。
これは従来の研磨工程を省略しながらも、製品の
精度や品質は損なわないという優れた加工技術だ。
「研磨工程のないロールバニシングだと1人の技
術者、１台の旋盤で製造できるため、生産性が上がり

コストダウンにつながりました」
ここで鍵を握るのが技術者の技量。マシンの動作を
指示するプログラムの作成、製品に適した切削工具
の選定、機械が持つ特徴・動作性を理解しながらのマ
シン操作―と、すべてが技術者の腕にゆだねられる。
そのため技術者には金属加工に関する知識はもちろ
んのこと、機械に対する深い理解や豊富な操作経験
が必要となる。同社では技術者に機械メーカーで1
年間社外研修を課してノウハウを習得させ、社内で
OJT教育をするというカリキュラムを組んでいる。こ
れは、松本社長自身が実際メーカーに出向して、現
場で直に技術と知識を習得した体験によるものだ。

現在、熟練した技術で機械を操作し、ミクロン単位
の部品を製造する若手技術者が多数在籍すること
からも、この教育の成果をうかがい知ることができる。

「35歳で社長に就任した際、海外に工場をつくろ
うという考えが僕の中にありました」
平成24年、同社は新たな成長の柱としてタイに工
場を開設する。日系メーカーの海外生産の拡大に合

タイ工場内の様子

製品写真本社工場内、打ち合わせの様子 CNC複合旋盤

を持つ企業は、日本でもわずかしかないのだという。
現在、同社の金属加工製品は自動車関連部品を
主軸に空気圧機器部品、酸素吸入器や内視鏡など
の医療関連機器部品、シリンダー錠といったセキュリ
ティ関連部品、通信機器のコネクター部品等、幅広
いフィールドで必要不可欠なパーツとして存在感を
示している。
　　

創業は昭和45（1970）年。現社長の父で創業者
である松本肇氏が大手輸送機器・機械工業メーカー
から独立して同社を興し、時計部品や電気製品の部
品を中心に精密部品加工事業をスタートさせた。
高度経済成長の追い風により順調に会社を成長

させながら最新機器導入などの設備投資を積極的
に行い、昭和63年、新工場を完成させる。
「僕から見ても父は思い切ったことをしたなという
印象がありました。当時はそれほどの仕事量はな
かったように思いましたから。でも、その思い切りが
功を奏した。その後増加した注文を受けられる、体制

タイ工場を開設し、海外に進出
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自動車はガソリン車からハイブリッドカー、そして
EV（電気自動車）、FCV（燃料電池自動車）と進化
を続けながら、安全性や利便性そして快適性を加速
度的に向上させている。そんなめまぐるしい進化を
続ける自動車の性能向上を支えるのは、高い精度を
備えた1個1個の部品にほかならない。つまり、高性
能な自動車に高品質な部品あり、ということだ。
松本興産株式会社は、ハイブリッドカーや電気自

動車等に使用される超精密加工部品を主力製品と
するパーツメーカー。カーエアコンのコンプレッサー
バルブ、燃料噴射装置のコントロールバルブ、無断変
速機用油圧制御部品に使われる金属切削品など、
複雑な形状かつ高い精度が必要とされる部品を手
がけ、完成車の持つ性能を陰で支えている。
「コンプレッサーやステアリング、サスペンションな
ど、制御を要する技術には高度な精密加工技術に
よってつくられたパーツが必要不可欠となります。そ
の技術を持っていることが、当社の強みの一つに
なっています」（松本直樹社長）
±2ミクロンという高精度な金属加工―これが同
社の技術力を物語っている。そして、これほどの技術

タイ工場内、打ち合わせの様子

わせたものであり、かつ現地ローカル企業及び海外
自動車メーカーの需要を取り込むための戦略だ。現
地では、日本人駐在員3名を含む50名が勤務する。
「いかにして現地のローカルスタッフを日本の技術
レベルまで育てていくかというのが課題」と言いなが
らも、4期目で年約4億円もの売り上げを記録し順調
な滑り出しだと松本社長は語る。
一昨年には工場を拡張し、さらに自動車産業向け

の品質マネジメントシステムの技術仕様である国際
規格“ISO/TS16949”を取得。本社工場と同様の
設備と生産体制で、日本と変わらない±2ミクロンと
いう高精度のモノづくりを実現している。
今後、タイ工場が同社の売り上げに大きく貢献し

ていくことは間違いない。そして同社はここを起点に、
さらなる事業のグローバル化を図っていく考えだ。

現在同社は新工場を建設中。ますます進化を続け
る自動車に対応できる最新鋭の機器やシステムを整
えるための設備投資で、12月には完成予定だという。
「2万点とも3万点とも言われる自動車の部品点数
の中で、さらに当社の製造点数を増やし、今以上に
存在感を示していきたい。僕の頭の中では50億円企
業を目指そうという考えがあって、新工場はそのため
の布石でもあります」
一昨年からビジュアルマネジメントにも取り組み、
本社工場をガラス張りにして文字どおり工場の“見
える化”をスタートさせた。作業状況が現場以外の人
間に一目で分かることで、さらなる生産性向上と業
務改善につなげている。「より良い方法や技術を常
に追求し続ける。モノづくりはそれが重要ですから」
そう語る松本社長。そのスピリットは同社が掲げる
“加工改革”という言葉にも表れている。
同社は今後も自動車産業の未来に対応しながら、

リアルタイムに変化と進化を続けていくだろう。そして、
小鹿野町から世界に向けてその技術を発信していく。

タイ工場での検査の様子

本社工場内の様子

の基盤をつくったのですから」
バブル景気や多機能電気製品の登場に伴い、高
度な加工技術を持つ同社の受注は増加する。創業
者・肇氏の予想は的中し、同社は売り上げを順調に伸
ばしていった。しかし、やがて潮目は変わる。90年代
半ば頃、電機メーカーが製造拠点を海外に移転し始
めたことで、成長は踊り場を迎えることとなってしまう。

現社長の直樹氏は大学卒業後、自動車部品を扱
う商社に入社。そこで新規開拓の営業を行い、のち
にモノづくりの現場で製造の経験も積む。そして、5
年のサラリーマン勤務を経て平成9（1997）年同社
に入社する。
当時の同社はそれまで屋台骨であった電気製品
部品の縮小という穴を埋めるため、次なる成長の軸
足を通信機器部品に置き、事業を拡大していく戦略
を進めている状況だった。しかし、直樹氏の視点は別
のところにあった。自身のサラリーマン時代のネット
ワークを活用して、自社の技術力を自動車業界で生
かせないかと考えたのだ。しかし、高い品質基準と堅
実な生産管理体制が求められる自動車業界のモノ
づくりは、「電機部品製造で培ってきたものをリセット
するほどのこと」と言うほど大きな違いがあった。
直樹氏は自動車業界での顧客を開拓しながら社

内で自動車部品事業を立ち上げるも、製造現場から
は「そこまで精度の高いものはつくれない」「自動車
市場を追っても意味がない」と協力を得られなかった。
そこで、ただ1人計画に賛同してくれた技術者と2人
で超高精度な部品製造に取りかかる。
「当時の当社には、まだ自動車業界が求める高精
度な技術がなかった。それで相当苦労しましたね。でも、
これが当社の生命線になると思っていたので、必死で
した。その技術を獲得するのに１年半かかりました」
そして、ようやく誕生したカーエアコンのコンプレッ
サーバルブ。その品質が顧客から高く評価され、そ
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れを足掛かりに自動車部品の注文が徐々に増えて
いった。そして平成10年に自動車業界に参入した当
時の年商5億円を、今ではおよそ20年で27億円へと
成長させている。まさに松本社長の読みどおり、自動
車部品事業が同社の生命線となって、成長の踊り場
からの脱出を図ることに成功したのだ。そして同社は、
再び成長を右肩上がりの軌道へと乗せていく。

同社が顧客から高く評価されているのは、±2ミクロ
ンという精度だけではない。高品質・高精度でありな

がら低コスト、短納期にも対応できる生産技術も同社
の競争力となっている。そこには24時間フル稼働可
能な工場、試作から量産まで一貫製造できる生産体
制の構築、複雑な形状でも一発加工できる最新鋭機
械の導入といったさまざまな取り組みと、さらにもう一
つ“ロールバニシング”という加工技術の確立がある。
これは従来の研磨工程を省略しながらも、製品の
精度や品質は損なわないという優れた加工技術だ。
「研磨工程のないロールバニシングだと1人の技
術者、１台の旋盤で製造できるため、生産性が上がり

コストダウンにつながりました」
ここで鍵を握るのが技術者の技量。マシンの動作を
指示するプログラムの作成、製品に適した切削工具
の選定、機械が持つ特徴・動作性を理解しながらのマ
シン操作―と、すべてが技術者の腕にゆだねられる。
そのため技術者には金属加工に関する知識はもちろ
んのこと、機械に対する深い理解や豊富な操作経験
が必要となる。同社では技術者に機械メーカーで1
年間社外研修を課してノウハウを習得させ、社内で
OJT教育をするというカリキュラムを組んでいる。こ
れは、松本社長自身が実際メーカーに出向して、現
場で直に技術と知識を習得した体験によるものだ。

現在、熟練した技術で機械を操作し、ミクロン単位
の部品を製造する若手技術者が多数在籍すること
からも、この教育の成果をうかがい知ることができる。

「35歳で社長に就任した際、海外に工場をつくろ
うという考えが僕の中にありました」
平成24年、同社は新たな成長の柱としてタイに工
場を開設する。日系メーカーの海外生産の拡大に合

タイ工場内の様子

製品写真本社工場内、打ち合わせの様子 CNC複合旋盤

を持つ企業は、日本でもわずかしかないのだという。
現在、同社の金属加工製品は自動車関連部品を

主軸に空気圧機器部品、酸素吸入器や内視鏡など
の医療関連機器部品、シリンダー錠といったセキュリ
ティ関連部品、通信機器のコネクター部品等、幅広
いフィールドで必要不可欠なパーツとして存在感を
示している。
　　

創業は昭和45（1970）年。現社長の父で創業者
である松本肇氏が大手輸送機器・機械工業メーカー
から独立して同社を興し、時計部品や電気製品の部
品を中心に精密部品加工事業をスタートさせた。
高度経済成長の追い風により順調に会社を成長

させながら最新機器導入などの設備投資を積極的
に行い、昭和63年、新工場を完成させる。
「僕から見ても父は思い切ったことをしたなという
印象がありました。当時はそれほどの仕事量はな
かったように思いましたから。でも、その思い切りが
功を奏した。その後増加した注文を受けられる、体制

タイ工場を開設し、海外に進出
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るとわかっていても、ほとんどのベテラン社員がその
ような状態でした。20代後半の私は悩みましたが、
今は仕方がない、我慢の時期と考え、将来やるべき
ことを手帳に一つひとつ記入するようにしました。会
社を変えていくのは一人では絶対に無理です。皆で
やっていくしかありません。変えるチャンスを待つと
いうことを自分自身に誓って、将来やりたいことを大
切にもつようになりました。このショックが「第三創
業」のソフト面のポイントの三番目でした。

私が取締役になったのは平成5年、平成バブル崩
壊直後であり、売上高が40％ダウンになった時でし
た。当時31歳の私は肉体的にも、精神的にも若く、
営業部長としてがむしゃらに動き回って、営業を展
開しておりました。営業部の努力もあり、徐々に売上
は回復してきました。平成10年、父が「創業者と同
じ年まで社長をやったので引退する」と言い、叔父
に社長を譲り、私は常務取締役に就任。営業だけで
はなく、会社全般を見る立場になりましたが、この年
も第2平成不況が来まして、売上は前年比20％ダウ
ン。ダウンになると「お前、やれ」と言われるのが私
でした。
平成13年8月、3代目の叔父から社長を譲り受け

ました。この年も実はＩＴバブルが崩壊した年で、売
上は20％ダウン。売上がダウンすると昇格、というこ
とが3回続きましたが、社長になったときは、今までメ
モをしていたことや、一族で動かしていたものを組織
で動かしたいという気持ちがありましたので、責任を
感じると共に、来るべき日がやっと来たなという感の
方が強かったです。
社長に就任して、先ず、ＣＳ・ＥＳ・ＳＳを徹底しました。

またコンサルタントを導入したり、社員全員参加の５Ｓ
活動、改善活動、ジャストインタイム生産方式の生産
改善、小原一族だけが握っていた会社の様々な決定
権を各部課長に展開し組織でやっていく会社運営、
少量多品種生産・納期短縮の実現、人事考課の大
幅改定などを矢継ぎ早に実施しました。

皆さまこんにちは。小原歯車工業株式会社の小原
敏治でございます。本日は、私自身の経験談を中心
に皆さまの経営、事業展開、事業承継等に少しでも
お役に立てるようなお話をしたいと思っております。
先ず会社の概要ですが、小原歯車工業株式会社

は、昭和10年に川口駅西口の駅前、錦町で創業致
しました。昭和63年に貿易部門を独立させてKHK
株式会社を設立し、平成5年には標準歯車製造部門
を独立させ株式会社KHK野田を設立しました。更に
平成25年には米国にKHK USA Inc．という販売会
社を設立しております。
売上の約70％がKHK標準歯車という、いわゆる
既製品歯車で、当社が提供するメインの商品であり、
種類は1万7000種に及んでいます。当社の標準歯
車は、産業用ロボット、包装機、自動機などに幅広く
使用されており、例えばJRの自動改札機のドア部分
などにも当社の歯車が使われております。
川口の本社工場では、毎年「ロボット異業種格闘

技戦KHK杯」というイベントを開催しています。埼
玉県から「彩の国工場」に指定されており、工場見
学には、年間500名以上の方々にお越しいただいて
おります。本社工場は、いくつかのテレビ、ラジオ番
組でも取材を受けて紹介されており、また映画のロ
ケ地にもなりました。会社内をオープンにして、大勢
の方に見て頂くことによって、当社はもっときれいに
なって行こうという気持ちになり、社内の５Ｓが推進
されています。
　

私は「企業は信頼が第一である」、「社会に必要と
される組織であるべき」ということを常々思い続けて
おりまして、「信頼と満足の提供」を経営方針にして
おります。ISO9001、14001の両規格を関連会社
も含めて全社において認証取得致しましたのもその
一環です。
では、誰に対して信頼と満足を提供するのか。一
つはよく言われるＣＳで、顧客満足です。もう一つはＥ
Ｓで、これは従業員満足です。私は更にもう一つＳＳと
いうのを付けています。サプライヤー、仕入れ先の満
足です。それから、ソサエティ、社会満足です。「ＣＳ・
ＥＳ・ＳＳ」この三つのＳで、信頼と満足を提供していこ
うと考えて、この経営方針を掲げております。

創業が昭和10年、社歴は82年です。鋳物の町、
川口の機械屋に勤めていた創業者が、旋盤職人と
して独立したのが始まりです。創業者のアイデアに
よりまして英式旋盤替歯車（チェンジ・ギア）というも
のを販売しておりました。当時の歯車は鋳物で出来
ておりました。鋳物の歯車は、耐摩耗性は強いので
すが、衝撃に弱いという特徴から、パリンと壊れるこ
とが多かったのです。歯車が突然壊れると旋盤職
人さんは仕事にならず慌てます。当時、歯車を在庫
しているところは少なく、都内からも多くの引き合い
があったようです。実はこれが私どもの商売の原点
でありまして、「各種歯車を在庫しています、即納で
きます、仕事がすぐにできます」。当時、昭和20年
代に構築した、この標準歯車ビジネスをずっと私ど
もは続けているわけです。必要な時にすぐに手に入
る歯車、歯車の作り置きというビジネスモデルは現
在も続いております。
昭和30年代になりますと、このチェンジ・ギアのほ

かに、標準歯車の製造も行っていきます。歯車屋とし
ての基盤をつくりまして、標準歯車を生み出した創
業者ですが、肝臓がんを患いまして、まだ若い59歳
で亡くなりました。そして、私の父が33歳という若さ
で社長に就任いたしました。
昭和40年代には千葉県野田市に大型歯車の工場

を建設。また標準歯車のモジュール化を行いました。
当時ISO規格が日本にも入ってきまして、インチから
ミリメートルに工業用部品がシフトされました。当社
は思いきってモジュール化、ミリメートルの歯車へと
舵を切り、社運をかけながら自社製品のメイン商品
を変えていきました。
その後、標準歯車は関西方面への販路拡大や東
南アジアへの輸出などを始めていき、順調に売上が
伸びていきます。大型歯車工場としてスタートした野
田工場を標準歯車の専用工場としまして、昭和50
年頃からは積極的な設備投資を行いました。平成2
年には野田第2工場が完成、標準歯車の専用工場と
して集結させ、標準歯車のビジネスモデルを確立し

ました。
平成バブルのころは、標準歯車は造れば売れる時
期でありまして、物理的にも、気持ち的にも、少し良く
なると、このままずっと良くなるんじゃないかという勘
違いをしておりました。平成バブルの崩壊で世間で
は「失われた10年」と言われておりましたが、私ども
は標準歯車を売りすぎたせいで「失われた20年」が
当時から始まりました。平成5年の売上高は、前年比
40％ダウンとかつて経験したことのない厳しいもの
でした。
平成不況はいわゆる構造不況であり、よいものを
造っても売れない時代に突入してしまったわけです。
全世界から競争相手が寄ってくる。私たちの標準歯
車のような非常にニッチなマーケットでも、価格競争
が起きるという時代に突入しました。

私の生い立ちと、経験談をお話させて頂きます。
昭和37年7月26日生まれです。創業者の命日も7月
26日なので、誕生日には必ずお墓参りに行きます。
創業者の初孫で男子だったので、後継ぎということ
で、特に創業者と私の母は大喜びでした。工場の敷
地内で生まれ、遊び場も工場、周りの人たちからどん
どん大人の考えを仕込まれまして、冷めた、子供らし
くない子供として育ちました。大学は一応工学部に
進みまして、このころから自分でも後継ぎに関して少
し考えるようになりました。どうせ会社に入るのなら、
入社後は会社一筋でやろう。そのかわり学生時代に
はいろいろ好きなことをやらせてもらいたいと考え、
アルバイトばかりしていました。特に熱心だったのが
ファミリーレストランのウェイターです。食べさせてく
れますし、接客が自分の性にあっておりまして、楽し
みながら働きました。店長クラスに日大の出身者が
多く、私が後輩であることからかわいがられまして、
アルバイトの人たちのマネジメントまで教わりました。
当社でISOを導入する際に、マニュアルの作成とい
う要求事項がありましたが、私はアルバイトの経験で、
マニュアルは作業標準であることを理解しておりまし
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第三創業　信頼と満足の提供へ

1962年埼玉県生まれ。1985年日本大学生産工学部機械工学科卒業。卒業後イギリスに留学。1986年小原歯車工業㈱
入社、米国の得意先にて研修を受ける。1993年取締役、1998年常務取締役を経て、2001年小原歯車工業㈱、㈱KHK野
田の代表取締役社長に就任。2015年KHK・USA社のCEOを兼任。現在、（一社）日本歯車工業会副会長、埼玉産業人クラ
ブ副会長、彩の国工場振興協議会副会長などを務める。

小原 敏治氏
小原歯車工業株式会社 
代表取締役社長
プロフィール

会社紹介

平成29年2月15日（水）、小原歯車工業株式会社代表
取締役社長の小原敏治氏を講師にお迎えし、「第三創
業 信頼と満足の提供へ」と題してセミナーを開催した。
以下、その概要を紹介したい。

たので、スムーズに作成することができました。この
アルバイトの経験は私の人生において非常に役立っ
たものであり、接客の心や、お客様に対する振る舞
いなどは、今の「第三創業」のソフト面でのポイント
の大きな一つだと思います。
大学卒業後、入社前の1年間、父の勧めでイギリ

スに語学留学をいたしました。英語漬けの生活で日
常会話くらいは身に付きました。入社後、今度はアメ
リカで減速機の組み立てをしている得意先へ1年間、
丁稚奉公でいくことになりました。現地では、減速機
を組み立てて、商品発送、営業などの業務経験を積
みましたが、殆どの時間は現地のワーカーと一緒に
過ごしておりました。アメリカ人はあまり働かないと
いう先入観がありましたが、彼らは、週初、月曜日は
気合いが入りませんが、火曜日から木曜日までは、割
増賃金を目当てに夜遅くまで結構一生懸命働く。そ
して金曜日は週末の自分の時間に備えて、仕事を
セーブする。また多くのワーカーが共通して、自分の
サラリーと社長のサラリーに敏感でした。私はこの経
験で、人に対する許容範囲が途轍もなく広がったよ
うな気がするとともに、日本人の素晴らしさも改めて
感じました。これは「第三創業」のソフト面としての
二番目のポイントだと思います。
米国から帰国後、父から今度は「大阪へ行って商

いを学んで来い」ということで、昭和62年に大阪営
業所勤務になりました。当時は標準歯車が爆発的に
売れまして、お客様が当社の工場に来て、早期納入
の陳情で行列ができるという、そんな時代でした。小
原歯車が間違っていたのは、当時の高飛車な態度。
これは非常にまずかったと思います。納期遅れは当
たり前、実状以上の見込み生産、大量に造りやすい
ものを優先して造る生産管理、これではお客様は不
満に思うに決まっています。景気のいい大阪勤務の
後、本社工場に戻ったころ、大阪のあるお客様から
納期を督促する電話がありました。当社の大ベテラ
ンの営業担当者の対応は、「はぁ？できねぇよ。ああ、
できねぇ！」と言ってガチャンと電話を切る。こういう
有り様でした。これはもう困ったことで、いつの日か
変えなくてはいけない。このままでは会社がだめにな

人事考課体系については、りそな総研のコンサル
を入れ、当時の中小企業には珍しい何等級何号俸と
いう給与テーブルを導入しました。その他、保有資産
の見直しや財務の改革など、39歳の私は2～3年の
間、今までメモしていたやるべきことをどんどんやり
始めました。
ハード面での懸案事項は、築50年を超える川口
工場でした。そこで、稼働を止めずにそのまま製造で
きるという建て替えプランを提案頂いたので、当時
の人気テレビ番組であった「プロジェクトＸ」にちなん
で「プロジェクトＫ」と名付け、平成14年に改修工事
に着手しました。貴重な経営資源の人、機械、商品を
守る工場でありたい、更なる少量多品種短納期に対
応できる工場にしたい、法規制を順守し、経営責任
を全うしたい、操業停止は絶対しない、金を掛けない
ということを基本方針として、1年10か月かけて新し
くしました。この新工場で少量多品種、短納期、お客
様への満足も提供できます。また作業環境がよくな
りましたから社員はこの中でいい仕事ができる。また
工場見学では、いろいろなお客様を迎え入れ、社会
の満足も得られるということで、今この工場を活用し
ているところです。これが私にとってのハード面での
「第三創業」です。

「第三創業」のソフト面についてお話しします。人
は考え方によっていかようにでもなるというのが私
の考えであり、創業時、第二創業時と比べていちば
ん変わった点はＣＳ・ＥＳ・ＳＳです。経営方針自体が変
わりました。
私自身、経営者には三つのタイプがあると思いま

す。一つ目はカリスマ的な絶対的なリーダーシップ
をもつ社長。二つ目は職人タイプの専門分野に長け
た社長。三つ目がいわゆる幹事役タイプ、事務局タ
イプで、組織とバランスを考えて、人の心に入ってい
くタイプの社長です。弊社の場合は、創業者がカリ
スマリーダータイプ。二代目の父は職人タイプでし
た。四代目の私はカリスマ性もなければ、技術力も

ない。あるのはま・め・さとか、対話で物事をまとめてい
くところ。私は幹事役、事務局タイプとして生きるべ
きだということに、ある日自分自身で気付きました。
幹事役タイプの社長として生きるみちとしては、過
ちがあればすぐに直し、反省する。アメリカで習得し
たように、人への許容範囲はなるべく広くする。しか
し、自分に対しては厳しく律する。組織で運営する。
あらゆることを理論武装し、一生懸命勉強してから
実践に入る。こういったことが私の特徴なので、実
践致しました。
よく後継者の方で先代とぶつかっている方がい

らっしゃいますが、私は同じリングでぶつかってはい
けないと思います。特に親子関係の内乱は国が亡び
るもとであり、これは歴史が証明しています。私は先
代の成功はそのまま引き継ぎ、先代の人脈等 も々そ
のまま引き継がせてもらいました。
母親が俳句をやっておりまして、私も五七五が大
好きです。「後継者 親の過ち 子の手柄」「社の理
想 彼女に見せたい この職場」など、こういった形で
川柳をつくりまして、時々読み返して自分がレールか
ら外れていないかを修正するようにしています。
松下幸之助は「鳴かぬなら それもまたよし ホトト

ギス」と言いました。鳴かなくてもいいじゃないか、人
間っていうのはいろんなことがあるんだよ。これが松
下幸之助さんの考えだったそうです。非常に勉強に
なる言葉だと思います。
私は「鳴かぬなら 気持ちを聞こう ホトトギス」。相
手の気持ちを知って、ホトトギスになった気分で、な
んで鳴かないんだろうな？と人の心に入り込んでみ
る、といったような思いです。これは自分らしさが出
ておりまして、今これは自分自身の「座右の銘」と
なっております。
本日このように皆さまの前でお話できるのは、若

いころから思っていた「第三創業」のソフト面である
ＣＳ・ＥＳ・ＳＳの実践があったからこそと思っています。
また、私どもの社員が三つのＳの理解力が非常にあ
りまして協力してくれたことにも深く感謝しております。
ご清聴、ありがとうございました。

（文責：埼玉りそな産業経済振興財団事務局）

私の生い立ち

会社の歩みと第二創業

経営方針「信頼と満足の提供」

わが国経済は、一部に改善の遅れもみられるが、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じ
てみれば持ち直しの動きが続き、生産は持ち直して
いる。企業収益、雇用情勢も改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は持ち直しており、先行きも緩や
かな改善が続くとみられる。
聞き取り調査の結果、1～3月期の天気図は、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
4～6月期の天気図は、1～3月期と変わらず、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きの生産についても、前年は上回るものの、
その伸びは小幅なものにとどまる見込み。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向け電気機械、電子部品・デバイスが好調
だった。先行きも好調を持続する見込み。
〇輸送機械の生産は、前年を下回ったとみられる。
先行きは新型車の販売増もあり、前年並みで推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移する見込み。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年同様に好
調を持続した。先行きは住宅などでやや弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったとみ
られる。先行きも弱含みで推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
1～3月期の一般機械の生産は、前年を上回った

とみられる。昨年、年間を通してほぼ横ばい水準で
推移していたコンプレッサーが、足元で工作機械向
けなどを中心に上向いている。マシニングセンタに
ついても、昨年秋口以降は、比較的底堅い動きに
なっているようだ。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、需
要自体は旺盛なものの、企業間の競争が激化して
おり、個社別の業績にはバラツキがみられる。県内
の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大きいが、
ならしてみると、昨年の秋口以降は減速している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
比較的堅調に推移しているものの、有機ELパネル
向けの設備投資が好調だった昨年夏場頃までの勢
いはなくなっている。
昨年前半に、やや落ち込んでいた食料品加工機
械や医療用機械器具は、年明け以降持ち直してい
る。金型は引き続き低調に推移しているが、歯車に
ついては、足元で上向いている。
3月に2016年度補正予算に伴う、新たなものづく

り補助金の採択企業が決定された。4月以降、設備
投資の動きが具体化してくることから、工作機械を

家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなっ
ている。このため、電子部品の生産は、中国、東南ア
ジア、インド、中東などの需要に左右されている。こ
うした国々ではエアコンをはじめ、各種家電などの
普及率の高まりに加え、低機能、低価格のものから、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内で生産される部品への需要は強い。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップなどから、完成品の県内の生産は低調な動き
が続いている。ただし、情報通信機器向け電子部品
は好調で、県内のメーカーでも、関連する部品や製
造装置向け機械などは好調に推移している。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け電子部品の需要は引き続き好調を持続すると
見込まれる。
自動車の電装化や海外の家電向け製品の高度
化、海外でのスマートフォンなどの生産も好調な推
移が見込まれることから、使用される電子部品の点
数増、高度化による単価上昇が続くとみられる。た
だ、輸出の割合が高いところでは、円高に対する懸
念が強まっている。

（3） 輸送機械…生産は前年を下回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、昨年
10～12月期に続き前年を上回って推移した。軽自動

（4） 鉄鋼…前年実績をわずかに上回る
首都圏においては、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足に伴い、鉄筋コンクリート
（RC）造を避ける動きが続いたことから、棒鋼の生
産についても、昨年の夏場頃までは前年を大きく下
回る動きがみられた。昨年の秋口以降は、現場の人
手不足感が一服したこともあって、RC造の着工も
徐々に持ち直しており、1～3月期の棒鋼の生産は、
前年をわずかながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きの供給過多を懸念す
る声が聞かれ始めており、一部では竣工予定時期
を後ずれさせる案件がみられる。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は、着工がやや落ち着いている。マンション
についても、都内で１億円を超えるような高額物件
には、引き続き投資物件としてのニーズがあるもの
の、実需中心の郊外型のマンションでは、建設費の
値上がりを受けて、販売価格が上昇しており、購入
を手控える動きがみられる。マンション販売業者は、
マンション価格の引き下げではなく、発売戸数の絞
り込みで対応しようとしており、一部人気エリアを除
くと、郊外での新規着工に慎重な姿勢をみせている。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

含む一般機械の生産は、先行きも前年の水準を上
回って推移するとみられる。ただし、ウェイトの高い
半導体製造装置が、引き続き弱含みで推移する可
能性が高いことなどから、その伸びは小幅なものに
とどまる見込み。
雇用面では、団塊の世代などが引退した分を、新
規学卒者の採用でカバーしきれておらず、引き続き
人員が不足している企業が少なくない。派遣社員か
ら正社員への切り替えや、中途採用などを実施して
対応する企業がみられる。

（2） 電気機械…前年を上回る
1～3月期の生産は、電気機械全体では前年に比

べ比較的大きな増加となった模様である。
産業向けの電気機械は、企業の情報システムの
高度化や大型化、好調な建設需要などもあり、設備
関連の制御装置や計器類、電源関連、空調関連な
ど、幅広い製品の需要が強まっている。また、半導
体製造装置をはじめ、製造機器に係る機器類、計器
類、部品も好調に推移した。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（パソコンからサーバ、
家電からビルやマンション向けの空調、照明、防犯
など各種システム、製造装置、インフラ関連など）を
続けている。家電製品は、日本のブランド名で販売
されているものも、海外生産がほとんどで、県内で
の家電製品の生産は大きく縮小している。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが好調

に推移している。自動車向けはセンサー関連、制御関
連など電子部品の種類も多く、自動ブレーキの普及や、
自動運転への対応などもあり、今後とも期待できる。
自動車向けは、人命にかかわることもあり、高い
安全性、信頼性が求められることから、国内で生産
される部品の優位性はしばらく続くと考えられてい
る。県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを
高めているところがみられる。

車の販売台数は前年をやや下回ったが、登録車（普
通＋小型乗用車）の販売台数は、新型車の販売が好
調で増加傾向が続いている。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、昨年7～9月期が前年比▲0.2％とほぼ前年
並みにとどまったが、10～12月期は同＋4.4％と増
加に転じた。好調な新型車の販売が生産増に結び
ついている。
しかし、今年1月の鉱工業生産指数は同▲5.4％
と前年を下回り、1～3月期全体でも前年を下回る水
準となったようだ。昨年、一部の輸出向け車種の生
産を県外に移管したことの影響があるとみられる。
県内完成車メーカーの登録車の販売台数は新型
車効果で底堅く推移しており、生産移管の影響を除
けば、県内生産は増加しているとみられる。ただ、生
産増は新型車の販売増によるところが大きく、全体
としてはやや力強さに欠けている。
先行きについては、当面、新型車の販売増が続く

とみられ、県内生産は前年並みで推移すると予想さ
れる。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年をや
や下回って推移した模様だ。海外向けが減少してい
るようだ。国内向けは、インターネット通販の普及な
どで運輸業界で設備投資の動きがあり、物流向け
の販売増が続いているほか、政府の経済対策によ
り公共事業が動いており建設向け需要も持ち直し
ているなど、底堅く推移しているとみられる。
先行きについては、国内向けは堅調が続くとみら

れ、生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや下回ったとみられることから、自動車
部品の生産も減少したようだ。
先行きについては、乗用車、トラックの生産は前
年並みで推移するとみられ、部品メーカーの生産も
横ばい圏内での動きとなると予想される。

は、昨年、底打ちから上昇に転じた。鉄鉱石の価格
上昇に加え、日本国内で解体工事からのスクラップ
発生量が、例年より少なかったことなどが背景にあ
る。電気料金の低下という追い風はあるものの、ス
クラップ価格の上昇に伴い、製品価格とのスプレッ
ドが縮小し、鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の案件も徐々に動き始めてい
る。4～6月期の鉄鋼の生産についても、緩やかな持
ち直しを続け、引き続き前年を若干上回る程度の水
準で推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を下回った。低
迷していた建設機械向けは、海外の需要回復を受
けて、緩やかながらも戻りつつある。鋳鉄管につい
ても、比較的安定した推移となっているものの、工
作機械向けなどは、依然として回復が遅れており、
総じてみれば、鋳物の生産は低調に推移している。
4～6月期についても、鋳物の生産は前年をやや
下回る見込みである。一社当たりの受注量は、横ば
い程度の水準を維持するとみられるものの、近年、

県内では鋳物メーカーの廃業が散発的に発生して
おり、廃業した鋳物メーカーの生産量を、カバーしき
れていない状況にあるようだ。
足元の収益は非常に厳しい。昨年後半から鋳物

用銑鉄、コークス、スクラップの値上がりが続いてき
たが、需要面の弱さから、価格改訂の交渉すらまま
ならないという企業もある。今後、銑鉄の一段の値
上がりが見込まれるなか、先行きも鋳物メーカーの
収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…前年並みの好調を持続
公共工事：1～3月の公共工事は、横ばいからやや強
含みで推移している。手持ち工事量は多く高原状
態にあり、繁忙な状況は変わらない。新規工事は人
手の不足もあり選別して受注しており、全体ではや
や落ち着いてきている。
内容は、河川、橋梁の補修などの河川関連や建物
耐震化の工事が多い。公共建築物の耐震化は大き
なものは一巡したが、規模の小さなものは続いている。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注が期待される。また、自
然災害が多くなっていることもあり、災害対策や老
朽化したインフラの改修などが期待されている。価
格面では、現在程度の価格で今後もしばらくは変わ
らない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き建替、補修を含めて
病院、老健・介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことや、東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連工事の本格化前に完工した
いことなどから、工場やビルのリフォームや耐震化
工事の引き合いも引き続き出ている。
東京の大手ゼネコンが手一杯なこともあり、県内

企業の受注は良好。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。
住宅：1～3月期の住宅建設は全体では、ほぼ前年
並みで推移している。
マンションは建設コスト高が続いており、価格が購
入者の望むものと離れてきており、販売がやや不調
となっている。埼玉県におけるマンション契約率は、
年明け以降50％台と概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、利幅が小さくなっている。浦和駅や大宮駅の周
辺など価格が高くても売れる物件に供給を絞る傾
向にある。マンション業者では、リフォーム物件の販
売などに力を入れるところも出ている。
大手ゼネコンが優良工事を多く抱え、県内のマン

ション工事を請け負わなくなっている。県内建設業
者が高値で請け負うようになっており、建設業者の
収益環境は良い。
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。雇用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸
の賃料との比較で購入する人も多い。ただ、場所や
価格により売れ行きの差が大きくなっている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢が強く、増加が続いていたが、ここにきてや
や息切れ気味となっている。

先行きは、価格が合わないものは売れなくなると
みられる。とくにマンションは価格が高くなっている
ことから、高価格で売れるもの以外の供給は手控え
られると見られる。貸家は相続対策や低金利などで、
好調な建設が続いていたが、供給過剰の懸念もあ
り、先行きは不透明となっている。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：1～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
大きく下回ったとみられる。前年割れは2015年7～
9月期から続いており、売上不振が長期化している。
来店客の減少傾向も続いている。自社カードを保有
するコア顧客の来店回数や買上げ単価は上がって
いるが、カードホルダー以外の一般顧客の来店が
落ち込んでいるという。
来店客の減少で、主力の衣料品だけでなく食料
品の売上も減少している。
衣料品は、紳士服・婦人服ともに減少が続き不振

が目立っている。天候不順の影響もあるが、消費者
の衣料品購入先が専門店やネット通販にシフトして
いるといった構造的要因が影響しているとみられる。
衣料品の販売不振への対策としては、自社開発商
品を投入し差別化を図るといった衣料品強化の動
きがある一方、衣料品の売場を縮小するといった対
応がみられた。衣料品売場に替わって、ネイルサロ
ン、エステサロン、幼児教室、パソコン教室などの
“コト消費”や、売上が伸びている化粧品、雑貨の売
場を広げる動きがあった。
食料品の売上も前年割れとなっているが、最近は
食に対する関心が高まっているという。健康に良い
ヘルシーな食品へのこだわりが強いほか、スイーツ・
惣菜など、見ても・食べても楽しめるような食品の人
気が高まっている。また、化粧品の動きも良いようだ。
化粧品はリピーターが多く、とくに肌を美しく健康に
保つ機能のある基礎化粧品が売れているという。
ボリュームゾーンの中間層は、必要なものだけを

買う実需志向が強く、慎重な購入姿勢が続いてい
る。先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状
と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年が
うるう年で営業日が１日少なかった影響もあり、前年を
下回ったとみられる。品目別にみると、百貨店と同様に
衣料品売上の減少が続いている。主力の食料品の売
上も前年並みにとどまった模様で、勢いはみられない。
消費者の節約意識は依然として高く、不要不急の

買い物を避ける傾向が強い。最近では、毎月のお買い
得デーやポイント何倍といった特典のある日に顧客が
集中する傾向が、以前に比べて強まっているとの声も
あった。消費者は近隣のいくつかの店舗のお買い得
デーを使い分けて、うまく買い回っているようだ。
一方で、新しい商品やテレビなどで話題の商品、
健康志向の商品、付加価値が高く高機能の商品へ
の反応は良く、価格が高めでも良く売れている。また、
家で食事を作る人が増えているためか、ワンランク
上の肉などの品質が良い素材がコンスタントに売れ
るという動きもある。
賃金は上昇しているものの、そのテンポは鈍く、消
費者の所得増加には弾みがつかない。将来不安か
ら生活防衛意識が高まっており、慎重な買い物姿勢
が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。
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るとわかっていても、ほとんどのベテラン社員がその
ような状態でした。20代後半の私は悩みましたが、
今は仕方がない、我慢の時期と考え、将来やるべき
ことを手帳に一つひとつ記入するようにしました。会
社を変えていくのは一人では絶対に無理です。皆で
やっていくしかありません。変えるチャンスを待つと
いうことを自分自身に誓って、将来やりたいことを大
切にもつようになりました。このショックが「第三創
業」のソフト面のポイントの三番目でした。

私が取締役になったのは平成5年、平成バブル崩
壊直後であり、売上高が40％ダウンになった時でし
た。当時31歳の私は肉体的にも、精神的にも若く、
営業部長としてがむしゃらに動き回って、営業を展
開しておりました。営業部の努力もあり、徐々に売上
は回復してきました。平成10年、父が「創業者と同
じ年まで社長をやったので引退する」と言い、叔父
に社長を譲り、私は常務取締役に就任。営業だけで
はなく、会社全般を見る立場になりましたが、この年
も第2平成不況が来まして、売上は前年比20％ダウ
ン。ダウンになると「お前、やれ」と言われるのが私
でした。
平成13年8月、3代目の叔父から社長を譲り受け

ました。この年も実はＩＴバブルが崩壊した年で、売
上は20％ダウン。売上がダウンすると昇格、というこ
とが3回続きましたが、社長になったときは、今までメ
モをしていたことや、一族で動かしていたものを組織
で動かしたいという気持ちがありましたので、責任を
感じると共に、来るべき日がやっと来たなという感の
方が強かったです。
社長に就任して、先ず、ＣＳ・ＥＳ・ＳＳを徹底しました。

またコンサルタントを導入したり、社員全員参加の５Ｓ
活動、改善活動、ジャストインタイム生産方式の生産
改善、小原一族だけが握っていた会社の様々な決定
権を各部課長に展開し組織でやっていく会社運営、
少量多品種生産・納期短縮の実現、人事考課の大
幅改定などを矢継ぎ早に実施しました。

皆さまこんにちは。小原歯車工業株式会社の小原
敏治でございます。本日は、私自身の経験談を中心
に皆さまの経営、事業展開、事業承継等に少しでも
お役に立てるようなお話をしたいと思っております。
先ず会社の概要ですが、小原歯車工業株式会社

は、昭和10年に川口駅西口の駅前、錦町で創業致
しました。昭和63年に貿易部門を独立させてKHK
株式会社を設立し、平成5年には標準歯車製造部門
を独立させ株式会社KHK野田を設立しました。更に
平成25年には米国にKHK USA Inc．という販売会
社を設立しております。
売上の約70％がKHK標準歯車という、いわゆる
既製品歯車で、当社が提供するメインの商品であり、
種類は1万7000種に及んでいます。当社の標準歯
車は、産業用ロボット、包装機、自動機などに幅広く
使用されており、例えばJRの自動改札機のドア部分
などにも当社の歯車が使われております。
川口の本社工場では、毎年「ロボット異業種格闘

技戦KHK杯」というイベントを開催しています。埼
玉県から「彩の国工場」に指定されており、工場見
学には、年間500名以上の方々にお越しいただいて
おります。本社工場は、いくつかのテレビ、ラジオ番
組でも取材を受けて紹介されており、また映画のロ
ケ地にもなりました。会社内をオープンにして、大勢
の方に見て頂くことによって、当社はもっときれいに
なって行こうという気持ちになり、社内の５Ｓが推進
されています。
　

私は「企業は信頼が第一である」、「社会に必要と
される組織であるべき」ということを常々思い続けて
おりまして、「信頼と満足の提供」を経営方針にして
おります。ISO9001、14001の両規格を関連会社
も含めて全社において認証取得致しましたのもその
一環です。
では、誰に対して信頼と満足を提供するのか。一
つはよく言われるＣＳで、顧客満足です。もう一つはＥ
Ｓで、これは従業員満足です。私は更にもう一つＳＳと
いうのを付けています。サプライヤー、仕入れ先の満
足です。それから、ソサエティ、社会満足です。「ＣＳ・
ＥＳ・ＳＳ」この三つのＳで、信頼と満足を提供していこ
うと考えて、この経営方針を掲げております。

創業が昭和10年、社歴は82年です。鋳物の町、
川口の機械屋に勤めていた創業者が、旋盤職人と
して独立したのが始まりです。創業者のアイデアに
よりまして英式旋盤替歯車（チェンジ・ギア）というも
のを販売しておりました。当時の歯車は鋳物で出来
ておりました。鋳物の歯車は、耐摩耗性は強いので
すが、衝撃に弱いという特徴から、パリンと壊れるこ
とが多かったのです。歯車が突然壊れると旋盤職
人さんは仕事にならず慌てます。当時、歯車を在庫
しているところは少なく、都内からも多くの引き合い
があったようです。実はこれが私どもの商売の原点
でありまして、「各種歯車を在庫しています、即納で
きます、仕事がすぐにできます」。当時、昭和20年
代に構築した、この標準歯車ビジネスをずっと私ど
もは続けているわけです。必要な時にすぐに手に入
る歯車、歯車の作り置きというビジネスモデルは現
在も続いております。
昭和30年代になりますと、このチェンジ・ギアのほ

かに、標準歯車の製造も行っていきます。歯車屋とし
ての基盤をつくりまして、標準歯車を生み出した創
業者ですが、肝臓がんを患いまして、まだ若い59歳
で亡くなりました。そして、私の父が33歳という若さ
で社長に就任いたしました。
昭和40年代には千葉県野田市に大型歯車の工場

を建設。また標準歯車のモジュール化を行いました。
当時ISO規格が日本にも入ってきまして、インチから
ミリメートルに工業用部品がシフトされました。当社
は思いきってモジュール化、ミリメートルの歯車へと
舵を切り、社運をかけながら自社製品のメイン商品
を変えていきました。
その後、標準歯車は関西方面への販路拡大や東
南アジアへの輸出などを始めていき、順調に売上が
伸びていきます。大型歯車工場としてスタートした野
田工場を標準歯車の専用工場としまして、昭和50
年頃からは積極的な設備投資を行いました。平成2
年には野田第2工場が完成、標準歯車の専用工場と
して集結させ、標準歯車のビジネスモデルを確立し

ました。
平成バブルのころは、標準歯車は造れば売れる時
期でありまして、物理的にも、気持ち的にも、少し良く
なると、このままずっと良くなるんじゃないかという勘
違いをしておりました。平成バブルの崩壊で世間で
は「失われた10年」と言われておりましたが、私ども
は標準歯車を売りすぎたせいで「失われた20年」が
当時から始まりました。平成5年の売上高は、前年比
40％ダウンとかつて経験したことのない厳しいもの
でした。
平成不況はいわゆる構造不況であり、よいものを
造っても売れない時代に突入してしまったわけです。
全世界から競争相手が寄ってくる。私たちの標準歯
車のような非常にニッチなマーケットでも、価格競争
が起きるという時代に突入しました。

私の生い立ちと、経験談をお話させて頂きます。
昭和37年7月26日生まれです。創業者の命日も7月
26日なので、誕生日には必ずお墓参りに行きます。
創業者の初孫で男子だったので、後継ぎということ
で、特に創業者と私の母は大喜びでした。工場の敷
地内で生まれ、遊び場も工場、周りの人たちからどん
どん大人の考えを仕込まれまして、冷めた、子供らし
くない子供として育ちました。大学は一応工学部に
進みまして、このころから自分でも後継ぎに関して少
し考えるようになりました。どうせ会社に入るのなら、
入社後は会社一筋でやろう。そのかわり学生時代に
はいろいろ好きなことをやらせてもらいたいと考え、
アルバイトばかりしていました。特に熱心だったのが
ファミリーレストランのウェイターです。食べさせてく
れますし、接客が自分の性にあっておりまして、楽し
みながら働きました。店長クラスに日大の出身者が
多く、私が後輩であることからかわいがられまして、
アルバイトの人たちのマネジメントまで教わりました。
当社でISOを導入する際に、マニュアルの作成とい
う要求事項がありましたが、私はアルバイトの経験で、
マニュアルは作業標準であることを理解しておりまし
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第三創業　信頼と満足の提供へ

1962年埼玉県生まれ。1985年日本大学生産工学部機械工学科卒業。卒業後イギリスに留学。1986年小原歯車工業㈱
入社、米国の得意先にて研修を受ける。1993年取締役、1998年常務取締役を経て、2001年小原歯車工業㈱、㈱KHK野
田の代表取締役社長に就任。2015年KHK・USA社のCEOを兼任。現在、（一社）日本歯車工業会副会長、埼玉産業人クラ
ブ副会長、彩の国工場振興協議会副会長などを務める。

小原 敏治氏
小原歯車工業株式会社 
代表取締役社長
プロフィール

会社紹介

平成29年2月15日（水）、小原歯車工業株式会社代表
取締役社長の小原敏治氏を講師にお迎えし、「第三創
業 信頼と満足の提供へ」と題してセミナーを開催した。
以下、その概要を紹介したい。

たので、スムーズに作成することができました。この
アルバイトの経験は私の人生において非常に役立っ
たものであり、接客の心や、お客様に対する振る舞
いなどは、今の「第三創業」のソフト面でのポイント
の大きな一つだと思います。
大学卒業後、入社前の1年間、父の勧めでイギリ

スに語学留学をいたしました。英語漬けの生活で日
常会話くらいは身に付きました。入社後、今度はアメ
リカで減速機の組み立てをしている得意先へ1年間、
丁稚奉公でいくことになりました。現地では、減速機
を組み立てて、商品発送、営業などの業務経験を積
みましたが、殆どの時間は現地のワーカーと一緒に
過ごしておりました。アメリカ人はあまり働かないと
いう先入観がありましたが、彼らは、週初、月曜日は
気合いが入りませんが、火曜日から木曜日までは、割
増賃金を目当てに夜遅くまで結構一生懸命働く。そ
して金曜日は週末の自分の時間に備えて、仕事を
セーブする。また多くのワーカーが共通して、自分の
サラリーと社長のサラリーに敏感でした。私はこの経
験で、人に対する許容範囲が途轍もなく広がったよ
うな気がするとともに、日本人の素晴らしさも改めて
感じました。これは「第三創業」のソフト面としての
二番目のポイントだと思います。
米国から帰国後、父から今度は「大阪へ行って商

いを学んで来い」ということで、昭和62年に大阪営
業所勤務になりました。当時は標準歯車が爆発的に
売れまして、お客様が当社の工場に来て、早期納入
の陳情で行列ができるという、そんな時代でした。小
原歯車が間違っていたのは、当時の高飛車な態度。
これは非常にまずかったと思います。納期遅れは当
たり前、実状以上の見込み生産、大量に造りやすい
ものを優先して造る生産管理、これではお客様は不
満に思うに決まっています。景気のいい大阪勤務の
後、本社工場に戻ったころ、大阪のあるお客様から
納期を督促する電話がありました。当社の大ベテラ
ンの営業担当者の対応は、「はぁ？できねぇよ。ああ、
できねぇ！」と言ってガチャンと電話を切る。こういう
有り様でした。これはもう困ったことで、いつの日か
変えなくてはいけない。このままでは会社がだめにな

人事考課体系については、りそな総研のコンサル
を入れ、当時の中小企業には珍しい何等級何号俸と
いう給与テーブルを導入しました。その他、保有資産
の見直しや財務の改革など、39歳の私は2～3年の
間、今までメモしていたやるべきことをどんどんやり
始めました。
ハード面での懸案事項は、築50年を超える川口
工場でした。そこで、稼働を止めずにそのまま製造で
きるという建て替えプランを提案頂いたので、当時
の人気テレビ番組であった「プロジェクトＸ」にちなん
で「プロジェクトＫ」と名付け、平成14年に改修工事
に着手しました。貴重な経営資源の人、機械、商品を
守る工場でありたい、更なる少量多品種短納期に対
応できる工場にしたい、法規制を順守し、経営責任
を全うしたい、操業停止は絶対しない、金を掛けない
ということを基本方針として、1年10か月かけて新し
くしました。この新工場で少量多品種、短納期、お客
様への満足も提供できます。また作業環境がよくな
りましたから社員はこの中でいい仕事ができる。また
工場見学では、いろいろなお客様を迎え入れ、社会
の満足も得られるということで、今この工場を活用し
ているところです。これが私にとってのハード面での
「第三創業」です。

「第三創業」のソフト面についてお話しします。人
は考え方によっていかようにでもなるというのが私
の考えであり、創業時、第二創業時と比べていちば
ん変わった点はＣＳ・ＥＳ・ＳＳです。経営方針自体が変
わりました。
私自身、経営者には三つのタイプがあると思いま

す。一つ目はカリスマ的な絶対的なリーダーシップ
をもつ社長。二つ目は職人タイプの専門分野に長け
た社長。三つ目がいわゆる幹事役タイプ、事務局タ
イプで、組織とバランスを考えて、人の心に入ってい
くタイプの社長です。弊社の場合は、創業者がカリ
スマリーダータイプ。二代目の父は職人タイプでし
た。四代目の私はカリスマ性もなければ、技術力も

ない。あるのはま・め・さとか、対話で物事をまとめてい
くところ。私は幹事役、事務局タイプとして生きるべ
きだということに、ある日自分自身で気付きました。
幹事役タイプの社長として生きるみちとしては、過
ちがあればすぐに直し、反省する。アメリカで習得し
たように、人への許容範囲はなるべく広くする。しか
し、自分に対しては厳しく律する。組織で運営する。
あらゆることを理論武装し、一生懸命勉強してから
実践に入る。こういったことが私の特徴なので、実
践致しました。
よく後継者の方で先代とぶつかっている方がい

らっしゃいますが、私は同じリングでぶつかってはい
けないと思います。特に親子関係の内乱は国が亡び
るもとであり、これは歴史が証明しています。私は先
代の成功はそのまま引き継ぎ、先代の人脈等 も々そ
のまま引き継がせてもらいました。
母親が俳句をやっておりまして、私も五七五が大
好きです。「後継者 親の過ち 子の手柄」「社の理
想 彼女に見せたい この職場」など、こういった形で
川柳をつくりまして、時々読み返して自分がレールか
ら外れていないかを修正するようにしています。
松下幸之助は「鳴かぬなら それもまたよし ホトト

ギス」と言いました。鳴かなくてもいいじゃないか、人
間っていうのはいろんなことがあるんだよ。これが松
下幸之助さんの考えだったそうです。非常に勉強に
なる言葉だと思います。
私は「鳴かぬなら 気持ちを聞こう ホトトギス」。相
手の気持ちを知って、ホトトギスになった気分で、な
んで鳴かないんだろうな？と人の心に入り込んでみ
る、といったような思いです。これは自分らしさが出
ておりまして、今これは自分自身の「座右の銘」と
なっております。
本日このように皆さまの前でお話できるのは、若

いころから思っていた「第三創業」のソフト面である
ＣＳ・ＥＳ・ＳＳの実践があったからこそと思っています。
また、私どもの社員が三つのＳの理解力が非常にあ
りまして協力してくれたことにも深く感謝しております。
ご清聴、ありがとうございました。

（文責：埼玉りそな産業経済振興財団事務局）

私の生い立ち

会社の歩みと第二創業

経営方針「信頼と満足の提供」

わが国経済は、一部に改善の遅れもみられるが、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じ
てみれば持ち直しの動きが続き、生産は持ち直して
いる。企業収益、雇用情勢も改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は持ち直しており、先行きも緩や
かな改善が続くとみられる。
聞き取り調査の結果、1～3月期の天気図は、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
4～6月期の天気図は、1～3月期と変わらず、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きの生産についても、前年は上回るものの、
その伸びは小幅なものにとどまる見込み。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向け電気機械、電子部品・デバイスが好調
だった。先行きも好調を持続する見込み。
〇輸送機械の生産は、前年を下回ったとみられる。
先行きは新型車の販売増もあり、前年並みで推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移する見込み。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年同様に好
調を持続した。先行きは住宅などでやや弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったとみ
られる。先行きも弱含みで推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
1～3月期の一般機械の生産は、前年を上回った

とみられる。昨年、年間を通してほぼ横ばい水準で
推移していたコンプレッサーが、足元で工作機械向
けなどを中心に上向いている。マシニングセンタに
ついても、昨年秋口以降は、比較的底堅い動きに
なっているようだ。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、需
要自体は旺盛なものの、企業間の競争が激化して
おり、個社別の業績にはバラツキがみられる。県内
の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大きいが、
ならしてみると、昨年の秋口以降は減速している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
比較的堅調に推移しているものの、有機ELパネル
向けの設備投資が好調だった昨年夏場頃までの勢
いはなくなっている。
昨年前半に、やや落ち込んでいた食料品加工機
械や医療用機械器具は、年明け以降持ち直してい
る。金型は引き続き低調に推移しているが、歯車に
ついては、足元で上向いている。
3月に2016年度補正予算に伴う、新たなものづく

り補助金の採択企業が決定された。4月以降、設備
投資の動きが具体化してくることから、工作機械を

家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなっ
ている。このため、電子部品の生産は、中国、東南ア
ジア、インド、中東などの需要に左右されている。こ
うした国々ではエアコンをはじめ、各種家電などの
普及率の高まりに加え、低機能、低価格のものから、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内で生産される部品への需要は強い。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップなどから、完成品の県内の生産は低調な動き
が続いている。ただし、情報通信機器向け電子部品
は好調で、県内のメーカーでも、関連する部品や製
造装置向け機械などは好調に推移している。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け電子部品の需要は引き続き好調を持続すると
見込まれる。
自動車の電装化や海外の家電向け製品の高度
化、海外でのスマートフォンなどの生産も好調な推
移が見込まれることから、使用される電子部品の点
数増、高度化による単価上昇が続くとみられる。た
だ、輸出の割合が高いところでは、円高に対する懸
念が強まっている。

（3） 輸送機械…生産は前年を下回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、昨年
10～12月期に続き前年を上回って推移した。軽自動

（4） 鉄鋼…前年実績をわずかに上回る
首都圏においては、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足に伴い、鉄筋コンクリート
（RC）造を避ける動きが続いたことから、棒鋼の生
産についても、昨年の夏場頃までは前年を大きく下
回る動きがみられた。昨年の秋口以降は、現場の人
手不足感が一服したこともあって、RC造の着工も
徐々に持ち直しており、1～3月期の棒鋼の生産は、
前年をわずかながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きの供給過多を懸念す
る声が聞かれ始めており、一部では竣工予定時期
を後ずれさせる案件がみられる。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は、着工がやや落ち着いている。マンション
についても、都内で１億円を超えるような高額物件
には、引き続き投資物件としてのニーズがあるもの
の、実需中心の郊外型のマンションでは、建設費の
値上がりを受けて、販売価格が上昇しており、購入
を手控える動きがみられる。マンション販売業者は、
マンション価格の引き下げではなく、発売戸数の絞
り込みで対応しようとしており、一部人気エリアを除
くと、郊外での新規着工に慎重な姿勢をみせている。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

含む一般機械の生産は、先行きも前年の水準を上
回って推移するとみられる。ただし、ウェイトの高い
半導体製造装置が、引き続き弱含みで推移する可
能性が高いことなどから、その伸びは小幅なものに
とどまる見込み。
雇用面では、団塊の世代などが引退した分を、新
規学卒者の採用でカバーしきれておらず、引き続き
人員が不足している企業が少なくない。派遣社員か
ら正社員への切り替えや、中途採用などを実施して
対応する企業がみられる。

（2） 電気機械…前年を上回る
1～3月期の生産は、電気機械全体では前年に比

べ比較的大きな増加となった模様である。
産業向けの電気機械は、企業の情報システムの
高度化や大型化、好調な建設需要などもあり、設備
関連の制御装置や計器類、電源関連、空調関連な
ど、幅広い製品の需要が強まっている。また、半導
体製造装置をはじめ、製造機器に係る機器類、計器
類、部品も好調に推移した。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（パソコンからサーバ、
家電からビルやマンション向けの空調、照明、防犯
など各種システム、製造装置、インフラ関連など）を
続けている。家電製品は、日本のブランド名で販売
されているものも、海外生産がほとんどで、県内で
の家電製品の生産は大きく縮小している。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが好調

に推移している。自動車向けはセンサー関連、制御関
連など電子部品の種類も多く、自動ブレーキの普及や、
自動運転への対応などもあり、今後とも期待できる。
自動車向けは、人命にかかわることもあり、高い
安全性、信頼性が求められることから、国内で生産
される部品の優位性はしばらく続くと考えられてい
る。県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを
高めているところがみられる。

車の販売台数は前年をやや下回ったが、登録車（普
通＋小型乗用車）の販売台数は、新型車の販売が好
調で増加傾向が続いている。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、昨年7～9月期が前年比▲0.2％とほぼ前年
並みにとどまったが、10～12月期は同＋4.4％と増
加に転じた。好調な新型車の販売が生産増に結び
ついている。
しかし、今年1月の鉱工業生産指数は同▲5.4％
と前年を下回り、1～3月期全体でも前年を下回る水
準となったようだ。昨年、一部の輸出向け車種の生
産を県外に移管したことの影響があるとみられる。
県内完成車メーカーの登録車の販売台数は新型
車効果で底堅く推移しており、生産移管の影響を除
けば、県内生産は増加しているとみられる。ただ、生
産増は新型車の販売増によるところが大きく、全体
としてはやや力強さに欠けている。
先行きについては、当面、新型車の販売増が続く

とみられ、県内生産は前年並みで推移すると予想さ
れる。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年をや
や下回って推移した模様だ。海外向けが減少してい
るようだ。国内向けは、インターネット通販の普及な
どで運輸業界で設備投資の動きがあり、物流向け
の販売増が続いているほか、政府の経済対策によ
り公共事業が動いており建設向け需要も持ち直し
ているなど、底堅く推移しているとみられる。
先行きについては、国内向けは堅調が続くとみら

れ、生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや下回ったとみられることから、自動車
部品の生産も減少したようだ。
先行きについては、乗用車、トラックの生産は前
年並みで推移するとみられ、部品メーカーの生産も
横ばい圏内での動きとなると予想される。

は、昨年、底打ちから上昇に転じた。鉄鉱石の価格
上昇に加え、日本国内で解体工事からのスクラップ
発生量が、例年より少なかったことなどが背景にあ
る。電気料金の低下という追い風はあるものの、ス
クラップ価格の上昇に伴い、製品価格とのスプレッ
ドが縮小し、鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の案件も徐々に動き始めてい
る。4～6月期の鉄鋼の生産についても、緩やかな持
ち直しを続け、引き続き前年を若干上回る程度の水
準で推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を下回った。低
迷していた建設機械向けは、海外の需要回復を受
けて、緩やかながらも戻りつつある。鋳鉄管につい
ても、比較的安定した推移となっているものの、工
作機械向けなどは、依然として回復が遅れており、
総じてみれば、鋳物の生産は低調に推移している。
4～6月期についても、鋳物の生産は前年をやや
下回る見込みである。一社当たりの受注量は、横ば
い程度の水準を維持するとみられるものの、近年、

県内では鋳物メーカーの廃業が散発的に発生して
おり、廃業した鋳物メーカーの生産量を、カバーしき
れていない状況にあるようだ。
足元の収益は非常に厳しい。昨年後半から鋳物

用銑鉄、コークス、スクラップの値上がりが続いてき
たが、需要面の弱さから、価格改訂の交渉すらまま
ならないという企業もある。今後、銑鉄の一段の値
上がりが見込まれるなか、先行きも鋳物メーカーの
収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…前年並みの好調を持続
公共工事：1～3月の公共工事は、横ばいからやや強
含みで推移している。手持ち工事量は多く高原状
態にあり、繁忙な状況は変わらない。新規工事は人
手の不足もあり選別して受注しており、全体ではや
や落ち着いてきている。
内容は、河川、橋梁の補修などの河川関連や建物
耐震化の工事が多い。公共建築物の耐震化は大き
なものは一巡したが、規模の小さなものは続いている。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注が期待される。また、自
然災害が多くなっていることもあり、災害対策や老
朽化したインフラの改修などが期待されている。価
格面では、現在程度の価格で今後もしばらくは変わ
らない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き建替、補修を含めて
病院、老健・介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことや、東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連工事の本格化前に完工した
いことなどから、工場やビルのリフォームや耐震化
工事の引き合いも引き続き出ている。
東京の大手ゼネコンが手一杯なこともあり、県内

企業の受注は良好。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。
住宅：1～3月期の住宅建設は全体では、ほぼ前年
並みで推移している。
マンションは建設コスト高が続いており、価格が購
入者の望むものと離れてきており、販売がやや不調
となっている。埼玉県におけるマンション契約率は、
年明け以降50％台と概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、利幅が小さくなっている。浦和駅や大宮駅の周
辺など価格が高くても売れる物件に供給を絞る傾
向にある。マンション業者では、リフォーム物件の販
売などに力を入れるところも出ている。
大手ゼネコンが優良工事を多く抱え、県内のマン

ション工事を請け負わなくなっている。県内建設業
者が高値で請け負うようになっており、建設業者の
収益環境は良い。
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。雇用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸
の賃料との比較で購入する人も多い。ただ、場所や
価格により売れ行きの差が大きくなっている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢が強く、増加が続いていたが、ここにきてや
や息切れ気味となっている。

先行きは、価格が合わないものは売れなくなると
みられる。とくにマンションは価格が高くなっている
ことから、高価格で売れるもの以外の供給は手控え
られると見られる。貸家は相続対策や低金利などで、
好調な建設が続いていたが、供給過剰の懸念もあ
り、先行きは不透明となっている。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：1～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
大きく下回ったとみられる。前年割れは2015年7～
9月期から続いており、売上不振が長期化している。
来店客の減少傾向も続いている。自社カードを保有
するコア顧客の来店回数や買上げ単価は上がって
いるが、カードホルダー以外の一般顧客の来店が
落ち込んでいるという。
来店客の減少で、主力の衣料品だけでなく食料
品の売上も減少している。
衣料品は、紳士服・婦人服ともに減少が続き不振

が目立っている。天候不順の影響もあるが、消費者
の衣料品購入先が専門店やネット通販にシフトして
いるといった構造的要因が影響しているとみられる。
衣料品の販売不振への対策としては、自社開発商
品を投入し差別化を図るといった衣料品強化の動
きがある一方、衣料品の売場を縮小するといった対
応がみられた。衣料品売場に替わって、ネイルサロ
ン、エステサロン、幼児教室、パソコン教室などの
“コト消費”や、売上が伸びている化粧品、雑貨の売
場を広げる動きがあった。
食料品の売上も前年割れとなっているが、最近は
食に対する関心が高まっているという。健康に良い
ヘルシーな食品へのこだわりが強いほか、スイーツ・
惣菜など、見ても・食べても楽しめるような食品の人
気が高まっている。また、化粧品の動きも良いようだ。
化粧品はリピーターが多く、とくに肌を美しく健康に
保つ機能のある基礎化粧品が売れているという。
ボリュームゾーンの中間層は、必要なものだけを

買う実需志向が強く、慎重な購入姿勢が続いてい
る。先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状
と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年が
うるう年で営業日が１日少なかった影響もあり、前年を
下回ったとみられる。品目別にみると、百貨店と同様に
衣料品売上の減少が続いている。主力の食料品の売
上も前年並みにとどまった模様で、勢いはみられない。
消費者の節約意識は依然として高く、不要不急の

買い物を避ける傾向が強い。最近では、毎月のお買い
得デーやポイント何倍といった特典のある日に顧客が
集中する傾向が、以前に比べて強まっているとの声も
あった。消費者は近隣のいくつかの店舗のお買い得
デーを使い分けて、うまく買い回っているようだ。
一方で、新しい商品やテレビなどで話題の商品、
健康志向の商品、付加価値が高く高機能の商品へ
の反応は良く、価格が高めでも良く売れている。また、
家で食事を作る人が増えているためか、ワンランク
上の肉などの品質が良い素材がコンスタントに売れ
るという動きもある。
賃金は上昇しているものの、そのテンポは鈍く、消
費者の所得増加には弾みがつかない。将来不安か
ら生活防衛意識が高まっており、慎重な買い物姿勢
が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。
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るとわかっていても、ほとんどのベテラン社員がその
ような状態でした。20代後半の私は悩みましたが、
今は仕方がない、我慢の時期と考え、将来やるべき
ことを手帳に一つひとつ記入するようにしました。会
社を変えていくのは一人では絶対に無理です。皆で
やっていくしかありません。変えるチャンスを待つと
いうことを自分自身に誓って、将来やりたいことを大
切にもつようになりました。このショックが「第三創
業」のソフト面のポイントの三番目でした。

私が取締役になったのは平成5年、平成バブル崩
壊直後であり、売上高が40％ダウンになった時でし
た。当時31歳の私は肉体的にも、精神的にも若く、
営業部長としてがむしゃらに動き回って、営業を展
開しておりました。営業部の努力もあり、徐々に売上
は回復してきました。平成10年、父が「創業者と同
じ年まで社長をやったので引退する」と言い、叔父
に社長を譲り、私は常務取締役に就任。営業だけで
はなく、会社全般を見る立場になりましたが、この年
も第2平成不況が来まして、売上は前年比20％ダウ
ン。ダウンになると「お前、やれ」と言われるのが私
でした。
平成13年8月、3代目の叔父から社長を譲り受け

ました。この年も実はＩＴバブルが崩壊した年で、売
上は20％ダウン。売上がダウンすると昇格、というこ
とが3回続きましたが、社長になったときは、今までメ
モをしていたことや、一族で動かしていたものを組織
で動かしたいという気持ちがありましたので、責任を
感じると共に、来るべき日がやっと来たなという感の
方が強かったです。
社長に就任して、先ず、ＣＳ・ＥＳ・ＳＳを徹底しました。

またコンサルタントを導入したり、社員全員参加の５Ｓ
活動、改善活動、ジャストインタイム生産方式の生産
改善、小原一族だけが握っていた会社の様々な決定
権を各部課長に展開し組織でやっていく会社運営、
少量多品種生産・納期短縮の実現、人事考課の大
幅改定などを矢継ぎ早に実施しました。

皆さまこんにちは。小原歯車工業株式会社の小原
敏治でございます。本日は、私自身の経験談を中心
に皆さまの経営、事業展開、事業承継等に少しでも
お役に立てるようなお話をしたいと思っております。
先ず会社の概要ですが、小原歯車工業株式会社

は、昭和10年に川口駅西口の駅前、錦町で創業致
しました。昭和63年に貿易部門を独立させてKHK
株式会社を設立し、平成5年には標準歯車製造部門
を独立させ株式会社KHK野田を設立しました。更に
平成25年には米国にKHK USA Inc．という販売会
社を設立しております。
売上の約70％がKHK標準歯車という、いわゆる
既製品歯車で、当社が提供するメインの商品であり、
種類は1万7000種に及んでいます。当社の標準歯
車は、産業用ロボット、包装機、自動機などに幅広く
使用されており、例えばJRの自動改札機のドア部分
などにも当社の歯車が使われております。
川口の本社工場では、毎年「ロボット異業種格闘

技戦KHK杯」というイベントを開催しています。埼
玉県から「彩の国工場」に指定されており、工場見
学には、年間500名以上の方々にお越しいただいて
おります。本社工場は、いくつかのテレビ、ラジオ番
組でも取材を受けて紹介されており、また映画のロ
ケ地にもなりました。会社内をオープンにして、大勢
の方に見て頂くことによって、当社はもっときれいに
なって行こうという気持ちになり、社内の５Ｓが推進
されています。
　

私は「企業は信頼が第一である」、「社会に必要と
される組織であるべき」ということを常々思い続けて
おりまして、「信頼と満足の提供」を経営方針にして
おります。ISO9001、14001の両規格を関連会社
も含めて全社において認証取得致しましたのもその
一環です。
では、誰に対して信頼と満足を提供するのか。一
つはよく言われるＣＳで、顧客満足です。もう一つはＥ
Ｓで、これは従業員満足です。私は更にもう一つＳＳと
いうのを付けています。サプライヤー、仕入れ先の満
足です。それから、ソサエティ、社会満足です。「ＣＳ・
ＥＳ・ＳＳ」この三つのＳで、信頼と満足を提供していこ
うと考えて、この経営方針を掲げております。

創業が昭和10年、社歴は82年です。鋳物の町、
川口の機械屋に勤めていた創業者が、旋盤職人と
して独立したのが始まりです。創業者のアイデアに
よりまして英式旋盤替歯車（チェンジ・ギア）というも
のを販売しておりました。当時の歯車は鋳物で出来
ておりました。鋳物の歯車は、耐摩耗性は強いので
すが、衝撃に弱いという特徴から、パリンと壊れるこ
とが多かったのです。歯車が突然壊れると旋盤職
人さんは仕事にならず慌てます。当時、歯車を在庫
しているところは少なく、都内からも多くの引き合い
があったようです。実はこれが私どもの商売の原点
でありまして、「各種歯車を在庫しています、即納で
きます、仕事がすぐにできます」。当時、昭和20年
代に構築した、この標準歯車ビジネスをずっと私ど
もは続けているわけです。必要な時にすぐに手に入
る歯車、歯車の作り置きというビジネスモデルは現
在も続いております。
昭和30年代になりますと、このチェンジ・ギアのほ

かに、標準歯車の製造も行っていきます。歯車屋とし
ての基盤をつくりまして、標準歯車を生み出した創
業者ですが、肝臓がんを患いまして、まだ若い59歳
で亡くなりました。そして、私の父が33歳という若さ
で社長に就任いたしました。
昭和40年代には千葉県野田市に大型歯車の工場

を建設。また標準歯車のモジュール化を行いました。
当時ISO規格が日本にも入ってきまして、インチから
ミリメートルに工業用部品がシフトされました。当社
は思いきってモジュール化、ミリメートルの歯車へと
舵を切り、社運をかけながら自社製品のメイン商品
を変えていきました。
その後、標準歯車は関西方面への販路拡大や東
南アジアへの輸出などを始めていき、順調に売上が
伸びていきます。大型歯車工場としてスタートした野
田工場を標準歯車の専用工場としまして、昭和50
年頃からは積極的な設備投資を行いました。平成2
年には野田第2工場が完成、標準歯車の専用工場と
して集結させ、標準歯車のビジネスモデルを確立し

ました。
平成バブルのころは、標準歯車は造れば売れる時
期でありまして、物理的にも、気持ち的にも、少し良く
なると、このままずっと良くなるんじゃないかという勘
違いをしておりました。平成バブルの崩壊で世間で
は「失われた10年」と言われておりましたが、私ども
は標準歯車を売りすぎたせいで「失われた20年」が
当時から始まりました。平成5年の売上高は、前年比
40％ダウンとかつて経験したことのない厳しいもの
でした。
平成不況はいわゆる構造不況であり、よいものを
造っても売れない時代に突入してしまったわけです。
全世界から競争相手が寄ってくる。私たちの標準歯
車のような非常にニッチなマーケットでも、価格競争
が起きるという時代に突入しました。

私の生い立ちと、経験談をお話させて頂きます。
昭和37年7月26日生まれです。創業者の命日も7月
26日なので、誕生日には必ずお墓参りに行きます。
創業者の初孫で男子だったので、後継ぎということ
で、特に創業者と私の母は大喜びでした。工場の敷
地内で生まれ、遊び場も工場、周りの人たちからどん
どん大人の考えを仕込まれまして、冷めた、子供らし
くない子供として育ちました。大学は一応工学部に
進みまして、このころから自分でも後継ぎに関して少
し考えるようになりました。どうせ会社に入るのなら、
入社後は会社一筋でやろう。そのかわり学生時代に
はいろいろ好きなことをやらせてもらいたいと考え、
アルバイトばかりしていました。特に熱心だったのが
ファミリーレストランのウェイターです。食べさせてく
れますし、接客が自分の性にあっておりまして、楽し
みながら働きました。店長クラスに日大の出身者が
多く、私が後輩であることからかわいがられまして、
アルバイトの人たちのマネジメントまで教わりました。
当社でISOを導入する際に、マニュアルの作成とい
う要求事項がありましたが、私はアルバイトの経験で、
マニュアルは作業標準であることを理解しておりまし

たので、スムーズに作成することができました。この
アルバイトの経験は私の人生において非常に役立っ
たものであり、接客の心や、お客様に対する振る舞
いなどは、今の「第三創業」のソフト面でのポイント
の大きな一つだと思います。
大学卒業後、入社前の1年間、父の勧めでイギリ

スに語学留学をいたしました。英語漬けの生活で日
常会話くらいは身に付きました。入社後、今度はアメ
リカで減速機の組み立てをしている得意先へ1年間、
丁稚奉公でいくことになりました。現地では、減速機
を組み立てて、商品発送、営業などの業務経験を積
みましたが、殆どの時間は現地のワーカーと一緒に
過ごしておりました。アメリカ人はあまり働かないと
いう先入観がありましたが、彼らは、週初、月曜日は
気合いが入りませんが、火曜日から木曜日までは、割
増賃金を目当てに夜遅くまで結構一生懸命働く。そ
して金曜日は週末の自分の時間に備えて、仕事を
セーブする。また多くのワーカーが共通して、自分の
サラリーと社長のサラリーに敏感でした。私はこの経
験で、人に対する許容範囲が途轍もなく広がったよ
うな気がするとともに、日本人の素晴らしさも改めて
感じました。これは「第三創業」のソフト面としての
二番目のポイントだと思います。
米国から帰国後、父から今度は「大阪へ行って商

いを学んで来い」ということで、昭和62年に大阪営
業所勤務になりました。当時は標準歯車が爆発的に
売れまして、お客様が当社の工場に来て、早期納入
の陳情で行列ができるという、そんな時代でした。小
原歯車が間違っていたのは、当時の高飛車な態度。
これは非常にまずかったと思います。納期遅れは当
たり前、実状以上の見込み生産、大量に造りやすい
ものを優先して造る生産管理、これではお客様は不
満に思うに決まっています。景気のいい大阪勤務の
後、本社工場に戻ったころ、大阪のあるお客様から
納期を督促する電話がありました。当社の大ベテラ
ンの営業担当者の対応は、「はぁ？できねぇよ。ああ、
できねぇ！」と言ってガチャンと電話を切る。こういう
有り様でした。これはもう困ったことで、いつの日か
変えなくてはいけない。このままでは会社がだめにな

人事考課体系については、りそな総研のコンサル
を入れ、当時の中小企業には珍しい何等級何号俸と
いう給与テーブルを導入しました。その他、保有資産
の見直しや財務の改革など、39歳の私は2～3年の
間、今までメモしていたやるべきことをどんどんやり
始めました。
ハード面での懸案事項は、築50年を超える川口
工場でした。そこで、稼働を止めずにそのまま製造で
きるという建て替えプランを提案頂いたので、当時
の人気テレビ番組であった「プロジェクトＸ」にちなん
で「プロジェクトＫ」と名付け、平成14年に改修工事
に着手しました。貴重な経営資源の人、機械、商品を
守る工場でありたい、更なる少量多品種短納期に対
応できる工場にしたい、法規制を順守し、経営責任
を全うしたい、操業停止は絶対しない、金を掛けない
ということを基本方針として、1年10か月かけて新し
くしました。この新工場で少量多品種、短納期、お客
様への満足も提供できます。また作業環境がよくな
りましたから社員はこの中でいい仕事ができる。また
工場見学では、いろいろなお客様を迎え入れ、社会
の満足も得られるということで、今この工場を活用し
ているところです。これが私にとってのハード面での
「第三創業」です。

「第三創業」のソフト面についてお話しします。人
は考え方によっていかようにでもなるというのが私
の考えであり、創業時、第二創業時と比べていちば
ん変わった点はＣＳ・ＥＳ・ＳＳです。経営方針自体が変
わりました。
私自身、経営者には三つのタイプがあると思いま

す。一つ目はカリスマ的な絶対的なリーダーシップ
をもつ社長。二つ目は職人タイプの専門分野に長け
た社長。三つ目がいわゆる幹事役タイプ、事務局タ
イプで、組織とバランスを考えて、人の心に入ってい
くタイプの社長です。弊社の場合は、創業者がカリ
スマリーダータイプ。二代目の父は職人タイプでし
た。四代目の私はカリスマ性もなければ、技術力も

ない。あるのはま・め・さとか、対話で物事をまとめてい
くところ。私は幹事役、事務局タイプとして生きるべ
きだということに、ある日自分自身で気付きました。
幹事役タイプの社長として生きるみちとしては、過
ちがあればすぐに直し、反省する。アメリカで習得し
たように、人への許容範囲はなるべく広くする。しか
し、自分に対しては厳しく律する。組織で運営する。
あらゆることを理論武装し、一生懸命勉強してから
実践に入る。こういったことが私の特徴なので、実
践致しました。
よく後継者の方で先代とぶつかっている方がい

らっしゃいますが、私は同じリングでぶつかってはい
けないと思います。特に親子関係の内乱は国が亡び
るもとであり、これは歴史が証明しています。私は先
代の成功はそのまま引き継ぎ、先代の人脈等 も々そ
のまま引き継がせてもらいました。
母親が俳句をやっておりまして、私も五七五が大
好きです。「後継者 親の過ち 子の手柄」「社の理
想 彼女に見せたい この職場」など、こういった形で
川柳をつくりまして、時々読み返して自分がレールか
ら外れていないかを修正するようにしています。
松下幸之助は「鳴かぬなら それもまたよし ホトト

ギス」と言いました。鳴かなくてもいいじゃないか、人
間っていうのはいろんなことがあるんだよ。これが松
下幸之助さんの考えだったそうです。非常に勉強に
なる言葉だと思います。
私は「鳴かぬなら 気持ちを聞こう ホトトギス」。相
手の気持ちを知って、ホトトギスになった気分で、な
んで鳴かないんだろうな？と人の心に入り込んでみ
る、といったような思いです。これは自分らしさが出
ておりまして、今これは自分自身の「座右の銘」と
なっております。
本日このように皆さまの前でお話できるのは、若

いころから思っていた「第三創業」のソフト面である
ＣＳ・ＥＳ・ＳＳの実践があったからこそと思っています。
また、私どもの社員が三つのＳの理解力が非常にあ
りまして協力してくれたことにも深く感謝しております。
ご清聴、ありがとうございました。

（文責：埼玉りそな産業経済振興財団事務局）

四代目社長就任 「第三創業」

私流の経営

わが国経済は、一部に改善の遅れもみられるが、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じ
てみれば持ち直しの動きが続き、生産は持ち直して
いる。企業収益、雇用情勢も改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は持ち直しており、先行きも緩や
かな改善が続くとみられる。
聞き取り調査の結果、1～3月期の天気図は、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
4～6月期の天気図は、1～3月期と変わらず、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きの生産についても、前年は上回るものの、
その伸びは小幅なものにとどまる見込み。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向け電気機械、電子部品・デバイスが好調
だった。先行きも好調を持続する見込み。
〇輸送機械の生産は、前年を下回ったとみられる。
先行きは新型車の販売増もあり、前年並みで推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移する見込み。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年同様に好
調を持続した。先行きは住宅などでやや弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったとみ
られる。先行きも弱含みで推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
1～3月期の一般機械の生産は、前年を上回った

とみられる。昨年、年間を通してほぼ横ばい水準で
推移していたコンプレッサーが、足元で工作機械向
けなどを中心に上向いている。マシニングセンタに
ついても、昨年秋口以降は、比較的底堅い動きに
なっているようだ。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、需
要自体は旺盛なものの、企業間の競争が激化して
おり、個社別の業績にはバラツキがみられる。県内
の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大きいが、
ならしてみると、昨年の秋口以降は減速している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
比較的堅調に推移しているものの、有機ELパネル
向けの設備投資が好調だった昨年夏場頃までの勢
いはなくなっている。
昨年前半に、やや落ち込んでいた食料品加工機
械や医療用機械器具は、年明け以降持ち直してい
る。金型は引き続き低調に推移しているが、歯車に
ついては、足元で上向いている。
3月に2016年度補正予算に伴う、新たなものづく

り補助金の採択企業が決定された。4月以降、設備
投資の動きが具体化してくることから、工作機械を

家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなっ
ている。このため、電子部品の生産は、中国、東南ア
ジア、インド、中東などの需要に左右されている。こ
うした国々ではエアコンをはじめ、各種家電などの
普及率の高まりに加え、低機能、低価格のものから、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内で生産される部品への需要は強い。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップなどから、完成品の県内の生産は低調な動き
が続いている。ただし、情報通信機器向け電子部品
は好調で、県内のメーカーでも、関連する部品や製
造装置向け機械などは好調に推移している。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け電子部品の需要は引き続き好調を持続すると
見込まれる。
自動車の電装化や海外の家電向け製品の高度
化、海外でのスマートフォンなどの生産も好調な推
移が見込まれることから、使用される電子部品の点
数増、高度化による単価上昇が続くとみられる。た
だ、輸出の割合が高いところでは、円高に対する懸
念が強まっている。

（3） 輸送機械…生産は前年を下回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、昨年
10～12月期に続き前年を上回って推移した。軽自動

（4） 鉄鋼…前年実績をわずかに上回る
首都圏においては、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足に伴い、鉄筋コンクリート
（RC）造を避ける動きが続いたことから、棒鋼の生
産についても、昨年の夏場頃までは前年を大きく下
回る動きがみられた。昨年の秋口以降は、現場の人
手不足感が一服したこともあって、RC造の着工も
徐々に持ち直しており、1～3月期の棒鋼の生産は、
前年をわずかながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きの供給過多を懸念す
る声が聞かれ始めており、一部では竣工予定時期
を後ずれさせる案件がみられる。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は、着工がやや落ち着いている。マンション
についても、都内で１億円を超えるような高額物件
には、引き続き投資物件としてのニーズがあるもの
の、実需中心の郊外型のマンションでは、建設費の
値上がりを受けて、販売価格が上昇しており、購入
を手控える動きがみられる。マンション販売業者は、
マンション価格の引き下げではなく、発売戸数の絞
り込みで対応しようとしており、一部人気エリアを除
くと、郊外での新規着工に慎重な姿勢をみせている。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

含む一般機械の生産は、先行きも前年の水準を上
回って推移するとみられる。ただし、ウェイトの高い
半導体製造装置が、引き続き弱含みで推移する可
能性が高いことなどから、その伸びは小幅なものに
とどまる見込み。
雇用面では、団塊の世代などが引退した分を、新
規学卒者の採用でカバーしきれておらず、引き続き
人員が不足している企業が少なくない。派遣社員か
ら正社員への切り替えや、中途採用などを実施して
対応する企業がみられる。

（2） 電気機械…前年を上回る
1～3月期の生産は、電気機械全体では前年に比

べ比較的大きな増加となった模様である。
産業向けの電気機械は、企業の情報システムの
高度化や大型化、好調な建設需要などもあり、設備
関連の制御装置や計器類、電源関連、空調関連な
ど、幅広い製品の需要が強まっている。また、半導
体製造装置をはじめ、製造機器に係る機器類、計器
類、部品も好調に推移した。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（パソコンからサーバ、
家電からビルやマンション向けの空調、照明、防犯
など各種システム、製造装置、インフラ関連など）を
続けている。家電製品は、日本のブランド名で販売
されているものも、海外生産がほとんどで、県内で
の家電製品の生産は大きく縮小している。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが好調

に推移している。自動車向けはセンサー関連、制御関
連など電子部品の種類も多く、自動ブレーキの普及や、
自動運転への対応などもあり、今後とも期待できる。
自動車向けは、人命にかかわることもあり、高い
安全性、信頼性が求められることから、国内で生産
される部品の優位性はしばらく続くと考えられてい
る。県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを
高めているところがみられる。

車の販売台数は前年をやや下回ったが、登録車（普
通＋小型乗用車）の販売台数は、新型車の販売が好
調で増加傾向が続いている。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、昨年7～9月期が前年比▲0.2％とほぼ前年
並みにとどまったが、10～12月期は同＋4.4％と増
加に転じた。好調な新型車の販売が生産増に結び
ついている。
しかし、今年1月の鉱工業生産指数は同▲5.4％
と前年を下回り、1～3月期全体でも前年を下回る水
準となったようだ。昨年、一部の輸出向け車種の生
産を県外に移管したことの影響があるとみられる。
県内完成車メーカーの登録車の販売台数は新型
車効果で底堅く推移しており、生産移管の影響を除
けば、県内生産は増加しているとみられる。ただ、生
産増は新型車の販売増によるところが大きく、全体
としてはやや力強さに欠けている。
先行きについては、当面、新型車の販売増が続く

とみられ、県内生産は前年並みで推移すると予想さ
れる。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年をや
や下回って推移した模様だ。海外向けが減少してい
るようだ。国内向けは、インターネット通販の普及な
どで運輸業界で設備投資の動きがあり、物流向け
の販売増が続いているほか、政府の経済対策によ
り公共事業が動いており建設向け需要も持ち直し
ているなど、底堅く推移しているとみられる。
先行きについては、国内向けは堅調が続くとみら

れ、生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや下回ったとみられることから、自動車
部品の生産も減少したようだ。
先行きについては、乗用車、トラックの生産は前
年並みで推移するとみられ、部品メーカーの生産も
横ばい圏内での動きとなると予想される。

は、昨年、底打ちから上昇に転じた。鉄鉱石の価格
上昇に加え、日本国内で解体工事からのスクラップ
発生量が、例年より少なかったことなどが背景にあ
る。電気料金の低下という追い風はあるものの、ス
クラップ価格の上昇に伴い、製品価格とのスプレッ
ドが縮小し、鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の案件も徐々に動き始めてい
る。4～6月期の鉄鋼の生産についても、緩やかな持
ち直しを続け、引き続き前年を若干上回る程度の水
準で推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を下回った。低
迷していた建設機械向けは、海外の需要回復を受
けて、緩やかながらも戻りつつある。鋳鉄管につい
ても、比較的安定した推移となっているものの、工
作機械向けなどは、依然として回復が遅れており、
総じてみれば、鋳物の生産は低調に推移している。
4～6月期についても、鋳物の生産は前年をやや
下回る見込みである。一社当たりの受注量は、横ば
い程度の水準を維持するとみられるものの、近年、

県内では鋳物メーカーの廃業が散発的に発生して
おり、廃業した鋳物メーカーの生産量を、カバーしき
れていない状況にあるようだ。
足元の収益は非常に厳しい。昨年後半から鋳物

用銑鉄、コークス、スクラップの値上がりが続いてき
たが、需要面の弱さから、価格改訂の交渉すらまま
ならないという企業もある。今後、銑鉄の一段の値
上がりが見込まれるなか、先行きも鋳物メーカーの
収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…前年並みの好調を持続
公共工事：1～3月の公共工事は、横ばいからやや強
含みで推移している。手持ち工事量は多く高原状
態にあり、繁忙な状況は変わらない。新規工事は人
手の不足もあり選別して受注しており、全体ではや
や落ち着いてきている。
内容は、河川、橋梁の補修などの河川関連や建物
耐震化の工事が多い。公共建築物の耐震化は大き
なものは一巡したが、規模の小さなものは続いている。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注が期待される。また、自
然災害が多くなっていることもあり、災害対策や老
朽化したインフラの改修などが期待されている。価
格面では、現在程度の価格で今後もしばらくは変わ
らない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き建替、補修を含めて
病院、老健・介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことや、東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連工事の本格化前に完工した
いことなどから、工場やビルのリフォームや耐震化
工事の引き合いも引き続き出ている。
東京の大手ゼネコンが手一杯なこともあり、県内

企業の受注は良好。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。
住宅：1～3月期の住宅建設は全体では、ほぼ前年
並みで推移している。
マンションは建設コスト高が続いており、価格が購
入者の望むものと離れてきており、販売がやや不調
となっている。埼玉県におけるマンション契約率は、
年明け以降50％台と概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、利幅が小さくなっている。浦和駅や大宮駅の周
辺など価格が高くても売れる物件に供給を絞る傾
向にある。マンション業者では、リフォーム物件の販
売などに力を入れるところも出ている。
大手ゼネコンが優良工事を多く抱え、県内のマン

ション工事を請け負わなくなっている。県内建設業
者が高値で請け負うようになっており、建設業者の
収益環境は良い。
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。雇用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸
の賃料との比較で購入する人も多い。ただ、場所や
価格により売れ行きの差が大きくなっている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢が強く、増加が続いていたが、ここにきてや
や息切れ気味となっている。

先行きは、価格が合わないものは売れなくなると
みられる。とくにマンションは価格が高くなっている
ことから、高価格で売れるもの以外の供給は手控え
られると見られる。貸家は相続対策や低金利などで、
好調な建設が続いていたが、供給過剰の懸念もあ
り、先行きは不透明となっている。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：1～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
大きく下回ったとみられる。前年割れは2015年7～
9月期から続いており、売上不振が長期化している。
来店客の減少傾向も続いている。自社カードを保有
するコア顧客の来店回数や買上げ単価は上がって
いるが、カードホルダー以外の一般顧客の来店が
落ち込んでいるという。
来店客の減少で、主力の衣料品だけでなく食料
品の売上も減少している。
衣料品は、紳士服・婦人服ともに減少が続き不振

が目立っている。天候不順の影響もあるが、消費者
の衣料品購入先が専門店やネット通販にシフトして
いるといった構造的要因が影響しているとみられる。
衣料品の販売不振への対策としては、自社開発商
品を投入し差別化を図るといった衣料品強化の動
きがある一方、衣料品の売場を縮小するといった対
応がみられた。衣料品売場に替わって、ネイルサロ
ン、エステサロン、幼児教室、パソコン教室などの
“コト消費”や、売上が伸びている化粧品、雑貨の売
場を広げる動きがあった。
食料品の売上も前年割れとなっているが、最近は
食に対する関心が高まっているという。健康に良い
ヘルシーな食品へのこだわりが強いほか、スイーツ・
惣菜など、見ても・食べても楽しめるような食品の人
気が高まっている。また、化粧品の動きも良いようだ。
化粧品はリピーターが多く、とくに肌を美しく健康に
保つ機能のある基礎化粧品が売れているという。
ボリュームゾーンの中間層は、必要なものだけを

買う実需志向が強く、慎重な購入姿勢が続いてい
る。先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状
と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年が
うるう年で営業日が１日少なかった影響もあり、前年を
下回ったとみられる。品目別にみると、百貨店と同様に
衣料品売上の減少が続いている。主力の食料品の売
上も前年並みにとどまった模様で、勢いはみられない。
消費者の節約意識は依然として高く、不要不急の

買い物を避ける傾向が強い。最近では、毎月のお買い
得デーやポイント何倍といった特典のある日に顧客が
集中する傾向が、以前に比べて強まっているとの声も
あった。消費者は近隣のいくつかの店舗のお買い得
デーを使い分けて、うまく買い回っているようだ。
一方で、新しい商品やテレビなどで話題の商品、
健康志向の商品、付加価値が高く高機能の商品へ
の反応は良く、価格が高めでも良く売れている。また、
家で食事を作る人が増えているためか、ワンランク
上の肉などの品質が良い素材がコンスタントに売れ
るという動きもある。
賃金は上昇しているものの、そのテンポは鈍く、消
費者の所得増加には弾みがつかない。将来不安か
ら生活防衛意識が高まっており、慎重な買い物姿勢
が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。
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るとわかっていても、ほとんどのベテラン社員がその
ような状態でした。20代後半の私は悩みましたが、
今は仕方がない、我慢の時期と考え、将来やるべき
ことを手帳に一つひとつ記入するようにしました。会
社を変えていくのは一人では絶対に無理です。皆で
やっていくしかありません。変えるチャンスを待つと
いうことを自分自身に誓って、将来やりたいことを大
切にもつようになりました。このショックが「第三創
業」のソフト面のポイントの三番目でした。

私が取締役になったのは平成5年、平成バブル崩
壊直後であり、売上高が40％ダウンになった時でし
た。当時31歳の私は肉体的にも、精神的にも若く、
営業部長としてがむしゃらに動き回って、営業を展
開しておりました。営業部の努力もあり、徐々に売上
は回復してきました。平成10年、父が「創業者と同
じ年まで社長をやったので引退する」と言い、叔父
に社長を譲り、私は常務取締役に就任。営業だけで
はなく、会社全般を見る立場になりましたが、この年
も第2平成不況が来まして、売上は前年比20％ダウ
ン。ダウンになると「お前、やれ」と言われるのが私
でした。
平成13年8月、3代目の叔父から社長を譲り受け

ました。この年も実はＩＴバブルが崩壊した年で、売
上は20％ダウン。売上がダウンすると昇格、というこ
とが3回続きましたが、社長になったときは、今までメ
モをしていたことや、一族で動かしていたものを組織
で動かしたいという気持ちがありましたので、責任を
感じると共に、来るべき日がやっと来たなという感の
方が強かったです。
社長に就任して、先ず、ＣＳ・ＥＳ・ＳＳを徹底しました。

またコンサルタントを導入したり、社員全員参加の５Ｓ
活動、改善活動、ジャストインタイム生産方式の生産
改善、小原一族だけが握っていた会社の様々な決定
権を各部課長に展開し組織でやっていく会社運営、
少量多品種生産・納期短縮の実現、人事考課の大
幅改定などを矢継ぎ早に実施しました。

皆さまこんにちは。小原歯車工業株式会社の小原
敏治でございます。本日は、私自身の経験談を中心
に皆さまの経営、事業展開、事業承継等に少しでも
お役に立てるようなお話をしたいと思っております。
先ず会社の概要ですが、小原歯車工業株式会社

は、昭和10年に川口駅西口の駅前、錦町で創業致
しました。昭和63年に貿易部門を独立させてKHK
株式会社を設立し、平成5年には標準歯車製造部門
を独立させ株式会社KHK野田を設立しました。更に
平成25年には米国にKHK USA Inc．という販売会
社を設立しております。
売上の約70％がKHK標準歯車という、いわゆる
既製品歯車で、当社が提供するメインの商品であり、
種類は1万7000種に及んでいます。当社の標準歯
車は、産業用ロボット、包装機、自動機などに幅広く
使用されており、例えばJRの自動改札機のドア部分
などにも当社の歯車が使われております。
川口の本社工場では、毎年「ロボット異業種格闘

技戦KHK杯」というイベントを開催しています。埼
玉県から「彩の国工場」に指定されており、工場見
学には、年間500名以上の方々にお越しいただいて
おります。本社工場は、いくつかのテレビ、ラジオ番
組でも取材を受けて紹介されており、また映画のロ
ケ地にもなりました。会社内をオープンにして、大勢
の方に見て頂くことによって、当社はもっときれいに
なって行こうという気持ちになり、社内の５Ｓが推進
されています。
　

私は「企業は信頼が第一である」、「社会に必要と
される組織であるべき」ということを常々思い続けて
おりまして、「信頼と満足の提供」を経営方針にして
おります。ISO9001、14001の両規格を関連会社
も含めて全社において認証取得致しましたのもその
一環です。
では、誰に対して信頼と満足を提供するのか。一
つはよく言われるＣＳで、顧客満足です。もう一つはＥ
Ｓで、これは従業員満足です。私は更にもう一つＳＳと
いうのを付けています。サプライヤー、仕入れ先の満
足です。それから、ソサエティ、社会満足です。「ＣＳ・
ＥＳ・ＳＳ」この三つのＳで、信頼と満足を提供していこ
うと考えて、この経営方針を掲げております。

創業が昭和10年、社歴は82年です。鋳物の町、
川口の機械屋に勤めていた創業者が、旋盤職人と
して独立したのが始まりです。創業者のアイデアに
よりまして英式旋盤替歯車（チェンジ・ギア）というも
のを販売しておりました。当時の歯車は鋳物で出来
ておりました。鋳物の歯車は、耐摩耗性は強いので
すが、衝撃に弱いという特徴から、パリンと壊れるこ
とが多かったのです。歯車が突然壊れると旋盤職
人さんは仕事にならず慌てます。当時、歯車を在庫
しているところは少なく、都内からも多くの引き合い
があったようです。実はこれが私どもの商売の原点
でありまして、「各種歯車を在庫しています、即納で
きます、仕事がすぐにできます」。当時、昭和20年
代に構築した、この標準歯車ビジネスをずっと私ど
もは続けているわけです。必要な時にすぐに手に入
る歯車、歯車の作り置きというビジネスモデルは現
在も続いております。
昭和30年代になりますと、このチェンジ・ギアのほ

かに、標準歯車の製造も行っていきます。歯車屋とし
ての基盤をつくりまして、標準歯車を生み出した創
業者ですが、肝臓がんを患いまして、まだ若い59歳
で亡くなりました。そして、私の父が33歳という若さ
で社長に就任いたしました。
昭和40年代には千葉県野田市に大型歯車の工場

を建設。また標準歯車のモジュール化を行いました。
当時ISO規格が日本にも入ってきまして、インチから
ミリメートルに工業用部品がシフトされました。当社
は思いきってモジュール化、ミリメートルの歯車へと
舵を切り、社運をかけながら自社製品のメイン商品
を変えていきました。
その後、標準歯車は関西方面への販路拡大や東
南アジアへの輸出などを始めていき、順調に売上が
伸びていきます。大型歯車工場としてスタートした野
田工場を標準歯車の専用工場としまして、昭和50
年頃からは積極的な設備投資を行いました。平成2
年には野田第2工場が完成、標準歯車の専用工場と
して集結させ、標準歯車のビジネスモデルを確立し

ました。
平成バブルのころは、標準歯車は造れば売れる時
期でありまして、物理的にも、気持ち的にも、少し良く
なると、このままずっと良くなるんじゃないかという勘
違いをしておりました。平成バブルの崩壊で世間で
は「失われた10年」と言われておりましたが、私ども
は標準歯車を売りすぎたせいで「失われた20年」が
当時から始まりました。平成5年の売上高は、前年比
40％ダウンとかつて経験したことのない厳しいもの
でした。
平成不況はいわゆる構造不況であり、よいものを
造っても売れない時代に突入してしまったわけです。
全世界から競争相手が寄ってくる。私たちの標準歯
車のような非常にニッチなマーケットでも、価格競争
が起きるという時代に突入しました。

私の生い立ちと、経験談をお話させて頂きます。
昭和37年7月26日生まれです。創業者の命日も7月
26日なので、誕生日には必ずお墓参りに行きます。
創業者の初孫で男子だったので、後継ぎということ
で、特に創業者と私の母は大喜びでした。工場の敷
地内で生まれ、遊び場も工場、周りの人たちからどん
どん大人の考えを仕込まれまして、冷めた、子供らし
くない子供として育ちました。大学は一応工学部に
進みまして、このころから自分でも後継ぎに関して少
し考えるようになりました。どうせ会社に入るのなら、
入社後は会社一筋でやろう。そのかわり学生時代に
はいろいろ好きなことをやらせてもらいたいと考え、
アルバイトばかりしていました。特に熱心だったのが
ファミリーレストランのウェイターです。食べさせてく
れますし、接客が自分の性にあっておりまして、楽し
みながら働きました。店長クラスに日大の出身者が
多く、私が後輩であることからかわいがられまして、
アルバイトの人たちのマネジメントまで教わりました。
当社でISOを導入する際に、マニュアルの作成とい
う要求事項がありましたが、私はアルバイトの経験で、
マニュアルは作業標準であることを理解しておりまし

たので、スムーズに作成することができました。この
アルバイトの経験は私の人生において非常に役立っ
たものであり、接客の心や、お客様に対する振る舞
いなどは、今の「第三創業」のソフト面でのポイント
の大きな一つだと思います。
大学卒業後、入社前の1年間、父の勧めでイギリ

スに語学留学をいたしました。英語漬けの生活で日
常会話くらいは身に付きました。入社後、今度はアメ
リカで減速機の組み立てをしている得意先へ1年間、
丁稚奉公でいくことになりました。現地では、減速機
を組み立てて、商品発送、営業などの業務経験を積
みましたが、殆どの時間は現地のワーカーと一緒に
過ごしておりました。アメリカ人はあまり働かないと
いう先入観がありましたが、彼らは、週初、月曜日は
気合いが入りませんが、火曜日から木曜日までは、割
増賃金を目当てに夜遅くまで結構一生懸命働く。そ
して金曜日は週末の自分の時間に備えて、仕事を
セーブする。また多くのワーカーが共通して、自分の
サラリーと社長のサラリーに敏感でした。私はこの経
験で、人に対する許容範囲が途轍もなく広がったよ
うな気がするとともに、日本人の素晴らしさも改めて
感じました。これは「第三創業」のソフト面としての
二番目のポイントだと思います。
米国から帰国後、父から今度は「大阪へ行って商

いを学んで来い」ということで、昭和62年に大阪営
業所勤務になりました。当時は標準歯車が爆発的に
売れまして、お客様が当社の工場に来て、早期納入
の陳情で行列ができるという、そんな時代でした。小
原歯車が間違っていたのは、当時の高飛車な態度。
これは非常にまずかったと思います。納期遅れは当
たり前、実状以上の見込み生産、大量に造りやすい
ものを優先して造る生産管理、これではお客様は不
満に思うに決まっています。景気のいい大阪勤務の
後、本社工場に戻ったころ、大阪のあるお客様から
納期を督促する電話がありました。当社の大ベテラ
ンの営業担当者の対応は、「はぁ？できねぇよ。ああ、
できねぇ！」と言ってガチャンと電話を切る。こういう
有り様でした。これはもう困ったことで、いつの日か
変えなくてはいけない。このままでは会社がだめにな

人事考課体系については、りそな総研のコンサル
を入れ、当時の中小企業には珍しい何等級何号俸と
いう給与テーブルを導入しました。その他、保有資産
の見直しや財務の改革など、39歳の私は2～3年の
間、今までメモしていたやるべきことをどんどんやり
始めました。
ハード面での懸案事項は、築50年を超える川口
工場でした。そこで、稼働を止めずにそのまま製造で
きるという建て替えプランを提案頂いたので、当時
の人気テレビ番組であった「プロジェクトＸ」にちなん
で「プロジェクトＫ」と名付け、平成14年に改修工事
に着手しました。貴重な経営資源の人、機械、商品を
守る工場でありたい、更なる少量多品種短納期に対
応できる工場にしたい、法規制を順守し、経営責任
を全うしたい、操業停止は絶対しない、金を掛けない
ということを基本方針として、1年10か月かけて新し
くしました。この新工場で少量多品種、短納期、お客
様への満足も提供できます。また作業環境がよくな
りましたから社員はこの中でいい仕事ができる。また
工場見学では、いろいろなお客様を迎え入れ、社会
の満足も得られるということで、今この工場を活用し
ているところです。これが私にとってのハード面での
「第三創業」です。

「第三創業」のソフト面についてお話しします。人
は考え方によっていかようにでもなるというのが私
の考えであり、創業時、第二創業時と比べていちば
ん変わった点はＣＳ・ＥＳ・ＳＳです。経営方針自体が変
わりました。
私自身、経営者には三つのタイプがあると思いま

す。一つ目はカリスマ的な絶対的なリーダーシップ
をもつ社長。二つ目は職人タイプの専門分野に長け
た社長。三つ目がいわゆる幹事役タイプ、事務局タ
イプで、組織とバランスを考えて、人の心に入ってい
くタイプの社長です。弊社の場合は、創業者がカリ
スマリーダータイプ。二代目の父は職人タイプでし
た。四代目の私はカリスマ性もなければ、技術力も

ない。あるのはま・め・さとか、対話で物事をまとめてい
くところ。私は幹事役、事務局タイプとして生きるべ
きだということに、ある日自分自身で気付きました。
幹事役タイプの社長として生きるみちとしては、過
ちがあればすぐに直し、反省する。アメリカで習得し
たように、人への許容範囲はなるべく広くする。しか
し、自分に対しては厳しく律する。組織で運営する。
あらゆることを理論武装し、一生懸命勉強してから
実践に入る。こういったことが私の特徴なので、実
践致しました。
よく後継者の方で先代とぶつかっている方がい

らっしゃいますが、私は同じリングでぶつかってはい
けないと思います。特に親子関係の内乱は国が亡び
るもとであり、これは歴史が証明しています。私は先
代の成功はそのまま引き継ぎ、先代の人脈等 も々そ
のまま引き継がせてもらいました。
母親が俳句をやっておりまして、私も五七五が大
好きです。「後継者 親の過ち 子の手柄」「社の理
想 彼女に見せたい この職場」など、こういった形で
川柳をつくりまして、時々読み返して自分がレールか
ら外れていないかを修正するようにしています。
松下幸之助は「鳴かぬなら それもまたよし ホトト

ギス」と言いました。鳴かなくてもいいじゃないか、人
間っていうのはいろんなことがあるんだよ。これが松
下幸之助さんの考えだったそうです。非常に勉強に
なる言葉だと思います。
私は「鳴かぬなら 気持ちを聞こう ホトトギス」。相
手の気持ちを知って、ホトトギスになった気分で、な
んで鳴かないんだろうな？と人の心に入り込んでみ
る、といったような思いです。これは自分らしさが出
ておりまして、今これは自分自身の「座右の銘」と
なっております。
本日このように皆さまの前でお話できるのは、若

いころから思っていた「第三創業」のソフト面である
ＣＳ・ＥＳ・ＳＳの実践があったからこそと思っています。
また、私どもの社員が三つのＳの理解力が非常にあ
りまして協力してくれたことにも深く感謝しております。
ご清聴、ありがとうございました。

（文責：埼玉りそな産業経済振興財団事務局）

四代目社長就任 「第三創業」

私流の経営

わが国経済は、一部に改善の遅れもみられるが、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じ
てみれば持ち直しの動きが続き、生産は持ち直して
いる。企業収益、雇用情勢も改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は持ち直しており、先行きも緩や
かな改善が続くとみられる。
聞き取り調査の結果、1～3月期の天気図は、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
4～6月期の天気図は、1～3月期と変わらず、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きの生産についても、前年は上回るものの、
その伸びは小幅なものにとどまる見込み。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向け電気機械、電子部品・デバイスが好調
だった。先行きも好調を持続する見込み。
〇輸送機械の生産は、前年を下回ったとみられる。
先行きは新型車の販売増もあり、前年並みで推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移する見込み。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年同様に好
調を持続した。先行きは住宅などでやや弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったとみ
られる。先行きも弱含みで推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
1～3月期の一般機械の生産は、前年を上回った

とみられる。昨年、年間を通してほぼ横ばい水準で
推移していたコンプレッサーが、足元で工作機械向
けなどを中心に上向いている。マシニングセンタに
ついても、昨年秋口以降は、比較的底堅い動きに
なっているようだ。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、需
要自体は旺盛なものの、企業間の競争が激化して
おり、個社別の業績にはバラツキがみられる。県内
の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大きいが、
ならしてみると、昨年の秋口以降は減速している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
比較的堅調に推移しているものの、有機ELパネル
向けの設備投資が好調だった昨年夏場頃までの勢
いはなくなっている。
昨年前半に、やや落ち込んでいた食料品加工機
械や医療用機械器具は、年明け以降持ち直してい
る。金型は引き続き低調に推移しているが、歯車に
ついては、足元で上向いている。
3月に2016年度補正予算に伴う、新たなものづく

り補助金の採択企業が決定された。4月以降、設備
投資の動きが具体化してくることから、工作機械を

家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなっ
ている。このため、電子部品の生産は、中国、東南ア
ジア、インド、中東などの需要に左右されている。こ
うした国々ではエアコンをはじめ、各種家電などの
普及率の高まりに加え、低機能、低価格のものから、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内で生産される部品への需要は強い。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップなどから、完成品の県内の生産は低調な動き
が続いている。ただし、情報通信機器向け電子部品
は好調で、県内のメーカーでも、関連する部品や製
造装置向け機械などは好調に推移している。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け電子部品の需要は引き続き好調を持続すると
見込まれる。
自動車の電装化や海外の家電向け製品の高度
化、海外でのスマートフォンなどの生産も好調な推
移が見込まれることから、使用される電子部品の点
数増、高度化による単価上昇が続くとみられる。た
だ、輸出の割合が高いところでは、円高に対する懸
念が強まっている。

（3） 輸送機械…生産は前年を下回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、昨年
10～12月期に続き前年を上回って推移した。軽自動

（4） 鉄鋼…前年実績をわずかに上回る
首都圏においては、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足に伴い、鉄筋コンクリート
（RC）造を避ける動きが続いたことから、棒鋼の生
産についても、昨年の夏場頃までは前年を大きく下
回る動きがみられた。昨年の秋口以降は、現場の人
手不足感が一服したこともあって、RC造の着工も
徐々に持ち直しており、1～3月期の棒鋼の生産は、
前年をわずかながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きの供給過多を懸念す
る声が聞かれ始めており、一部では竣工予定時期
を後ずれさせる案件がみられる。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は、着工がやや落ち着いている。マンション
についても、都内で１億円を超えるような高額物件
には、引き続き投資物件としてのニーズがあるもの
の、実需中心の郊外型のマンションでは、建設費の
値上がりを受けて、販売価格が上昇しており、購入
を手控える動きがみられる。マンション販売業者は、
マンション価格の引き下げではなく、発売戸数の絞
り込みで対応しようとしており、一部人気エリアを除
くと、郊外での新規着工に慎重な姿勢をみせている。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

含む一般機械の生産は、先行きも前年の水準を上
回って推移するとみられる。ただし、ウェイトの高い
半導体製造装置が、引き続き弱含みで推移する可
能性が高いことなどから、その伸びは小幅なものに
とどまる見込み。
雇用面では、団塊の世代などが引退した分を、新
規学卒者の採用でカバーしきれておらず、引き続き
人員が不足している企業が少なくない。派遣社員か
ら正社員への切り替えや、中途採用などを実施して
対応する企業がみられる。

（2） 電気機械…前年を上回る
1～3月期の生産は、電気機械全体では前年に比

べ比較的大きな増加となった模様である。
産業向けの電気機械は、企業の情報システムの
高度化や大型化、好調な建設需要などもあり、設備
関連の制御装置や計器類、電源関連、空調関連な
ど、幅広い製品の需要が強まっている。また、半導
体製造装置をはじめ、製造機器に係る機器類、計器
類、部品も好調に推移した。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（パソコンからサーバ、
家電からビルやマンション向けの空調、照明、防犯
など各種システム、製造装置、インフラ関連など）を
続けている。家電製品は、日本のブランド名で販売
されているものも、海外生産がほとんどで、県内で
の家電製品の生産は大きく縮小している。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが好調

に推移している。自動車向けはセンサー関連、制御関
連など電子部品の種類も多く、自動ブレーキの普及や、
自動運転への対応などもあり、今後とも期待できる。
自動車向けは、人命にかかわることもあり、高い
安全性、信頼性が求められることから、国内で生産
される部品の優位性はしばらく続くと考えられてい
る。県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを
高めているところがみられる。

車の販売台数は前年をやや下回ったが、登録車（普
通＋小型乗用車）の販売台数は、新型車の販売が好
調で増加傾向が続いている。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、昨年7～9月期が前年比▲0.2％とほぼ前年
並みにとどまったが、10～12月期は同＋4.4％と増
加に転じた。好調な新型車の販売が生産増に結び
ついている。
しかし、今年1月の鉱工業生産指数は同▲5.4％
と前年を下回り、1～3月期全体でも前年を下回る水
準となったようだ。昨年、一部の輸出向け車種の生
産を県外に移管したことの影響があるとみられる。
県内完成車メーカーの登録車の販売台数は新型
車効果で底堅く推移しており、生産移管の影響を除
けば、県内生産は増加しているとみられる。ただ、生
産増は新型車の販売増によるところが大きく、全体
としてはやや力強さに欠けている。
先行きについては、当面、新型車の販売増が続く

とみられ、県内生産は前年並みで推移すると予想さ
れる。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年をや
や下回って推移した模様だ。海外向けが減少してい
るようだ。国内向けは、インターネット通販の普及な
どで運輸業界で設備投資の動きがあり、物流向け
の販売増が続いているほか、政府の経済対策によ
り公共事業が動いており建設向け需要も持ち直し
ているなど、底堅く推移しているとみられる。
先行きについては、国内向けは堅調が続くとみら

れ、生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや下回ったとみられることから、自動車
部品の生産も減少したようだ。
先行きについては、乗用車、トラックの生産は前
年並みで推移するとみられ、部品メーカーの生産も
横ばい圏内での動きとなると予想される。

は、昨年、底打ちから上昇に転じた。鉄鉱石の価格
上昇に加え、日本国内で解体工事からのスクラップ
発生量が、例年より少なかったことなどが背景にあ
る。電気料金の低下という追い風はあるものの、ス
クラップ価格の上昇に伴い、製品価格とのスプレッ
ドが縮小し、鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の案件も徐々に動き始めてい
る。4～6月期の鉄鋼の生産についても、緩やかな持
ち直しを続け、引き続き前年を若干上回る程度の水
準で推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を下回った。低
迷していた建設機械向けは、海外の需要回復を受
けて、緩やかながらも戻りつつある。鋳鉄管につい
ても、比較的安定した推移となっているものの、工
作機械向けなどは、依然として回復が遅れており、
総じてみれば、鋳物の生産は低調に推移している。
4～6月期についても、鋳物の生産は前年をやや
下回る見込みである。一社当たりの受注量は、横ば
い程度の水準を維持するとみられるものの、近年、

県内では鋳物メーカーの廃業が散発的に発生して
おり、廃業した鋳物メーカーの生産量を、カバーしき
れていない状況にあるようだ。
足元の収益は非常に厳しい。昨年後半から鋳物

用銑鉄、コークス、スクラップの値上がりが続いてき
たが、需要面の弱さから、価格改訂の交渉すらまま
ならないという企業もある。今後、銑鉄の一段の値
上がりが見込まれるなか、先行きも鋳物メーカーの
収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…前年並みの好調を持続
公共工事：1～3月の公共工事は、横ばいからやや強
含みで推移している。手持ち工事量は多く高原状
態にあり、繁忙な状況は変わらない。新規工事は人
手の不足もあり選別して受注しており、全体ではや
や落ち着いてきている。
内容は、河川、橋梁の補修などの河川関連や建物
耐震化の工事が多い。公共建築物の耐震化は大き
なものは一巡したが、規模の小さなものは続いている。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注が期待される。また、自
然災害が多くなっていることもあり、災害対策や老
朽化したインフラの改修などが期待されている。価
格面では、現在程度の価格で今後もしばらくは変わ
らない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き建替、補修を含めて
病院、老健・介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことや、東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連工事の本格化前に完工した
いことなどから、工場やビルのリフォームや耐震化
工事の引き合いも引き続き出ている。
東京の大手ゼネコンが手一杯なこともあり、県内

企業の受注は良好。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。
住宅：1～3月期の住宅建設は全体では、ほぼ前年
並みで推移している。
マンションは建設コスト高が続いており、価格が購
入者の望むものと離れてきており、販売がやや不調
となっている。埼玉県におけるマンション契約率は、
年明け以降50％台と概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、利幅が小さくなっている。浦和駅や大宮駅の周
辺など価格が高くても売れる物件に供給を絞る傾
向にある。マンション業者では、リフォーム物件の販
売などに力を入れるところも出ている。
大手ゼネコンが優良工事を多く抱え、県内のマン

ション工事を請け負わなくなっている。県内建設業
者が高値で請け負うようになっており、建設業者の
収益環境は良い。
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。雇用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸
の賃料との比較で購入する人も多い。ただ、場所や
価格により売れ行きの差が大きくなっている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢が強く、増加が続いていたが、ここにきてや
や息切れ気味となっている。

先行きは、価格が合わないものは売れなくなると
みられる。とくにマンションは価格が高くなっている
ことから、高価格で売れるもの以外の供給は手控え
られると見られる。貸家は相続対策や低金利などで、
好調な建設が続いていたが、供給過剰の懸念もあ
り、先行きは不透明となっている。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：1～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
大きく下回ったとみられる。前年割れは2015年7～
9月期から続いており、売上不振が長期化している。
来店客の減少傾向も続いている。自社カードを保有
するコア顧客の来店回数や買上げ単価は上がって
いるが、カードホルダー以外の一般顧客の来店が
落ち込んでいるという。
来店客の減少で、主力の衣料品だけでなく食料
品の売上も減少している。
衣料品は、紳士服・婦人服ともに減少が続き不振

が目立っている。天候不順の影響もあるが、消費者
の衣料品購入先が専門店やネット通販にシフトして
いるといった構造的要因が影響しているとみられる。
衣料品の販売不振への対策としては、自社開発商
品を投入し差別化を図るといった衣料品強化の動
きがある一方、衣料品の売場を縮小するといった対
応がみられた。衣料品売場に替わって、ネイルサロ
ン、エステサロン、幼児教室、パソコン教室などの
“コト消費”や、売上が伸びている化粧品、雑貨の売
場を広げる動きがあった。
食料品の売上も前年割れとなっているが、最近は
食に対する関心が高まっているという。健康に良い
ヘルシーな食品へのこだわりが強いほか、スイーツ・
惣菜など、見ても・食べても楽しめるような食品の人
気が高まっている。また、化粧品の動きも良いようだ。
化粧品はリピーターが多く、とくに肌を美しく健康に
保つ機能のある基礎化粧品が売れているという。
ボリュームゾーンの中間層は、必要なものだけを

買う実需志向が強く、慎重な購入姿勢が続いてい
る。先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状
と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年が
うるう年で営業日が１日少なかった影響もあり、前年を
下回ったとみられる。品目別にみると、百貨店と同様に
衣料品売上の減少が続いている。主力の食料品の売
上も前年並みにとどまった模様で、勢いはみられない。
消費者の節約意識は依然として高く、不要不急の

買い物を避ける傾向が強い。最近では、毎月のお買い
得デーやポイント何倍といった特典のある日に顧客が
集中する傾向が、以前に比べて強まっているとの声も
あった。消費者は近隣のいくつかの店舗のお買い得
デーを使い分けて、うまく買い回っているようだ。
一方で、新しい商品やテレビなどで話題の商品、
健康志向の商品、付加価値が高く高機能の商品へ
の反応は良く、価格が高めでも良く売れている。また、
家で食事を作る人が増えているためか、ワンランク
上の肉などの品質が良い素材がコンスタントに売れ
るという動きもある。
賃金は上昇しているものの、そのテンポは鈍く、消
費者の所得増加には弾みがつかない。将来不安か
ら生活防衛意識が高まっており、慎重な買い物姿勢
が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。



9 10埼玉りそな経済情報2017.5埼玉りそな経済情報2017.5

調査

Research
埼玉県における産業動向と見通し
生産は持ち直しの動き、先行きも緩やかな改善が続くとみられる

わが国経済は、一部に改善の遅れもみられるが、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じ
てみれば持ち直しの動きが続き、生産は持ち直して
いる。企業収益、雇用情勢も改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は持ち直しており、先行きも緩や
かな改善が続くとみられる。
聞き取り調査の結果、1～3月期の天気図は、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
4～6月期の天気図は、1～3月期と変わらず、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きの生産についても、前年は上回るものの、
その伸びは小幅なものにとどまる見込み。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向け電気機械、電子部品・デバイスが好調
だった。先行きも好調を持続する見込み。
〇輸送機械の生産は、前年を下回ったとみられる。
先行きは新型車の販売増もあり、前年並みで推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移する見込み。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年同様に好
調を持続した。先行きは住宅などでやや弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったとみ
られる。先行きも弱含みで推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
1～3月期の一般機械の生産は、前年を上回った

とみられる。昨年、年間を通してほぼ横ばい水準で
推移していたコンプレッサーが、足元で工作機械向
けなどを中心に上向いている。マシニングセンタに
ついても、昨年秋口以降は、比較的底堅い動きに
なっているようだ。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、需
要自体は旺盛なものの、企業間の競争が激化して
おり、個社別の業績にはバラツキがみられる。県内
の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大きいが、
ならしてみると、昨年の秋口以降は減速している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
比較的堅調に推移しているものの、有機ELパネル
向けの設備投資が好調だった昨年夏場頃までの勢
いはなくなっている。
昨年前半に、やや落ち込んでいた食料品加工機
械や医療用機械器具は、年明け以降持ち直してい
る。金型は引き続き低調に推移しているが、歯車に
ついては、足元で上向いている。
3月に2016年度補正予算に伴う、新たなものづく

り補助金の採択企業が決定された。4月以降、設備
投資の動きが具体化してくることから、工作機械を

概況 主要産業の動向

家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなっ
ている。このため、電子部品の生産は、中国、東南ア
ジア、インド、中東などの需要に左右されている。こ
うした国々ではエアコンをはじめ、各種家電などの
普及率の高まりに加え、低機能、低価格のものから、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内で生産される部品への需要は強い。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップなどから、完成品の県内の生産は低調な動き
が続いている。ただし、情報通信機器向け電子部品
は好調で、県内のメーカーでも、関連する部品や製
造装置向け機械などは好調に推移している。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け電子部品の需要は引き続き好調を持続すると
見込まれる。
自動車の電装化や海外の家電向け製品の高度
化、海外でのスマートフォンなどの生産も好調な推
移が見込まれることから、使用される電子部品の点
数増、高度化による単価上昇が続くとみられる。た
だ、輸出の割合が高いところでは、円高に対する懸
念が強まっている。

（3） 輸送機械…生産は前年を下回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、昨年
10～12月期に続き前年を上回って推移した。軽自動

（4） 鉄鋼…前年実績をわずかに上回る
首都圏においては、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足に伴い、鉄筋コンクリート
（RC）造を避ける動きが続いたことから、棒鋼の生
産についても、昨年の夏場頃までは前年を大きく下
回る動きがみられた。昨年の秋口以降は、現場の人
手不足感が一服したこともあって、RC造の着工も
徐々に持ち直しており、1～3月期の棒鋼の生産は、
前年をわずかながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きの供給過多を懸念す
る声が聞かれ始めており、一部では竣工予定時期
を後ずれさせる案件がみられる。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は、着工がやや落ち着いている。マンション
についても、都内で１億円を超えるような高額物件
には、引き続き投資物件としてのニーズがあるもの
の、実需中心の郊外型のマンションでは、建設費の
値上がりを受けて、販売価格が上昇しており、購入
を手控える動きがみられる。マンション販売業者は、
マンション価格の引き下げではなく、発売戸数の絞
り込みで対応しようとしており、一部人気エリアを除
くと、郊外での新規着工に慎重な姿勢をみせている。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

含む一般機械の生産は、先行きも前年の水準を上
回って推移するとみられる。ただし、ウェイトの高い
半導体製造装置が、引き続き弱含みで推移する可
能性が高いことなどから、その伸びは小幅なものに
とどまる見込み。
雇用面では、団塊の世代などが引退した分を、新
規学卒者の採用でカバーしきれておらず、引き続き
人員が不足している企業が少なくない。派遣社員か
ら正社員への切り替えや、中途採用などを実施して
対応する企業がみられる。

（2） 電気機械…前年を上回る
1～3月期の生産は、電気機械全体では前年に比

べ比較的大きな増加となった模様である。
産業向けの電気機械は、企業の情報システムの
高度化や大型化、好調な建設需要などもあり、設備
関連の制御装置や計器類、電源関連、空調関連な
ど、幅広い製品の需要が強まっている。また、半導
体製造装置をはじめ、製造機器に係る機器類、計器
類、部品も好調に推移した。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（パソコンからサーバ、
家電からビルやマンション向けの空調、照明、防犯
など各種システム、製造装置、インフラ関連など）を
続けている。家電製品は、日本のブランド名で販売
されているものも、海外生産がほとんどで、県内で
の家電製品の生産は大きく縮小している。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが好調

に推移している。自動車向けはセンサー関連、制御関
連など電子部品の種類も多く、自動ブレーキの普及や、
自動運転への対応などもあり、今後とも期待できる。
自動車向けは、人命にかかわることもあり、高い
安全性、信頼性が求められることから、国内で生産
される部品の優位性はしばらく続くと考えられてい
る。県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを
高めているところがみられる。

車の販売台数は前年をやや下回ったが、登録車（普
通＋小型乗用車）の販売台数は、新型車の販売が好
調で増加傾向が続いている。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、昨年7～9月期が前年比▲0.2％とほぼ前年
並みにとどまったが、10～12月期は同＋4.4％と増
加に転じた。好調な新型車の販売が生産増に結び
ついている。
しかし、今年1月の鉱工業生産指数は同▲5.4％
と前年を下回り、1～3月期全体でも前年を下回る水
準となったようだ。昨年、一部の輸出向け車種の生
産を県外に移管したことの影響があるとみられる。
県内完成車メーカーの登録車の販売台数は新型
車効果で底堅く推移しており、生産移管の影響を除
けば、県内生産は増加しているとみられる。ただ、生
産増は新型車の販売増によるところが大きく、全体
としてはやや力強さに欠けている。
先行きについては、当面、新型車の販売増が続く

とみられ、県内生産は前年並みで推移すると予想さ
れる。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年をや
や下回って推移した模様だ。海外向けが減少してい
るようだ。国内向けは、インターネット通販の普及な
どで運輸業界で設備投資の動きがあり、物流向け
の販売増が続いているほか、政府の経済対策によ
り公共事業が動いており建設向け需要も持ち直し
ているなど、底堅く推移しているとみられる。
先行きについては、国内向けは堅調が続くとみら

れ、生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや下回ったとみられることから、自動車
部品の生産も減少したようだ。
先行きについては、乗用車、トラックの生産は前
年並みで推移するとみられ、部品メーカーの生産も
横ばい圏内での動きとなると予想される。

は、昨年、底打ちから上昇に転じた。鉄鉱石の価格
上昇に加え、日本国内で解体工事からのスクラップ
発生量が、例年より少なかったことなどが背景にあ
る。電気料金の低下という追い風はあるものの、ス
クラップ価格の上昇に伴い、製品価格とのスプレッ
ドが縮小し、鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の案件も徐々に動き始めてい
る。4～6月期の鉄鋼の生産についても、緩やかな持
ち直しを続け、引き続き前年を若干上回る程度の水
準で推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を下回った。低
迷していた建設機械向けは、海外の需要回復を受
けて、緩やかながらも戻りつつある。鋳鉄管につい
ても、比較的安定した推移となっているものの、工
作機械向けなどは、依然として回復が遅れており、
総じてみれば、鋳物の生産は低調に推移している。
4～6月期についても、鋳物の生産は前年をやや
下回る見込みである。一社当たりの受注量は、横ば
い程度の水準を維持するとみられるものの、近年、

県内では鋳物メーカーの廃業が散発的に発生して
おり、廃業した鋳物メーカーの生産量を、カバーしき
れていない状況にあるようだ。
足元の収益は非常に厳しい。昨年後半から鋳物

用銑鉄、コークス、スクラップの値上がりが続いてき
たが、需要面の弱さから、価格改訂の交渉すらまま
ならないという企業もある。今後、銑鉄の一段の値
上がりが見込まれるなか、先行きも鋳物メーカーの
収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…前年並みの好調を持続
公共工事：1～3月の公共工事は、横ばいからやや強
含みで推移している。手持ち工事量は多く高原状
態にあり、繁忙な状況は変わらない。新規工事は人
手の不足もあり選別して受注しており、全体ではや
や落ち着いてきている。
内容は、河川、橋梁の補修などの河川関連や建物
耐震化の工事が多い。公共建築物の耐震化は大き
なものは一巡したが、規模の小さなものは続いている。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注が期待される。また、自
然災害が多くなっていることもあり、災害対策や老
朽化したインフラの改修などが期待されている。価
格面では、現在程度の価格で今後もしばらくは変わ
らない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き建替、補修を含めて
病院、老健・介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことや、東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連工事の本格化前に完工した
いことなどから、工場やビルのリフォームや耐震化
工事の引き合いも引き続き出ている。
東京の大手ゼネコンが手一杯なこともあり、県内

企業の受注は良好。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。
住宅：1～3月期の住宅建設は全体では、ほぼ前年
並みで推移している。
マンションは建設コスト高が続いており、価格が購
入者の望むものと離れてきており、販売がやや不調
となっている。埼玉県におけるマンション契約率は、
年明け以降50％台と概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、利幅が小さくなっている。浦和駅や大宮駅の周
辺など価格が高くても売れる物件に供給を絞る傾
向にある。マンション業者では、リフォーム物件の販
売などに力を入れるところも出ている。
大手ゼネコンが優良工事を多く抱え、県内のマン

ション工事を請け負わなくなっている。県内建設業
者が高値で請け負うようになっており、建設業者の
収益環境は良い。
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。雇用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸
の賃料との比較で購入する人も多い。ただ、場所や
価格により売れ行きの差が大きくなっている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢が強く、増加が続いていたが、ここにきてや
や息切れ気味となっている。

先行きは、価格が合わないものは売れなくなると
みられる。とくにマンションは価格が高くなっている
ことから、高価格で売れるもの以外の供給は手控え
られると見られる。貸家は相続対策や低金利などで、
好調な建設が続いていたが、供給過剰の懸念もあ
り、先行きは不透明となっている。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：1～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
大きく下回ったとみられる。前年割れは2015年7～
9月期から続いており、売上不振が長期化している。
来店客の減少傾向も続いている。自社カードを保有
するコア顧客の来店回数や買上げ単価は上がって
いるが、カードホルダー以外の一般顧客の来店が
落ち込んでいるという。
来店客の減少で、主力の衣料品だけでなく食料
品の売上も減少している。
衣料品は、紳士服・婦人服ともに減少が続き不振

が目立っている。天候不順の影響もあるが、消費者
の衣料品購入先が専門店やネット通販にシフトして
いるといった構造的要因が影響しているとみられる。
衣料品の販売不振への対策としては、自社開発商
品を投入し差別化を図るといった衣料品強化の動
きがある一方、衣料品の売場を縮小するといった対
応がみられた。衣料品売場に替わって、ネイルサロ
ン、エステサロン、幼児教室、パソコン教室などの
“コト消費”や、売上が伸びている化粧品、雑貨の売
場を広げる動きがあった。
食料品の売上も前年割れとなっているが、最近は
食に対する関心が高まっているという。健康に良い
ヘルシーな食品へのこだわりが強いほか、スイーツ・
惣菜など、見ても・食べても楽しめるような食品の人
気が高まっている。また、化粧品の動きも良いようだ。
化粧品はリピーターが多く、とくに肌を美しく健康に
保つ機能のある基礎化粧品が売れているという。
ボリュームゾーンの中間層は、必要なものだけを

買う実需志向が強く、慎重な購入姿勢が続いてい
る。先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状
と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年が
うるう年で営業日が１日少なかった影響もあり、前年を
下回ったとみられる。品目別にみると、百貨店と同様に
衣料品売上の減少が続いている。主力の食料品の売
上も前年並みにとどまった模様で、勢いはみられない。
消費者の節約意識は依然として高く、不要不急の

買い物を避ける傾向が強い。最近では、毎月のお買い
得デーやポイント何倍といった特典のある日に顧客が
集中する傾向が、以前に比べて強まっているとの声も
あった。消費者は近隣のいくつかの店舗のお買い得
デーを使い分けて、うまく買い回っているようだ。
一方で、新しい商品やテレビなどで話題の商品、
健康志向の商品、付加価値が高く高機能の商品へ
の反応は良く、価格が高めでも良く売れている。また、
家で食事を作る人が増えているためか、ワンランク
上の肉などの品質が良い素材がコンスタントに売れ
るという動きもある。
賃金は上昇しているものの、そのテンポは鈍く、消
費者の所得増加には弾みがつかない。将来不安か
ら生活防衛意識が高まっており、慎重な買い物姿勢
が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

●鉱工業生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●一般機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
（注）一般機械＝はん用機械＋生産用機械＋業務用機械
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調査

Research
埼玉県における産業動向と見通し
生産は持ち直しの動き、先行きも緩やかな改善が続くとみられる

わが国経済は、一部に改善の遅れもみられるが、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じ
てみれば持ち直しの動きが続き、生産は持ち直して
いる。企業収益、雇用情勢も改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は持ち直しており、先行きも緩や
かな改善が続くとみられる。
聞き取り調査の結果、1～3月期の天気図は、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
4～6月期の天気図は、1～3月期と変わらず、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きの生産についても、前年は上回るものの、
その伸びは小幅なものにとどまる見込み。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向け電気機械、電子部品・デバイスが好調
だった。先行きも好調を持続する見込み。
〇輸送機械の生産は、前年を下回ったとみられる。
先行きは新型車の販売増もあり、前年並みで推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移する見込み。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年同様に好
調を持続した。先行きは住宅などでやや弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったとみ
られる。先行きも弱含みで推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
1～3月期の一般機械の生産は、前年を上回った

とみられる。昨年、年間を通してほぼ横ばい水準で
推移していたコンプレッサーが、足元で工作機械向
けなどを中心に上向いている。マシニングセンタに
ついても、昨年秋口以降は、比較的底堅い動きに
なっているようだ。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、需
要自体は旺盛なものの、企業間の競争が激化して
おり、個社別の業績にはバラツキがみられる。県内
の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大きいが、
ならしてみると、昨年の秋口以降は減速している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
比較的堅調に推移しているものの、有機ELパネル
向けの設備投資が好調だった昨年夏場頃までの勢
いはなくなっている。
昨年前半に、やや落ち込んでいた食料品加工機
械や医療用機械器具は、年明け以降持ち直してい
る。金型は引き続き低調に推移しているが、歯車に
ついては、足元で上向いている。
3月に2016年度補正予算に伴う、新たなものづく

り補助金の採択企業が決定された。4月以降、設備
投資の動きが具体化してくることから、工作機械を

概況 主要産業の動向

家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなっ
ている。このため、電子部品の生産は、中国、東南ア
ジア、インド、中東などの需要に左右されている。こ
うした国々ではエアコンをはじめ、各種家電などの
普及率の高まりに加え、低機能、低価格のものから、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内で生産される部品への需要は強い。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップなどから、完成品の県内の生産は低調な動き
が続いている。ただし、情報通信機器向け電子部品
は好調で、県内のメーカーでも、関連する部品や製
造装置向け機械などは好調に推移している。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け電子部品の需要は引き続き好調を持続すると
見込まれる。
自動車の電装化や海外の家電向け製品の高度
化、海外でのスマートフォンなどの生産も好調な推
移が見込まれることから、使用される電子部品の点
数増、高度化による単価上昇が続くとみられる。た
だ、輸出の割合が高いところでは、円高に対する懸
念が強まっている。

（3） 輸送機械…生産は前年を下回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、昨年
10～12月期に続き前年を上回って推移した。軽自動

（4） 鉄鋼…前年実績をわずかに上回る
首都圏においては、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足に伴い、鉄筋コンクリート
（RC）造を避ける動きが続いたことから、棒鋼の生
産についても、昨年の夏場頃までは前年を大きく下
回る動きがみられた。昨年の秋口以降は、現場の人
手不足感が一服したこともあって、RC造の着工も
徐々に持ち直しており、1～3月期の棒鋼の生産は、
前年をわずかながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きの供給過多を懸念す
る声が聞かれ始めており、一部では竣工予定時期
を後ずれさせる案件がみられる。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は、着工がやや落ち着いている。マンション
についても、都内で１億円を超えるような高額物件
には、引き続き投資物件としてのニーズがあるもの
の、実需中心の郊外型のマンションでは、建設費の
値上がりを受けて、販売価格が上昇しており、購入
を手控える動きがみられる。マンション販売業者は、
マンション価格の引き下げではなく、発売戸数の絞
り込みで対応しようとしており、一部人気エリアを除
くと、郊外での新規着工に慎重な姿勢をみせている。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

含む一般機械の生産は、先行きも前年の水準を上
回って推移するとみられる。ただし、ウェイトの高い
半導体製造装置が、引き続き弱含みで推移する可
能性が高いことなどから、その伸びは小幅なものに
とどまる見込み。
雇用面では、団塊の世代などが引退した分を、新
規学卒者の採用でカバーしきれておらず、引き続き
人員が不足している企業が少なくない。派遣社員か
ら正社員への切り替えや、中途採用などを実施して
対応する企業がみられる。

（2） 電気機械…前年を上回る
1～3月期の生産は、電気機械全体では前年に比

べ比較的大きな増加となった模様である。
産業向けの電気機械は、企業の情報システムの
高度化や大型化、好調な建設需要などもあり、設備
関連の制御装置や計器類、電源関連、空調関連な
ど、幅広い製品の需要が強まっている。また、半導
体製造装置をはじめ、製造機器に係る機器類、計器
類、部品も好調に推移した。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（パソコンからサーバ、
家電からビルやマンション向けの空調、照明、防犯
など各種システム、製造装置、インフラ関連など）を
続けている。家電製品は、日本のブランド名で販売
されているものも、海外生産がほとんどで、県内で
の家電製品の生産は大きく縮小している。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが好調

に推移している。自動車向けはセンサー関連、制御関
連など電子部品の種類も多く、自動ブレーキの普及や、
自動運転への対応などもあり、今後とも期待できる。
自動車向けは、人命にかかわることもあり、高い
安全性、信頼性が求められることから、国内で生産
される部品の優位性はしばらく続くと考えられてい
る。県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを
高めているところがみられる。

車の販売台数は前年をやや下回ったが、登録車（普
通＋小型乗用車）の販売台数は、新型車の販売が好
調で増加傾向が続いている。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、昨年7～9月期が前年比▲0.2％とほぼ前年
並みにとどまったが、10～12月期は同＋4.4％と増
加に転じた。好調な新型車の販売が生産増に結び
ついている。
しかし、今年1月の鉱工業生産指数は同▲5.4％
と前年を下回り、1～3月期全体でも前年を下回る水
準となったようだ。昨年、一部の輸出向け車種の生
産を県外に移管したことの影響があるとみられる。
県内完成車メーカーの登録車の販売台数は新型
車効果で底堅く推移しており、生産移管の影響を除
けば、県内生産は増加しているとみられる。ただ、生
産増は新型車の販売増によるところが大きく、全体
としてはやや力強さに欠けている。
先行きについては、当面、新型車の販売増が続く

とみられ、県内生産は前年並みで推移すると予想さ
れる。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年をや
や下回って推移した模様だ。海外向けが減少してい
るようだ。国内向けは、インターネット通販の普及な
どで運輸業界で設備投資の動きがあり、物流向け
の販売増が続いているほか、政府の経済対策によ
り公共事業が動いており建設向け需要も持ち直し
ているなど、底堅く推移しているとみられる。
先行きについては、国内向けは堅調が続くとみら

れ、生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや下回ったとみられることから、自動車
部品の生産も減少したようだ。
先行きについては、乗用車、トラックの生産は前
年並みで推移するとみられ、部品メーカーの生産も
横ばい圏内での動きとなると予想される。

は、昨年、底打ちから上昇に転じた。鉄鉱石の価格
上昇に加え、日本国内で解体工事からのスクラップ
発生量が、例年より少なかったことなどが背景にあ
る。電気料金の低下という追い風はあるものの、ス
クラップ価格の上昇に伴い、製品価格とのスプレッ
ドが縮小し、鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の案件も徐々に動き始めてい
る。4～6月期の鉄鋼の生産についても、緩やかな持
ち直しを続け、引き続き前年を若干上回る程度の水
準で推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を下回った。低
迷していた建設機械向けは、海外の需要回復を受
けて、緩やかながらも戻りつつある。鋳鉄管につい
ても、比較的安定した推移となっているものの、工
作機械向けなどは、依然として回復が遅れており、
総じてみれば、鋳物の生産は低調に推移している。
4～6月期についても、鋳物の生産は前年をやや
下回る見込みである。一社当たりの受注量は、横ば
い程度の水準を維持するとみられるものの、近年、

県内では鋳物メーカーの廃業が散発的に発生して
おり、廃業した鋳物メーカーの生産量を、カバーしき
れていない状況にあるようだ。
足元の収益は非常に厳しい。昨年後半から鋳物

用銑鉄、コークス、スクラップの値上がりが続いてき
たが、需要面の弱さから、価格改訂の交渉すらまま
ならないという企業もある。今後、銑鉄の一段の値
上がりが見込まれるなか、先行きも鋳物メーカーの
収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…前年並みの好調を持続
公共工事：1～3月の公共工事は、横ばいからやや強
含みで推移している。手持ち工事量は多く高原状
態にあり、繁忙な状況は変わらない。新規工事は人
手の不足もあり選別して受注しており、全体ではや
や落ち着いてきている。
内容は、河川、橋梁の補修などの河川関連や建物
耐震化の工事が多い。公共建築物の耐震化は大き
なものは一巡したが、規模の小さなものは続いている。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注が期待される。また、自
然災害が多くなっていることもあり、災害対策や老
朽化したインフラの改修などが期待されている。価
格面では、現在程度の価格で今後もしばらくは変わ
らない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き建替、補修を含めて
病院、老健・介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことや、東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連工事の本格化前に完工した
いことなどから、工場やビルのリフォームや耐震化
工事の引き合いも引き続き出ている。
東京の大手ゼネコンが手一杯なこともあり、県内

企業の受注は良好。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。
住宅：1～3月期の住宅建設は全体では、ほぼ前年
並みで推移している。
マンションは建設コスト高が続いており、価格が購
入者の望むものと離れてきており、販売がやや不調
となっている。埼玉県におけるマンション契約率は、
年明け以降50％台と概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、利幅が小さくなっている。浦和駅や大宮駅の周
辺など価格が高くても売れる物件に供給を絞る傾
向にある。マンション業者では、リフォーム物件の販
売などに力を入れるところも出ている。
大手ゼネコンが優良工事を多く抱え、県内のマン

ション工事を請け負わなくなっている。県内建設業
者が高値で請け負うようになっており、建設業者の
収益環境は良い。
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。雇用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸
の賃料との比較で購入する人も多い。ただ、場所や
価格により売れ行きの差が大きくなっている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢が強く、増加が続いていたが、ここにきてや
や息切れ気味となっている。

先行きは、価格が合わないものは売れなくなると
みられる。とくにマンションは価格が高くなっている
ことから、高価格で売れるもの以外の供給は手控え
られると見られる。貸家は相続対策や低金利などで、
好調な建設が続いていたが、供給過剰の懸念もあ
り、先行きは不透明となっている。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：1～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
大きく下回ったとみられる。前年割れは2015年7～
9月期から続いており、売上不振が長期化している。
来店客の減少傾向も続いている。自社カードを保有
するコア顧客の来店回数や買上げ単価は上がって
いるが、カードホルダー以外の一般顧客の来店が
落ち込んでいるという。
来店客の減少で、主力の衣料品だけでなく食料
品の売上も減少している。
衣料品は、紳士服・婦人服ともに減少が続き不振

が目立っている。天候不順の影響もあるが、消費者
の衣料品購入先が専門店やネット通販にシフトして
いるといった構造的要因が影響しているとみられる。
衣料品の販売不振への対策としては、自社開発商
品を投入し差別化を図るといった衣料品強化の動
きがある一方、衣料品の売場を縮小するといった対
応がみられた。衣料品売場に替わって、ネイルサロ
ン、エステサロン、幼児教室、パソコン教室などの
“コト消費”や、売上が伸びている化粧品、雑貨の売
場を広げる動きがあった。
食料品の売上も前年割れとなっているが、最近は
食に対する関心が高まっているという。健康に良い
ヘルシーな食品へのこだわりが強いほか、スイーツ・
惣菜など、見ても・食べても楽しめるような食品の人
気が高まっている。また、化粧品の動きも良いようだ。
化粧品はリピーターが多く、とくに肌を美しく健康に
保つ機能のある基礎化粧品が売れているという。
ボリュームゾーンの中間層は、必要なものだけを

買う実需志向が強く、慎重な購入姿勢が続いてい
る。先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状
と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年が
うるう年で営業日が１日少なかった影響もあり、前年を
下回ったとみられる。品目別にみると、百貨店と同様に
衣料品売上の減少が続いている。主力の食料品の売
上も前年並みにとどまった模様で、勢いはみられない。
消費者の節約意識は依然として高く、不要不急の

買い物を避ける傾向が強い。最近では、毎月のお買い
得デーやポイント何倍といった特典のある日に顧客が
集中する傾向が、以前に比べて強まっているとの声も
あった。消費者は近隣のいくつかの店舗のお買い得
デーを使い分けて、うまく買い回っているようだ。
一方で、新しい商品やテレビなどで話題の商品、
健康志向の商品、付加価値が高く高機能の商品へ
の反応は良く、価格が高めでも良く売れている。また、
家で食事を作る人が増えているためか、ワンランク
上の肉などの品質が良い素材がコンスタントに売れ
るという動きもある。
賃金は上昇しているものの、そのテンポは鈍く、消
費者の所得増加には弾みがつかない。将来不安か
ら生活防衛意識が高まっており、慎重な買い物姿勢
が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

●鉱工業生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●一般機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
（注）一般機械＝はん用機械＋生産用機械＋業務用機械
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わが国経済は、一部に改善の遅れもみられるが、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じ
てみれば持ち直しの動きが続き、生産は持ち直して
いる。企業収益、雇用情勢も改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は持ち直しており、先行きも緩や
かな改善が続くとみられる。
聞き取り調査の結果、1～3月期の天気図は、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
4～6月期の天気図は、1～3月期と変わらず、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きの生産についても、前年は上回るものの、
その伸びは小幅なものにとどまる見込み。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向け電気機械、電子部品・デバイスが好調
だった。先行きも好調を持続する見込み。
〇輸送機械の生産は、前年を下回ったとみられる。
先行きは新型車の販売増もあり、前年並みで推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移する見込み。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年同様に好
調を持続した。先行きは住宅などでやや弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったとみ
られる。先行きも弱含みで推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
1～3月期の一般機械の生産は、前年を上回った

とみられる。昨年、年間を通してほぼ横ばい水準で
推移していたコンプレッサーが、足元で工作機械向
けなどを中心に上向いている。マシニングセンタに
ついても、昨年秋口以降は、比較的底堅い動きに
なっているようだ。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、需
要自体は旺盛なものの、企業間の競争が激化して
おり、個社別の業績にはバラツキがみられる。県内
の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大きいが、
ならしてみると、昨年の秋口以降は減速している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
比較的堅調に推移しているものの、有機ELパネル
向けの設備投資が好調だった昨年夏場頃までの勢
いはなくなっている。
昨年前半に、やや落ち込んでいた食料品加工機
械や医療用機械器具は、年明け以降持ち直してい
る。金型は引き続き低調に推移しているが、歯車に
ついては、足元で上向いている。
3月に2016年度補正予算に伴う、新たなものづく

り補助金の採択企業が決定された。4月以降、設備
投資の動きが具体化してくることから、工作機械を

家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなっ
ている。このため、電子部品の生産は、中国、東南ア
ジア、インド、中東などの需要に左右されている。こ
うした国々ではエアコンをはじめ、各種家電などの
普及率の高まりに加え、低機能、低価格のものから、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内で生産される部品への需要は強い。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップなどから、完成品の県内の生産は低調な動き
が続いている。ただし、情報通信機器向け電子部品
は好調で、県内のメーカーでも、関連する部品や製
造装置向け機械などは好調に推移している。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け電子部品の需要は引き続き好調を持続すると
見込まれる。
自動車の電装化や海外の家電向け製品の高度
化、海外でのスマートフォンなどの生産も好調な推
移が見込まれることから、使用される電子部品の点
数増、高度化による単価上昇が続くとみられる。た
だ、輸出の割合が高いところでは、円高に対する懸
念が強まっている。

（3） 輸送機械…生産は前年を下回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、昨年
10～12月期に続き前年を上回って推移した。軽自動

（4） 鉄鋼…前年実績をわずかに上回る
首都圏においては、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足に伴い、鉄筋コンクリート
（RC）造を避ける動きが続いたことから、棒鋼の生
産についても、昨年の夏場頃までは前年を大きく下
回る動きがみられた。昨年の秋口以降は、現場の人
手不足感が一服したこともあって、RC造の着工も
徐々に持ち直しており、1～3月期の棒鋼の生産は、
前年をわずかながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きの供給過多を懸念す
る声が聞かれ始めており、一部では竣工予定時期
を後ずれさせる案件がみられる。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は、着工がやや落ち着いている。マンション
についても、都内で１億円を超えるような高額物件
には、引き続き投資物件としてのニーズがあるもの
の、実需中心の郊外型のマンションでは、建設費の
値上がりを受けて、販売価格が上昇しており、購入
を手控える動きがみられる。マンション販売業者は、
マンション価格の引き下げではなく、発売戸数の絞
り込みで対応しようとしており、一部人気エリアを除
くと、郊外での新規着工に慎重な姿勢をみせている。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

含む一般機械の生産は、先行きも前年の水準を上
回って推移するとみられる。ただし、ウェイトの高い
半導体製造装置が、引き続き弱含みで推移する可
能性が高いことなどから、その伸びは小幅なものに
とどまる見込み。
雇用面では、団塊の世代などが引退した分を、新
規学卒者の採用でカバーしきれておらず、引き続き
人員が不足している企業が少なくない。派遣社員か
ら正社員への切り替えや、中途採用などを実施して
対応する企業がみられる。

（2） 電気機械…前年を上回る
1～3月期の生産は、電気機械全体では前年に比

べ比較的大きな増加となった模様である。
産業向けの電気機械は、企業の情報システムの
高度化や大型化、好調な建設需要などもあり、設備
関連の制御装置や計器類、電源関連、空調関連な
ど、幅広い製品の需要が強まっている。また、半導
体製造装置をはじめ、製造機器に係る機器類、計器
類、部品も好調に推移した。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（パソコンからサーバ、
家電からビルやマンション向けの空調、照明、防犯
など各種システム、製造装置、インフラ関連など）を
続けている。家電製品は、日本のブランド名で販売
されているものも、海外生産がほとんどで、県内で
の家電製品の生産は大きく縮小している。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが好調

に推移している。自動車向けはセンサー関連、制御関
連など電子部品の種類も多く、自動ブレーキの普及や、
自動運転への対応などもあり、今後とも期待できる。
自動車向けは、人命にかかわることもあり、高い
安全性、信頼性が求められることから、国内で生産
される部品の優位性はしばらく続くと考えられてい
る。県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを
高めているところがみられる。

車の販売台数は前年をやや下回ったが、登録車（普
通＋小型乗用車）の販売台数は、新型車の販売が好
調で増加傾向が続いている。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、昨年7～9月期が前年比▲0.2％とほぼ前年
並みにとどまったが、10～12月期は同＋4.4％と増
加に転じた。好調な新型車の販売が生産増に結び
ついている。
しかし、今年1月の鉱工業生産指数は同▲5.4％
と前年を下回り、1～3月期全体でも前年を下回る水
準となったようだ。昨年、一部の輸出向け車種の生
産を県外に移管したことの影響があるとみられる。
県内完成車メーカーの登録車の販売台数は新型
車効果で底堅く推移しており、生産移管の影響を除
けば、県内生産は増加しているとみられる。ただ、生
産増は新型車の販売増によるところが大きく、全体
としてはやや力強さに欠けている。
先行きについては、当面、新型車の販売増が続く

とみられ、県内生産は前年並みで推移すると予想さ
れる。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年をや
や下回って推移した模様だ。海外向けが減少してい
るようだ。国内向けは、インターネット通販の普及な
どで運輸業界で設備投資の動きがあり、物流向け
の販売増が続いているほか、政府の経済対策によ
り公共事業が動いており建設向け需要も持ち直し
ているなど、底堅く推移しているとみられる。
先行きについては、国内向けは堅調が続くとみら

れ、生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや下回ったとみられることから、自動車
部品の生産も減少したようだ。
先行きについては、乗用車、トラックの生産は前
年並みで推移するとみられ、部品メーカーの生産も
横ばい圏内での動きとなると予想される。

は、昨年、底打ちから上昇に転じた。鉄鉱石の価格
上昇に加え、日本国内で解体工事からのスクラップ
発生量が、例年より少なかったことなどが背景にあ
る。電気料金の低下という追い風はあるものの、ス
クラップ価格の上昇に伴い、製品価格とのスプレッ
ドが縮小し、鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の案件も徐々に動き始めてい
る。4～6月期の鉄鋼の生産についても、緩やかな持
ち直しを続け、引き続き前年を若干上回る程度の水
準で推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を下回った。低
迷していた建設機械向けは、海外の需要回復を受
けて、緩やかながらも戻りつつある。鋳鉄管につい
ても、比較的安定した推移となっているものの、工
作機械向けなどは、依然として回復が遅れており、
総じてみれば、鋳物の生産は低調に推移している。
4～6月期についても、鋳物の生産は前年をやや
下回る見込みである。一社当たりの受注量は、横ば
い程度の水準を維持するとみられるものの、近年、

県内では鋳物メーカーの廃業が散発的に発生して
おり、廃業した鋳物メーカーの生産量を、カバーしき
れていない状況にあるようだ。
足元の収益は非常に厳しい。昨年後半から鋳物

用銑鉄、コークス、スクラップの値上がりが続いてき
たが、需要面の弱さから、価格改訂の交渉すらまま
ならないという企業もある。今後、銑鉄の一段の値
上がりが見込まれるなか、先行きも鋳物メーカーの
収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…前年並みの好調を持続
公共工事：1～3月の公共工事は、横ばいからやや強
含みで推移している。手持ち工事量は多く高原状
態にあり、繁忙な状況は変わらない。新規工事は人
手の不足もあり選別して受注しており、全体ではや
や落ち着いてきている。
内容は、河川、橋梁の補修などの河川関連や建物
耐震化の工事が多い。公共建築物の耐震化は大き
なものは一巡したが、規模の小さなものは続いている。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注が期待される。また、自
然災害が多くなっていることもあり、災害対策や老
朽化したインフラの改修などが期待されている。価
格面では、現在程度の価格で今後もしばらくは変わ
らない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き建替、補修を含めて
病院、老健・介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことや、東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連工事の本格化前に完工した
いことなどから、工場やビルのリフォームや耐震化
工事の引き合いも引き続き出ている。
東京の大手ゼネコンが手一杯なこともあり、県内

企業の受注は良好。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。
住宅：1～3月期の住宅建設は全体では、ほぼ前年
並みで推移している。
マンションは建設コスト高が続いており、価格が購
入者の望むものと離れてきており、販売がやや不調
となっている。埼玉県におけるマンション契約率は、
年明け以降50％台と概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、利幅が小さくなっている。浦和駅や大宮駅の周
辺など価格が高くても売れる物件に供給を絞る傾
向にある。マンション業者では、リフォーム物件の販
売などに力を入れるところも出ている。
大手ゼネコンが優良工事を多く抱え、県内のマン

ション工事を請け負わなくなっている。県内建設業
者が高値で請け負うようになっており、建設業者の
収益環境は良い。
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。雇用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸
の賃料との比較で購入する人も多い。ただ、場所や
価格により売れ行きの差が大きくなっている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢が強く、増加が続いていたが、ここにきてや
や息切れ気味となっている。

先行きは、価格が合わないものは売れなくなると
みられる。とくにマンションは価格が高くなっている
ことから、高価格で売れるもの以外の供給は手控え
られると見られる。貸家は相続対策や低金利などで、
好調な建設が続いていたが、供給過剰の懸念もあ
り、先行きは不透明となっている。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：1～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
大きく下回ったとみられる。前年割れは2015年7～
9月期から続いており、売上不振が長期化している。
来店客の減少傾向も続いている。自社カードを保有
するコア顧客の来店回数や買上げ単価は上がって
いるが、カードホルダー以外の一般顧客の来店が
落ち込んでいるという。
来店客の減少で、主力の衣料品だけでなく食料
品の売上も減少している。
衣料品は、紳士服・婦人服ともに減少が続き不振

が目立っている。天候不順の影響もあるが、消費者
の衣料品購入先が専門店やネット通販にシフトして
いるといった構造的要因が影響しているとみられる。
衣料品の販売不振への対策としては、自社開発商
品を投入し差別化を図るといった衣料品強化の動
きがある一方、衣料品の売場を縮小するといった対
応がみられた。衣料品売場に替わって、ネイルサロ
ン、エステサロン、幼児教室、パソコン教室などの
“コト消費”や、売上が伸びている化粧品、雑貨の売
場を広げる動きがあった。
食料品の売上も前年割れとなっているが、最近は
食に対する関心が高まっているという。健康に良い
ヘルシーな食品へのこだわりが強いほか、スイーツ・
惣菜など、見ても・食べても楽しめるような食品の人
気が高まっている。また、化粧品の動きも良いようだ。
化粧品はリピーターが多く、とくに肌を美しく健康に
保つ機能のある基礎化粧品が売れているという。
ボリュームゾーンの中間層は、必要なものだけを

買う実需志向が強く、慎重な購入姿勢が続いてい
る。先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状
と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年が
うるう年で営業日が１日少なかった影響もあり、前年を
下回ったとみられる。品目別にみると、百貨店と同様に
衣料品売上の減少が続いている。主力の食料品の売
上も前年並みにとどまった模様で、勢いはみられない。
消費者の節約意識は依然として高く、不要不急の

買い物を避ける傾向が強い。最近では、毎月のお買い
得デーやポイント何倍といった特典のある日に顧客が
集中する傾向が、以前に比べて強まっているとの声も
あった。消費者は近隣のいくつかの店舗のお買い得
デーを使い分けて、うまく買い回っているようだ。
一方で、新しい商品やテレビなどで話題の商品、
健康志向の商品、付加価値が高く高機能の商品へ
の反応は良く、価格が高めでも良く売れている。また、
家で食事を作る人が増えているためか、ワンランク
上の肉などの品質が良い素材がコンスタントに売れ
るという動きもある。
賃金は上昇しているものの、そのテンポは鈍く、消
費者の所得増加には弾みがつかない。将来不安か
ら生活防衛意識が高まっており、慎重な買い物姿勢
が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

●鉄鋼の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●電気機械全体の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
(注)電気機械全体＝電子部品・デバイス＋電気機械＋情報通信機械
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●輸送機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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わが国経済は、一部に改善の遅れもみられるが、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じ
てみれば持ち直しの動きが続き、生産は持ち直して
いる。企業収益、雇用情勢も改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は持ち直しており、先行きも緩や
かな改善が続くとみられる。
聞き取り調査の結果、1～3月期の天気図は、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
4～6月期の天気図は、1～3月期と変わらず、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きの生産についても、前年は上回るものの、
その伸びは小幅なものにとどまる見込み。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向け電気機械、電子部品・デバイスが好調
だった。先行きも好調を持続する見込み。
〇輸送機械の生産は、前年を下回ったとみられる。
先行きは新型車の販売増もあり、前年並みで推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移する見込み。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年同様に好
調を持続した。先行きは住宅などでやや弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったとみ
られる。先行きも弱含みで推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
1～3月期の一般機械の生産は、前年を上回った

とみられる。昨年、年間を通してほぼ横ばい水準で
推移していたコンプレッサーが、足元で工作機械向
けなどを中心に上向いている。マシニングセンタに
ついても、昨年秋口以降は、比較的底堅い動きに
なっているようだ。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、需
要自体は旺盛なものの、企業間の競争が激化して
おり、個社別の業績にはバラツキがみられる。県内
の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大きいが、
ならしてみると、昨年の秋口以降は減速している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
比較的堅調に推移しているものの、有機ELパネル
向けの設備投資が好調だった昨年夏場頃までの勢
いはなくなっている。
昨年前半に、やや落ち込んでいた食料品加工機
械や医療用機械器具は、年明け以降持ち直してい
る。金型は引き続き低調に推移しているが、歯車に
ついては、足元で上向いている。
3月に2016年度補正予算に伴う、新たなものづく

り補助金の採択企業が決定された。4月以降、設備
投資の動きが具体化してくることから、工作機械を

家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなっ
ている。このため、電子部品の生産は、中国、東南ア
ジア、インド、中東などの需要に左右されている。こ
うした国々ではエアコンをはじめ、各種家電などの
普及率の高まりに加え、低機能、低価格のものから、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内で生産される部品への需要は強い。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップなどから、完成品の県内の生産は低調な動き
が続いている。ただし、情報通信機器向け電子部品
は好調で、県内のメーカーでも、関連する部品や製
造装置向け機械などは好調に推移している。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け電子部品の需要は引き続き好調を持続すると
見込まれる。
自動車の電装化や海外の家電向け製品の高度
化、海外でのスマートフォンなどの生産も好調な推
移が見込まれることから、使用される電子部品の点
数増、高度化による単価上昇が続くとみられる。た
だ、輸出の割合が高いところでは、円高に対する懸
念が強まっている。

（3） 輸送機械…生産は前年を下回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、昨年
10～12月期に続き前年を上回って推移した。軽自動

（4） 鉄鋼…前年実績をわずかに上回る
首都圏においては、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足に伴い、鉄筋コンクリート
（RC）造を避ける動きが続いたことから、棒鋼の生
産についても、昨年の夏場頃までは前年を大きく下
回る動きがみられた。昨年の秋口以降は、現場の人
手不足感が一服したこともあって、RC造の着工も
徐々に持ち直しており、1～3月期の棒鋼の生産は、
前年をわずかながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きの供給過多を懸念す
る声が聞かれ始めており、一部では竣工予定時期
を後ずれさせる案件がみられる。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は、着工がやや落ち着いている。マンション
についても、都内で１億円を超えるような高額物件
には、引き続き投資物件としてのニーズがあるもの
の、実需中心の郊外型のマンションでは、建設費の
値上がりを受けて、販売価格が上昇しており、購入
を手控える動きがみられる。マンション販売業者は、
マンション価格の引き下げではなく、発売戸数の絞
り込みで対応しようとしており、一部人気エリアを除
くと、郊外での新規着工に慎重な姿勢をみせている。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

含む一般機械の生産は、先行きも前年の水準を上
回って推移するとみられる。ただし、ウェイトの高い
半導体製造装置が、引き続き弱含みで推移する可
能性が高いことなどから、その伸びは小幅なものに
とどまる見込み。
雇用面では、団塊の世代などが引退した分を、新
規学卒者の採用でカバーしきれておらず、引き続き
人員が不足している企業が少なくない。派遣社員か
ら正社員への切り替えや、中途採用などを実施して
対応する企業がみられる。

（2） 電気機械…前年を上回る
1～3月期の生産は、電気機械全体では前年に比

べ比較的大きな増加となった模様である。
産業向けの電気機械は、企業の情報システムの
高度化や大型化、好調な建設需要などもあり、設備
関連の制御装置や計器類、電源関連、空調関連な
ど、幅広い製品の需要が強まっている。また、半導
体製造装置をはじめ、製造機器に係る機器類、計器
類、部品も好調に推移した。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（パソコンからサーバ、
家電からビルやマンション向けの空調、照明、防犯
など各種システム、製造装置、インフラ関連など）を
続けている。家電製品は、日本のブランド名で販売
されているものも、海外生産がほとんどで、県内で
の家電製品の生産は大きく縮小している。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが好調

に推移している。自動車向けはセンサー関連、制御関
連など電子部品の種類も多く、自動ブレーキの普及や、
自動運転への対応などもあり、今後とも期待できる。
自動車向けは、人命にかかわることもあり、高い
安全性、信頼性が求められることから、国内で生産
される部品の優位性はしばらく続くと考えられてい
る。県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを
高めているところがみられる。

車の販売台数は前年をやや下回ったが、登録車（普
通＋小型乗用車）の販売台数は、新型車の販売が好
調で増加傾向が続いている。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、昨年7～9月期が前年比▲0.2％とほぼ前年
並みにとどまったが、10～12月期は同＋4.4％と増
加に転じた。好調な新型車の販売が生産増に結び
ついている。
しかし、今年1月の鉱工業生産指数は同▲5.4％
と前年を下回り、1～3月期全体でも前年を下回る水
準となったようだ。昨年、一部の輸出向け車種の生
産を県外に移管したことの影響があるとみられる。
県内完成車メーカーの登録車の販売台数は新型
車効果で底堅く推移しており、生産移管の影響を除
けば、県内生産は増加しているとみられる。ただ、生
産増は新型車の販売増によるところが大きく、全体
としてはやや力強さに欠けている。
先行きについては、当面、新型車の販売増が続く

とみられ、県内生産は前年並みで推移すると予想さ
れる。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年をや
や下回って推移した模様だ。海外向けが減少してい
るようだ。国内向けは、インターネット通販の普及な
どで運輸業界で設備投資の動きがあり、物流向け
の販売増が続いているほか、政府の経済対策によ
り公共事業が動いており建設向け需要も持ち直し
ているなど、底堅く推移しているとみられる。
先行きについては、国内向けは堅調が続くとみら

れ、生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや下回ったとみられることから、自動車
部品の生産も減少したようだ。
先行きについては、乗用車、トラックの生産は前
年並みで推移するとみられ、部品メーカーの生産も
横ばい圏内での動きとなると予想される。

は、昨年、底打ちから上昇に転じた。鉄鉱石の価格
上昇に加え、日本国内で解体工事からのスクラップ
発生量が、例年より少なかったことなどが背景にあ
る。電気料金の低下という追い風はあるものの、ス
クラップ価格の上昇に伴い、製品価格とのスプレッ
ドが縮小し、鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の案件も徐々に動き始めてい
る。4～6月期の鉄鋼の生産についても、緩やかな持
ち直しを続け、引き続き前年を若干上回る程度の水
準で推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を下回った。低
迷していた建設機械向けは、海外の需要回復を受
けて、緩やかながらも戻りつつある。鋳鉄管につい
ても、比較的安定した推移となっているものの、工
作機械向けなどは、依然として回復が遅れており、
総じてみれば、鋳物の生産は低調に推移している。
4～6月期についても、鋳物の生産は前年をやや
下回る見込みである。一社当たりの受注量は、横ば
い程度の水準を維持するとみられるものの、近年、

県内では鋳物メーカーの廃業が散発的に発生して
おり、廃業した鋳物メーカーの生産量を、カバーしき
れていない状況にあるようだ。
足元の収益は非常に厳しい。昨年後半から鋳物

用銑鉄、コークス、スクラップの値上がりが続いてき
たが、需要面の弱さから、価格改訂の交渉すらまま
ならないという企業もある。今後、銑鉄の一段の値
上がりが見込まれるなか、先行きも鋳物メーカーの
収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…前年並みの好調を持続
公共工事：1～3月の公共工事は、横ばいからやや強
含みで推移している。手持ち工事量は多く高原状
態にあり、繁忙な状況は変わらない。新規工事は人
手の不足もあり選別して受注しており、全体ではや
や落ち着いてきている。
内容は、河川、橋梁の補修などの河川関連や建物
耐震化の工事が多い。公共建築物の耐震化は大き
なものは一巡したが、規模の小さなものは続いている。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注が期待される。また、自
然災害が多くなっていることもあり、災害対策や老
朽化したインフラの改修などが期待されている。価
格面では、現在程度の価格で今後もしばらくは変わ
らない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き建替、補修を含めて
病院、老健・介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことや、東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連工事の本格化前に完工した
いことなどから、工場やビルのリフォームや耐震化
工事の引き合いも引き続き出ている。
東京の大手ゼネコンが手一杯なこともあり、県内

企業の受注は良好。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。
住宅：1～3月期の住宅建設は全体では、ほぼ前年
並みで推移している。
マンションは建設コスト高が続いており、価格が購
入者の望むものと離れてきており、販売がやや不調
となっている。埼玉県におけるマンション契約率は、
年明け以降50％台と概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、利幅が小さくなっている。浦和駅や大宮駅の周
辺など価格が高くても売れる物件に供給を絞る傾
向にある。マンション業者では、リフォーム物件の販
売などに力を入れるところも出ている。
大手ゼネコンが優良工事を多く抱え、県内のマン

ション工事を請け負わなくなっている。県内建設業
者が高値で請け負うようになっており、建設業者の
収益環境は良い。
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。雇用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸
の賃料との比較で購入する人も多い。ただ、場所や
価格により売れ行きの差が大きくなっている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢が強く、増加が続いていたが、ここにきてや
や息切れ気味となっている。

先行きは、価格が合わないものは売れなくなると
みられる。とくにマンションは価格が高くなっている
ことから、高価格で売れるもの以外の供給は手控え
られると見られる。貸家は相続対策や低金利などで、
好調な建設が続いていたが、供給過剰の懸念もあ
り、先行きは不透明となっている。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：1～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
大きく下回ったとみられる。前年割れは2015年7～
9月期から続いており、売上不振が長期化している。
来店客の減少傾向も続いている。自社カードを保有
するコア顧客の来店回数や買上げ単価は上がって
いるが、カードホルダー以外の一般顧客の来店が
落ち込んでいるという。
来店客の減少で、主力の衣料品だけでなく食料
品の売上も減少している。
衣料品は、紳士服・婦人服ともに減少が続き不振

が目立っている。天候不順の影響もあるが、消費者
の衣料品購入先が専門店やネット通販にシフトして
いるといった構造的要因が影響しているとみられる。
衣料品の販売不振への対策としては、自社開発商
品を投入し差別化を図るといった衣料品強化の動
きがある一方、衣料品の売場を縮小するといった対
応がみられた。衣料品売場に替わって、ネイルサロ
ン、エステサロン、幼児教室、パソコン教室などの
“コト消費”や、売上が伸びている化粧品、雑貨の売
場を広げる動きがあった。
食料品の売上も前年割れとなっているが、最近は
食に対する関心が高まっているという。健康に良い
ヘルシーな食品へのこだわりが強いほか、スイーツ・
惣菜など、見ても・食べても楽しめるような食品の人
気が高まっている。また、化粧品の動きも良いようだ。
化粧品はリピーターが多く、とくに肌を美しく健康に
保つ機能のある基礎化粧品が売れているという。
ボリュームゾーンの中間層は、必要なものだけを

買う実需志向が強く、慎重な購入姿勢が続いてい
る。先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状
と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年が
うるう年で営業日が１日少なかった影響もあり、前年を
下回ったとみられる。品目別にみると、百貨店と同様に
衣料品売上の減少が続いている。主力の食料品の売
上も前年並みにとどまった模様で、勢いはみられない。
消費者の節約意識は依然として高く、不要不急の

買い物を避ける傾向が強い。最近では、毎月のお買い
得デーやポイント何倍といった特典のある日に顧客が
集中する傾向が、以前に比べて強まっているとの声も
あった。消費者は近隣のいくつかの店舗のお買い得
デーを使い分けて、うまく買い回っているようだ。
一方で、新しい商品やテレビなどで話題の商品、
健康志向の商品、付加価値が高く高機能の商品へ
の反応は良く、価格が高めでも良く売れている。また、
家で食事を作る人が増えているためか、ワンランク
上の肉などの品質が良い素材がコンスタントに売れ
るという動きもある。
賃金は上昇しているものの、そのテンポは鈍く、消
費者の所得増加には弾みがつかない。将来不安か
ら生活防衛意識が高まっており、慎重な買い物姿勢
が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

●鉄鋼の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●電気機械全体の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
(注)電気機械全体＝電子部品・デバイス＋電気機械＋情報通信機械
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●輸送機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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わが国経済は、一部に改善の遅れもみられるが、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じ
てみれば持ち直しの動きが続き、生産は持ち直して
いる。企業収益、雇用情勢も改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は持ち直しており、先行きも緩や
かな改善が続くとみられる。
聞き取り調査の結果、1～3月期の天気図は、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
4～6月期の天気図は、1～3月期と変わらず、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きの生産についても、前年は上回るものの、
その伸びは小幅なものにとどまる見込み。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向け電気機械、電子部品・デバイスが好調
だった。先行きも好調を持続する見込み。
〇輸送機械の生産は、前年を下回ったとみられる。
先行きは新型車の販売増もあり、前年並みで推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移する見込み。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年同様に好
調を持続した。先行きは住宅などでやや弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったとみ
られる。先行きも弱含みで推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
1～3月期の一般機械の生産は、前年を上回った

とみられる。昨年、年間を通してほぼ横ばい水準で
推移していたコンプレッサーが、足元で工作機械向
けなどを中心に上向いている。マシニングセンタに
ついても、昨年秋口以降は、比較的底堅い動きに
なっているようだ。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、需
要自体は旺盛なものの、企業間の競争が激化して
おり、個社別の業績にはバラツキがみられる。県内
の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大きいが、
ならしてみると、昨年の秋口以降は減速している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
比較的堅調に推移しているものの、有機ELパネル
向けの設備投資が好調だった昨年夏場頃までの勢
いはなくなっている。
昨年前半に、やや落ち込んでいた食料品加工機
械や医療用機械器具は、年明け以降持ち直してい
る。金型は引き続き低調に推移しているが、歯車に
ついては、足元で上向いている。
3月に2016年度補正予算に伴う、新たなものづく

り補助金の採択企業が決定された。4月以降、設備
投資の動きが具体化してくることから、工作機械を

家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなっ
ている。このため、電子部品の生産は、中国、東南ア
ジア、インド、中東などの需要に左右されている。こ
うした国々ではエアコンをはじめ、各種家電などの
普及率の高まりに加え、低機能、低価格のものから、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内で生産される部品への需要は強い。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップなどから、完成品の県内の生産は低調な動き
が続いている。ただし、情報通信機器向け電子部品
は好調で、県内のメーカーでも、関連する部品や製
造装置向け機械などは好調に推移している。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け電子部品の需要は引き続き好調を持続すると
見込まれる。
自動車の電装化や海外の家電向け製品の高度
化、海外でのスマートフォンなどの生産も好調な推
移が見込まれることから、使用される電子部品の点
数増、高度化による単価上昇が続くとみられる。た
だ、輸出の割合が高いところでは、円高に対する懸
念が強まっている。

（3） 輸送機械…生産は前年を下回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、昨年
10～12月期に続き前年を上回って推移した。軽自動

（4） 鉄鋼…前年実績をわずかに上回る
首都圏においては、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足に伴い、鉄筋コンクリート
（RC）造を避ける動きが続いたことから、棒鋼の生
産についても、昨年の夏場頃までは前年を大きく下
回る動きがみられた。昨年の秋口以降は、現場の人
手不足感が一服したこともあって、RC造の着工も
徐々に持ち直しており、1～3月期の棒鋼の生産は、
前年をわずかながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きの供給過多を懸念す
る声が聞かれ始めており、一部では竣工予定時期
を後ずれさせる案件がみられる。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は、着工がやや落ち着いている。マンション
についても、都内で１億円を超えるような高額物件
には、引き続き投資物件としてのニーズがあるもの
の、実需中心の郊外型のマンションでは、建設費の
値上がりを受けて、販売価格が上昇しており、購入
を手控える動きがみられる。マンション販売業者は、
マンション価格の引き下げではなく、発売戸数の絞
り込みで対応しようとしており、一部人気エリアを除
くと、郊外での新規着工に慎重な姿勢をみせている。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

含む一般機械の生産は、先行きも前年の水準を上
回って推移するとみられる。ただし、ウェイトの高い
半導体製造装置が、引き続き弱含みで推移する可
能性が高いことなどから、その伸びは小幅なものに
とどまる見込み。
雇用面では、団塊の世代などが引退した分を、新
規学卒者の採用でカバーしきれておらず、引き続き
人員が不足している企業が少なくない。派遣社員か
ら正社員への切り替えや、中途採用などを実施して
対応する企業がみられる。

（2） 電気機械…前年を上回る
1～3月期の生産は、電気機械全体では前年に比

べ比較的大きな増加となった模様である。
産業向けの電気機械は、企業の情報システムの
高度化や大型化、好調な建設需要などもあり、設備
関連の制御装置や計器類、電源関連、空調関連な
ど、幅広い製品の需要が強まっている。また、半導
体製造装置をはじめ、製造機器に係る機器類、計器
類、部品も好調に推移した。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（パソコンからサーバ、
家電からビルやマンション向けの空調、照明、防犯
など各種システム、製造装置、インフラ関連など）を
続けている。家電製品は、日本のブランド名で販売
されているものも、海外生産がほとんどで、県内で
の家電製品の生産は大きく縮小している。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが好調

に推移している。自動車向けはセンサー関連、制御関
連など電子部品の種類も多く、自動ブレーキの普及や、
自動運転への対応などもあり、今後とも期待できる。
自動車向けは、人命にかかわることもあり、高い
安全性、信頼性が求められることから、国内で生産
される部品の優位性はしばらく続くと考えられてい
る。県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを
高めているところがみられる。

車の販売台数は前年をやや下回ったが、登録車（普
通＋小型乗用車）の販売台数は、新型車の販売が好
調で増加傾向が続いている。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、昨年7～9月期が前年比▲0.2％とほぼ前年
並みにとどまったが、10～12月期は同＋4.4％と増
加に転じた。好調な新型車の販売が生産増に結び
ついている。
しかし、今年1月の鉱工業生産指数は同▲5.4％
と前年を下回り、1～3月期全体でも前年を下回る水
準となったようだ。昨年、一部の輸出向け車種の生
産を県外に移管したことの影響があるとみられる。
県内完成車メーカーの登録車の販売台数は新型
車効果で底堅く推移しており、生産移管の影響を除
けば、県内生産は増加しているとみられる。ただ、生
産増は新型車の販売増によるところが大きく、全体
としてはやや力強さに欠けている。
先行きについては、当面、新型車の販売増が続く

とみられ、県内生産は前年並みで推移すると予想さ
れる。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年をや
や下回って推移した模様だ。海外向けが減少してい
るようだ。国内向けは、インターネット通販の普及な
どで運輸業界で設備投資の動きがあり、物流向け
の販売増が続いているほか、政府の経済対策によ
り公共事業が動いており建設向け需要も持ち直し
ているなど、底堅く推移しているとみられる。
先行きについては、国内向けは堅調が続くとみら

れ、生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや下回ったとみられることから、自動車
部品の生産も減少したようだ。
先行きについては、乗用車、トラックの生産は前
年並みで推移するとみられ、部品メーカーの生産も
横ばい圏内での動きとなると予想される。

は、昨年、底打ちから上昇に転じた。鉄鉱石の価格
上昇に加え、日本国内で解体工事からのスクラップ
発生量が、例年より少なかったことなどが背景にあ
る。電気料金の低下という追い風はあるものの、ス
クラップ価格の上昇に伴い、製品価格とのスプレッ
ドが縮小し、鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の案件も徐々に動き始めてい
る。4～6月期の鉄鋼の生産についても、緩やかな持
ち直しを続け、引き続き前年を若干上回る程度の水
準で推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を下回った。低
迷していた建設機械向けは、海外の需要回復を受
けて、緩やかながらも戻りつつある。鋳鉄管につい
ても、比較的安定した推移となっているものの、工
作機械向けなどは、依然として回復が遅れており、
総じてみれば、鋳物の生産は低調に推移している。
4～6月期についても、鋳物の生産は前年をやや
下回る見込みである。一社当たりの受注量は、横ば
い程度の水準を維持するとみられるものの、近年、

県内では鋳物メーカーの廃業が散発的に発生して
おり、廃業した鋳物メーカーの生産量を、カバーしき
れていない状況にあるようだ。
足元の収益は非常に厳しい。昨年後半から鋳物

用銑鉄、コークス、スクラップの値上がりが続いてき
たが、需要面の弱さから、価格改訂の交渉すらまま
ならないという企業もある。今後、銑鉄の一段の値
上がりが見込まれるなか、先行きも鋳物メーカーの
収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…前年並みの好調を持続
公共工事：1～3月の公共工事は、横ばいからやや強
含みで推移している。手持ち工事量は多く高原状
態にあり、繁忙な状況は変わらない。新規工事は人
手の不足もあり選別して受注しており、全体ではや
や落ち着いてきている。
内容は、河川、橋梁の補修などの河川関連や建物
耐震化の工事が多い。公共建築物の耐震化は大き
なものは一巡したが、規模の小さなものは続いている。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注が期待される。また、自
然災害が多くなっていることもあり、災害対策や老
朽化したインフラの改修などが期待されている。価
格面では、現在程度の価格で今後もしばらくは変わ
らない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き建替、補修を含めて
病院、老健・介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことや、東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連工事の本格化前に完工した
いことなどから、工場やビルのリフォームや耐震化
工事の引き合いも引き続き出ている。
東京の大手ゼネコンが手一杯なこともあり、県内

企業の受注は良好。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。
住宅：1～3月期の住宅建設は全体では、ほぼ前年
並みで推移している。
マンションは建設コスト高が続いており、価格が購
入者の望むものと離れてきており、販売がやや不調
となっている。埼玉県におけるマンション契約率は、
年明け以降50％台と概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、利幅が小さくなっている。浦和駅や大宮駅の周
辺など価格が高くても売れる物件に供給を絞る傾
向にある。マンション業者では、リフォーム物件の販
売などに力を入れるところも出ている。
大手ゼネコンが優良工事を多く抱え、県内のマン

ション工事を請け負わなくなっている。県内建設業
者が高値で請け負うようになっており、建設業者の
収益環境は良い。
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。雇用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸
の賃料との比較で購入する人も多い。ただ、場所や
価格により売れ行きの差が大きくなっている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢が強く、増加が続いていたが、ここにきてや
や息切れ気味となっている。

先行きは、価格が合わないものは売れなくなると
みられる。とくにマンションは価格が高くなっている
ことから、高価格で売れるもの以外の供給は手控え
られると見られる。貸家は相続対策や低金利などで、
好調な建設が続いていたが、供給過剰の懸念もあ
り、先行きは不透明となっている。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：1～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
大きく下回ったとみられる。前年割れは2015年7～
9月期から続いており、売上不振が長期化している。
来店客の減少傾向も続いている。自社カードを保有
するコア顧客の来店回数や買上げ単価は上がって
いるが、カードホルダー以外の一般顧客の来店が
落ち込んでいるという。
来店客の減少で、主力の衣料品だけでなく食料
品の売上も減少している。
衣料品は、紳士服・婦人服ともに減少が続き不振

が目立っている。天候不順の影響もあるが、消費者
の衣料品購入先が専門店やネット通販にシフトして
いるといった構造的要因が影響しているとみられる。
衣料品の販売不振への対策としては、自社開発商
品を投入し差別化を図るといった衣料品強化の動
きがある一方、衣料品の売場を縮小するといった対
応がみられた。衣料品売場に替わって、ネイルサロ
ン、エステサロン、幼児教室、パソコン教室などの
“コト消費”や、売上が伸びている化粧品、雑貨の売
場を広げる動きがあった。
食料品の売上も前年割れとなっているが、最近は
食に対する関心が高まっているという。健康に良い
ヘルシーな食品へのこだわりが強いほか、スイーツ・
惣菜など、見ても・食べても楽しめるような食品の人
気が高まっている。また、化粧品の動きも良いようだ。
化粧品はリピーターが多く、とくに肌を美しく健康に
保つ機能のある基礎化粧品が売れているという。
ボリュームゾーンの中間層は、必要なものだけを

買う実需志向が強く、慎重な購入姿勢が続いてい
る。先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状
と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年が
うるう年で営業日が１日少なかった影響もあり、前年を
下回ったとみられる。品目別にみると、百貨店と同様に
衣料品売上の減少が続いている。主力の食料品の売
上も前年並みにとどまった模様で、勢いはみられない。
消費者の節約意識は依然として高く、不要不急の

買い物を避ける傾向が強い。最近では、毎月のお買い
得デーやポイント何倍といった特典のある日に顧客が
集中する傾向が、以前に比べて強まっているとの声も
あった。消費者は近隣のいくつかの店舗のお買い得
デーを使い分けて、うまく買い回っているようだ。
一方で、新しい商品やテレビなどで話題の商品、
健康志向の商品、付加価値が高く高機能の商品へ
の反応は良く、価格が高めでも良く売れている。また、
家で食事を作る人が増えているためか、ワンランク
上の肉などの品質が良い素材がコンスタントに売れ
るという動きもある。
賃金は上昇しているものの、そのテンポは鈍く、消
費者の所得増加には弾みがつかない。将来不安か
ら生活防衛意識が高まっており、慎重な買い物姿勢
が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

●百貨店・スーパー販売額（前年比）の推移（埼玉県、既存店）

資料:経済産業省「商業動態統計」
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●公共工事請負金額（前年比）の推移（埼玉県）

資料：東日本建設業保証㈱

（億円） 前年比（%）

16年/Ⅰ期 17年/Ⅰ期Ⅱ期2015年/Ⅲ期 Ⅲ期Ⅳ期 Ⅳ期

　 前年比
←（右目盛）

16年Ⅰ期 Ⅱ期2015年Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅳ期Ⅲ期 2月17年1月

百貨店 スーパー

0

500

1,000

1,500

2,000

-20

-10

0

10



13 14埼玉りそな経済情報2017.5埼玉りそな経済情報2017.5

Research

わが国経済は、一部に改善の遅れもみられるが、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じ
てみれば持ち直しの動きが続き、生産は持ち直して
いる。企業収益、雇用情勢も改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は持ち直しており、先行きも緩や
かな改善が続くとみられる。
聞き取り調査の結果、1～3月期の天気図は、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
4～6月期の天気図は、1～3月期と変わらず、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きの生産についても、前年は上回るものの、
その伸びは小幅なものにとどまる見込み。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向け電気機械、電子部品・デバイスが好調
だった。先行きも好調を持続する見込み。
〇輸送機械の生産は、前年を下回ったとみられる。
先行きは新型車の販売増もあり、前年並みで推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移する見込み。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年同様に好
調を持続した。先行きは住宅などでやや弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったとみ
られる。先行きも弱含みで推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
1～3月期の一般機械の生産は、前年を上回った

とみられる。昨年、年間を通してほぼ横ばい水準で
推移していたコンプレッサーが、足元で工作機械向
けなどを中心に上向いている。マシニングセンタに
ついても、昨年秋口以降は、比較的底堅い動きに
なっているようだ。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、需
要自体は旺盛なものの、企業間の競争が激化して
おり、個社別の業績にはバラツキがみられる。県内
の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大きいが、
ならしてみると、昨年の秋口以降は減速している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
比較的堅調に推移しているものの、有機ELパネル
向けの設備投資が好調だった昨年夏場頃までの勢
いはなくなっている。
昨年前半に、やや落ち込んでいた食料品加工機
械や医療用機械器具は、年明け以降持ち直してい
る。金型は引き続き低調に推移しているが、歯車に
ついては、足元で上向いている。
3月に2016年度補正予算に伴う、新たなものづく

り補助金の採択企業が決定された。4月以降、設備
投資の動きが具体化してくることから、工作機械を

家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなっ
ている。このため、電子部品の生産は、中国、東南ア
ジア、インド、中東などの需要に左右されている。こ
うした国々ではエアコンをはじめ、各種家電などの
普及率の高まりに加え、低機能、低価格のものから、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内で生産される部品への需要は強い。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップなどから、完成品の県内の生産は低調な動き
が続いている。ただし、情報通信機器向け電子部品
は好調で、県内のメーカーでも、関連する部品や製
造装置向け機械などは好調に推移している。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け電子部品の需要は引き続き好調を持続すると
見込まれる。
自動車の電装化や海外の家電向け製品の高度
化、海外でのスマートフォンなどの生産も好調な推
移が見込まれることから、使用される電子部品の点
数増、高度化による単価上昇が続くとみられる。た
だ、輸出の割合が高いところでは、円高に対する懸
念が強まっている。

（3） 輸送機械…生産は前年を下回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、昨年
10～12月期に続き前年を上回って推移した。軽自動

（4） 鉄鋼…前年実績をわずかに上回る
首都圏においては、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足に伴い、鉄筋コンクリート
（RC）造を避ける動きが続いたことから、棒鋼の生
産についても、昨年の夏場頃までは前年を大きく下
回る動きがみられた。昨年の秋口以降は、現場の人
手不足感が一服したこともあって、RC造の着工も
徐々に持ち直しており、1～3月期の棒鋼の生産は、
前年をわずかながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きの供給過多を懸念す
る声が聞かれ始めており、一部では竣工予定時期
を後ずれさせる案件がみられる。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は、着工がやや落ち着いている。マンション
についても、都内で１億円を超えるような高額物件
には、引き続き投資物件としてのニーズがあるもの
の、実需中心の郊外型のマンションでは、建設費の
値上がりを受けて、販売価格が上昇しており、購入
を手控える動きがみられる。マンション販売業者は、
マンション価格の引き下げではなく、発売戸数の絞
り込みで対応しようとしており、一部人気エリアを除
くと、郊外での新規着工に慎重な姿勢をみせている。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

含む一般機械の生産は、先行きも前年の水準を上
回って推移するとみられる。ただし、ウェイトの高い
半導体製造装置が、引き続き弱含みで推移する可
能性が高いことなどから、その伸びは小幅なものに
とどまる見込み。
雇用面では、団塊の世代などが引退した分を、新
規学卒者の採用でカバーしきれておらず、引き続き
人員が不足している企業が少なくない。派遣社員か
ら正社員への切り替えや、中途採用などを実施して
対応する企業がみられる。

（2） 電気機械…前年を上回る
1～3月期の生産は、電気機械全体では前年に比

べ比較的大きな増加となった模様である。
産業向けの電気機械は、企業の情報システムの
高度化や大型化、好調な建設需要などもあり、設備
関連の制御装置や計器類、電源関連、空調関連な
ど、幅広い製品の需要が強まっている。また、半導
体製造装置をはじめ、製造機器に係る機器類、計器
類、部品も好調に推移した。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（パソコンからサーバ、
家電からビルやマンション向けの空調、照明、防犯
など各種システム、製造装置、インフラ関連など）を
続けている。家電製品は、日本のブランド名で販売
されているものも、海外生産がほとんどで、県内で
の家電製品の生産は大きく縮小している。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが好調

に推移している。自動車向けはセンサー関連、制御関
連など電子部品の種類も多く、自動ブレーキの普及や、
自動運転への対応などもあり、今後とも期待できる。
自動車向けは、人命にかかわることもあり、高い
安全性、信頼性が求められることから、国内で生産
される部品の優位性はしばらく続くと考えられてい
る。県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを
高めているところがみられる。

車の販売台数は前年をやや下回ったが、登録車（普
通＋小型乗用車）の販売台数は、新型車の販売が好
調で増加傾向が続いている。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、昨年7～9月期が前年比▲0.2％とほぼ前年
並みにとどまったが、10～12月期は同＋4.4％と増
加に転じた。好調な新型車の販売が生産増に結び
ついている。
しかし、今年1月の鉱工業生産指数は同▲5.4％
と前年を下回り、1～3月期全体でも前年を下回る水
準となったようだ。昨年、一部の輸出向け車種の生
産を県外に移管したことの影響があるとみられる。
県内完成車メーカーの登録車の販売台数は新型
車効果で底堅く推移しており、生産移管の影響を除
けば、県内生産は増加しているとみられる。ただ、生
産増は新型車の販売増によるところが大きく、全体
としてはやや力強さに欠けている。
先行きについては、当面、新型車の販売増が続く

とみられ、県内生産は前年並みで推移すると予想さ
れる。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年をや
や下回って推移した模様だ。海外向けが減少してい
るようだ。国内向けは、インターネット通販の普及な
どで運輸業界で設備投資の動きがあり、物流向け
の販売増が続いているほか、政府の経済対策によ
り公共事業が動いており建設向け需要も持ち直し
ているなど、底堅く推移しているとみられる。
先行きについては、国内向けは堅調が続くとみら

れ、生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや下回ったとみられることから、自動車
部品の生産も減少したようだ。
先行きについては、乗用車、トラックの生産は前
年並みで推移するとみられ、部品メーカーの生産も
横ばい圏内での動きとなると予想される。

は、昨年、底打ちから上昇に転じた。鉄鉱石の価格
上昇に加え、日本国内で解体工事からのスクラップ
発生量が、例年より少なかったことなどが背景にあ
る。電気料金の低下という追い風はあるものの、ス
クラップ価格の上昇に伴い、製品価格とのスプレッ
ドが縮小し、鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の案件も徐々に動き始めてい
る。4～6月期の鉄鋼の生産についても、緩やかな持
ち直しを続け、引き続き前年を若干上回る程度の水
準で推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を下回った。低
迷していた建設機械向けは、海外の需要回復を受
けて、緩やかながらも戻りつつある。鋳鉄管につい
ても、比較的安定した推移となっているものの、工
作機械向けなどは、依然として回復が遅れており、
総じてみれば、鋳物の生産は低調に推移している。
4～6月期についても、鋳物の生産は前年をやや
下回る見込みである。一社当たりの受注量は、横ば
い程度の水準を維持するとみられるものの、近年、

県内では鋳物メーカーの廃業が散発的に発生して
おり、廃業した鋳物メーカーの生産量を、カバーしき
れていない状況にあるようだ。
足元の収益は非常に厳しい。昨年後半から鋳物

用銑鉄、コークス、スクラップの値上がりが続いてき
たが、需要面の弱さから、価格改訂の交渉すらまま
ならないという企業もある。今後、銑鉄の一段の値
上がりが見込まれるなか、先行きも鋳物メーカーの
収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…前年並みの好調を持続
公共工事：1～3月の公共工事は、横ばいからやや強
含みで推移している。手持ち工事量は多く高原状
態にあり、繁忙な状況は変わらない。新規工事は人
手の不足もあり選別して受注しており、全体ではや
や落ち着いてきている。
内容は、河川、橋梁の補修などの河川関連や建物
耐震化の工事が多い。公共建築物の耐震化は大き
なものは一巡したが、規模の小さなものは続いている。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注が期待される。また、自
然災害が多くなっていることもあり、災害対策や老
朽化したインフラの改修などが期待されている。価
格面では、現在程度の価格で今後もしばらくは変わ
らない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き建替、補修を含めて
病院、老健・介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことや、東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連工事の本格化前に完工した
いことなどから、工場やビルのリフォームや耐震化
工事の引き合いも引き続き出ている。
東京の大手ゼネコンが手一杯なこともあり、県内

企業の受注は良好。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。
住宅：1～3月期の住宅建設は全体では、ほぼ前年
並みで推移している。
マンションは建設コスト高が続いており、価格が購
入者の望むものと離れてきており、販売がやや不調
となっている。埼玉県におけるマンション契約率は、
年明け以降50％台と概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、利幅が小さくなっている。浦和駅や大宮駅の周
辺など価格が高くても売れる物件に供給を絞る傾
向にある。マンション業者では、リフォーム物件の販
売などに力を入れるところも出ている。
大手ゼネコンが優良工事を多く抱え、県内のマン

ション工事を請け負わなくなっている。県内建設業
者が高値で請け負うようになっており、建設業者の
収益環境は良い。
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。雇用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸
の賃料との比較で購入する人も多い。ただ、場所や
価格により売れ行きの差が大きくなっている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢が強く、増加が続いていたが、ここにきてや
や息切れ気味となっている。

先行きは、価格が合わないものは売れなくなると
みられる。とくにマンションは価格が高くなっている
ことから、高価格で売れるもの以外の供給は手控え
られると見られる。貸家は相続対策や低金利などで、
好調な建設が続いていたが、供給過剰の懸念もあ
り、先行きは不透明となっている。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：1～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
大きく下回ったとみられる。前年割れは2015年7～
9月期から続いており、売上不振が長期化している。
来店客の減少傾向も続いている。自社カードを保有
するコア顧客の来店回数や買上げ単価は上がって
いるが、カードホルダー以外の一般顧客の来店が
落ち込んでいるという。
来店客の減少で、主力の衣料品だけでなく食料
品の売上も減少している。
衣料品は、紳士服・婦人服ともに減少が続き不振

が目立っている。天候不順の影響もあるが、消費者
の衣料品購入先が専門店やネット通販にシフトして
いるといった構造的要因が影響しているとみられる。
衣料品の販売不振への対策としては、自社開発商
品を投入し差別化を図るといった衣料品強化の動
きがある一方、衣料品の売場を縮小するといった対
応がみられた。衣料品売場に替わって、ネイルサロ
ン、エステサロン、幼児教室、パソコン教室などの
“コト消費”や、売上が伸びている化粧品、雑貨の売
場を広げる動きがあった。
食料品の売上も前年割れとなっているが、最近は
食に対する関心が高まっているという。健康に良い
ヘルシーな食品へのこだわりが強いほか、スイーツ・
惣菜など、見ても・食べても楽しめるような食品の人
気が高まっている。また、化粧品の動きも良いようだ。
化粧品はリピーターが多く、とくに肌を美しく健康に
保つ機能のある基礎化粧品が売れているという。
ボリュームゾーンの中間層は、必要なものだけを

買う実需志向が強く、慎重な購入姿勢が続いてい
る。先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状
と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年が
うるう年で営業日が１日少なかった影響もあり、前年を
下回ったとみられる。品目別にみると、百貨店と同様に
衣料品売上の減少が続いている。主力の食料品の売
上も前年並みにとどまった模様で、勢いはみられない。
消費者の節約意識は依然として高く、不要不急の

買い物を避ける傾向が強い。最近では、毎月のお買い
得デーやポイント何倍といった特典のある日に顧客が
集中する傾向が、以前に比べて強まっているとの声も
あった。消費者は近隣のいくつかの店舗のお買い得
デーを使い分けて、うまく買い回っているようだ。
一方で、新しい商品やテレビなどで話題の商品、
健康志向の商品、付加価値が高く高機能の商品へ
の反応は良く、価格が高めでも良く売れている。また、
家で食事を作る人が増えているためか、ワンランク
上の肉などの品質が良い素材がコンスタントに売れ
るという動きもある。
賃金は上昇しているものの、そのテンポは鈍く、消
費者の所得増加には弾みがつかない。将来不安か
ら生活防衛意識が高まっており、慎重な買い物姿勢
が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

●百貨店・スーパー販売額（前年比）の推移（埼玉県、既存店）

資料:経済産業省「商業動態統計」

前年比（%）

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

●公共工事請負金額（前年比）の推移（埼玉県）

資料：東日本建設業保証㈱
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アンケート調査

わが国経済は、一部に改善の遅れもみられるが、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じ
てみれば持ち直しの動きが続き、生産は持ち直して
いる。企業収益、雇用情勢も改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は持ち直しており、先行きも緩や
かな改善が続くとみられる。
聞き取り調査の結果、1～3月期の天気図は、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
4～6月期の天気図は、1～3月期と変わらず、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きの生産についても、前年は上回るものの、
その伸びは小幅なものにとどまる見込み。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向け電気機械、電子部品・デバイスが好調
だった。先行きも好調を持続する見込み。
〇輸送機械の生産は、前年を下回ったとみられる。
先行きは新型車の販売増もあり、前年並みで推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移する見込み。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年同様に好
調を持続した。先行きは住宅などでやや弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったとみ
られる。先行きも弱含みで推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
1～3月期の一般機械の生産は、前年を上回った

とみられる。昨年、年間を通してほぼ横ばい水準で
推移していたコンプレッサーが、足元で工作機械向
けなどを中心に上向いている。マシニングセンタに
ついても、昨年秋口以降は、比較的底堅い動きに
なっているようだ。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、需
要自体は旺盛なものの、企業間の競争が激化して
おり、個社別の業績にはバラツキがみられる。県内
の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大きいが、
ならしてみると、昨年の秋口以降は減速している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
比較的堅調に推移しているものの、有機ELパネル
向けの設備投資が好調だった昨年夏場頃までの勢
いはなくなっている。
昨年前半に、やや落ち込んでいた食料品加工機
械や医療用機械器具は、年明け以降持ち直してい
る。金型は引き続き低調に推移しているが、歯車に
ついては、足元で上向いている。
3月に2016年度補正予算に伴う、新たなものづく

り補助金の採択企業が決定された。4月以降、設備
投資の動きが具体化してくることから、工作機械を

家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなっ
ている。このため、電子部品の生産は、中国、東南ア
ジア、インド、中東などの需要に左右されている。こ
うした国々ではエアコンをはじめ、各種家電などの
普及率の高まりに加え、低機能、低価格のものから、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内で生産される部品への需要は強い。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップなどから、完成品の県内の生産は低調な動き
が続いている。ただし、情報通信機器向け電子部品
は好調で、県内のメーカーでも、関連する部品や製
造装置向け機械などは好調に推移している。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け電子部品の需要は引き続き好調を持続すると
見込まれる。
自動車の電装化や海外の家電向け製品の高度
化、海外でのスマートフォンなどの生産も好調な推
移が見込まれることから、使用される電子部品の点
数増、高度化による単価上昇が続くとみられる。た
だ、輸出の割合が高いところでは、円高に対する懸
念が強まっている。

（3） 輸送機械…生産は前年を下回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、昨年
10～12月期に続き前年を上回って推移した。軽自動

（4） 鉄鋼…前年実績をわずかに上回る
首都圏においては、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足に伴い、鉄筋コンクリート
（RC）造を避ける動きが続いたことから、棒鋼の生
産についても、昨年の夏場頃までは前年を大きく下
回る動きがみられた。昨年の秋口以降は、現場の人
手不足感が一服したこともあって、RC造の着工も
徐々に持ち直しており、1～3月期の棒鋼の生産は、
前年をわずかながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きの供給過多を懸念す
る声が聞かれ始めており、一部では竣工予定時期
を後ずれさせる案件がみられる。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は、着工がやや落ち着いている。マンション
についても、都内で１億円を超えるような高額物件
には、引き続き投資物件としてのニーズがあるもの
の、実需中心の郊外型のマンションでは、建設費の
値上がりを受けて、販売価格が上昇しており、購入
を手控える動きがみられる。マンション販売業者は、
マンション価格の引き下げではなく、発売戸数の絞
り込みで対応しようとしており、一部人気エリアを除
くと、郊外での新規着工に慎重な姿勢をみせている。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

含む一般機械の生産は、先行きも前年の水準を上
回って推移するとみられる。ただし、ウェイトの高い
半導体製造装置が、引き続き弱含みで推移する可
能性が高いことなどから、その伸びは小幅なものに
とどまる見込み。
雇用面では、団塊の世代などが引退した分を、新
規学卒者の採用でカバーしきれておらず、引き続き
人員が不足している企業が少なくない。派遣社員か
ら正社員への切り替えや、中途採用などを実施して
対応する企業がみられる。

（2） 電気機械…前年を上回る
1～3月期の生産は、電気機械全体では前年に比

べ比較的大きな増加となった模様である。
産業向けの電気機械は、企業の情報システムの
高度化や大型化、好調な建設需要などもあり、設備
関連の制御装置や計器類、電源関連、空調関連な
ど、幅広い製品の需要が強まっている。また、半導
体製造装置をはじめ、製造機器に係る機器類、計器
類、部品も好調に推移した。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（パソコンからサーバ、
家電からビルやマンション向けの空調、照明、防犯
など各種システム、製造装置、インフラ関連など）を
続けている。家電製品は、日本のブランド名で販売
されているものも、海外生産がほとんどで、県内で
の家電製品の生産は大きく縮小している。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが好調

に推移している。自動車向けはセンサー関連、制御関
連など電子部品の種類も多く、自動ブレーキの普及や、
自動運転への対応などもあり、今後とも期待できる。
自動車向けは、人命にかかわることもあり、高い
安全性、信頼性が求められることから、国内で生産
される部品の優位性はしばらく続くと考えられてい
る。県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを
高めているところがみられる。

車の販売台数は前年をやや下回ったが、登録車（普
通＋小型乗用車）の販売台数は、新型車の販売が好
調で増加傾向が続いている。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、昨年7～9月期が前年比▲0.2％とほぼ前年
並みにとどまったが、10～12月期は同＋4.4％と増
加に転じた。好調な新型車の販売が生産増に結び
ついている。
しかし、今年1月の鉱工業生産指数は同▲5.4％
と前年を下回り、1～3月期全体でも前年を下回る水
準となったようだ。昨年、一部の輸出向け車種の生
産を県外に移管したことの影響があるとみられる。
県内完成車メーカーの登録車の販売台数は新型
車効果で底堅く推移しており、生産移管の影響を除
けば、県内生産は増加しているとみられる。ただ、生
産増は新型車の販売増によるところが大きく、全体
としてはやや力強さに欠けている。
先行きについては、当面、新型車の販売増が続く

とみられ、県内生産は前年並みで推移すると予想さ
れる。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年をや
や下回って推移した模様だ。海外向けが減少してい
るようだ。国内向けは、インターネット通販の普及な
どで運輸業界で設備投資の動きがあり、物流向け
の販売増が続いているほか、政府の経済対策によ
り公共事業が動いており建設向け需要も持ち直し
ているなど、底堅く推移しているとみられる。
先行きについては、国内向けは堅調が続くとみら

れ、生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや下回ったとみられることから、自動車
部品の生産も減少したようだ。
先行きについては、乗用車、トラックの生産は前
年並みで推移するとみられ、部品メーカーの生産も
横ばい圏内での動きとなると予想される。

は、昨年、底打ちから上昇に転じた。鉄鉱石の価格
上昇に加え、日本国内で解体工事からのスクラップ
発生量が、例年より少なかったことなどが背景にあ
る。電気料金の低下という追い風はあるものの、ス
クラップ価格の上昇に伴い、製品価格とのスプレッ
ドが縮小し、鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の案件も徐々に動き始めてい
る。4～6月期の鉄鋼の生産についても、緩やかな持
ち直しを続け、引き続き前年を若干上回る程度の水
準で推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を下回った。低
迷していた建設機械向けは、海外の需要回復を受
けて、緩やかながらも戻りつつある。鋳鉄管につい
ても、比較的安定した推移となっているものの、工
作機械向けなどは、依然として回復が遅れており、
総じてみれば、鋳物の生産は低調に推移している。
4～6月期についても、鋳物の生産は前年をやや
下回る見込みである。一社当たりの受注量は、横ば
い程度の水準を維持するとみられるものの、近年、

県内では鋳物メーカーの廃業が散発的に発生して
おり、廃業した鋳物メーカーの生産量を、カバーしき
れていない状況にあるようだ。
足元の収益は非常に厳しい。昨年後半から鋳物

用銑鉄、コークス、スクラップの値上がりが続いてき
たが、需要面の弱さから、価格改訂の交渉すらまま
ならないという企業もある。今後、銑鉄の一段の値
上がりが見込まれるなか、先行きも鋳物メーカーの
収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…前年並みの好調を持続
公共工事：1～3月の公共工事は、横ばいからやや強
含みで推移している。手持ち工事量は多く高原状
態にあり、繁忙な状況は変わらない。新規工事は人
手の不足もあり選別して受注しており、全体ではや
や落ち着いてきている。
内容は、河川、橋梁の補修などの河川関連や建物
耐震化の工事が多い。公共建築物の耐震化は大き
なものは一巡したが、規模の小さなものは続いている。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注が期待される。また、自
然災害が多くなっていることもあり、災害対策や老
朽化したインフラの改修などが期待されている。価
格面では、現在程度の価格で今後もしばらくは変わ
らない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き建替、補修を含めて
病院、老健・介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことや、東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連工事の本格化前に完工した
いことなどから、工場やビルのリフォームや耐震化
工事の引き合いも引き続き出ている。
東京の大手ゼネコンが手一杯なこともあり、県内

企業の受注は良好。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。
住宅：1～3月期の住宅建設は全体では、ほぼ前年
並みで推移している。
マンションは建設コスト高が続いており、価格が購
入者の望むものと離れてきており、販売がやや不調
となっている。埼玉県におけるマンション契約率は、
年明け以降50％台と概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、利幅が小さくなっている。浦和駅や大宮駅の周
辺など価格が高くても売れる物件に供給を絞る傾
向にある。マンション業者では、リフォーム物件の販
売などに力を入れるところも出ている。
大手ゼネコンが優良工事を多く抱え、県内のマン

ション工事を請け負わなくなっている。県内建設業
者が高値で請け負うようになっており、建設業者の
収益環境は良い。
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。雇用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸
の賃料との比較で購入する人も多い。ただ、場所や
価格により売れ行きの差が大きくなっている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢が強く、増加が続いていたが、ここにきてや
や息切れ気味となっている。

先行きは、価格が合わないものは売れなくなると
みられる。とくにマンションは価格が高くなっている
ことから、高価格で売れるもの以外の供給は手控え
られると見られる。貸家は相続対策や低金利などで、
好調な建設が続いていたが、供給過剰の懸念もあ
り、先行きは不透明となっている。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：1～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
大きく下回ったとみられる。前年割れは2015年7～
9月期から続いており、売上不振が長期化している。
来店客の減少傾向も続いている。自社カードを保有
するコア顧客の来店回数や買上げ単価は上がって
いるが、カードホルダー以外の一般顧客の来店が
落ち込んでいるという。
来店客の減少で、主力の衣料品だけでなく食料
品の売上も減少している。
衣料品は、紳士服・婦人服ともに減少が続き不振

が目立っている。天候不順の影響もあるが、消費者
の衣料品購入先が専門店やネット通販にシフトして
いるといった構造的要因が影響しているとみられる。
衣料品の販売不振への対策としては、自社開発商
品を投入し差別化を図るといった衣料品強化の動
きがある一方、衣料品の売場を縮小するといった対
応がみられた。衣料品売場に替わって、ネイルサロ
ン、エステサロン、幼児教室、パソコン教室などの
“コト消費”や、売上が伸びている化粧品、雑貨の売
場を広げる動きがあった。
食料品の売上も前年割れとなっているが、最近は
食に対する関心が高まっているという。健康に良い
ヘルシーな食品へのこだわりが強いほか、スイーツ・
惣菜など、見ても・食べても楽しめるような食品の人
気が高まっている。また、化粧品の動きも良いようだ。
化粧品はリピーターが多く、とくに肌を美しく健康に
保つ機能のある基礎化粧品が売れているという。
ボリュームゾーンの中間層は、必要なものだけを

買う実需志向が強く、慎重な購入姿勢が続いてい
る。先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状
と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年が
うるう年で営業日が１日少なかった影響もあり、前年を
下回ったとみられる。品目別にみると、百貨店と同様に
衣料品売上の減少が続いている。主力の食料品の売
上も前年並みにとどまった模様で、勢いはみられない。
消費者の節約意識は依然として高く、不要不急の

買い物を避ける傾向が強い。最近では、毎月のお買い
得デーやポイント何倍といった特典のある日に顧客が
集中する傾向が、以前に比べて強まっているとの声も
あった。消費者は近隣のいくつかの店舗のお買い得
デーを使い分けて、うまく買い回っているようだ。
一方で、新しい商品やテレビなどで話題の商品、
健康志向の商品、付加価値が高く高機能の商品へ
の反応は良く、価格が高めでも良く売れている。また、
家で食事を作る人が増えているためか、ワンランク
上の肉などの品質が良い素材がコンスタントに売れ
るという動きもある。
賃金は上昇しているものの、そのテンポは鈍く、消
費者の所得増加には弾みがつかない。将来不安か
ら生活防衛意識が高まっており、慎重な買い物姿勢
が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

埼玉県内企業の2016年冬の ボーナス支給状況

2016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。

ボーナス支給実績の有無
2016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」とした企業は56.2％、「正
社員のみ支給」とした企業は35.7％、「支給しない」とし
た企業は8.0％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」

とした企業が0.9ポイント増加し、「支給しない」とした企
業が1.4ポイント減少している。「支給しない」ところは
減ってきており、9割以上の企業でボーナスを支給して
いる。人手の不足感が強まるなか、パート、アルバイトを
含めてボーナスを支給する企業が増えている。
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67.8％、非製造業では49.7％であ
る。「正社員のみ支給」は製造業で25.6％、非製造業で
41.5％。また、「支給しない」は製造業で6.7％、非製造
業で8.8％であった。
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
製造業に比べて高い。「支給しない」とするところはい
ずれの業種とも1割以下であった。

　
一人当たりボーナス支給額
2016年冬のボーナス支給総額を支給対象人員で
割った、一人当たり支給額は411,501円となり、前年実
績の403,830円に比べ1.9％の増加となった（ボーナス

支給実額を記入いただいた企業186社を集計）。
冬のボーナスは2015年には前年比でマイナスとなっ

たが、2016年はプラスとなった。景気の持ち直しが続く
なか、企業の売上、利益が堅調なことに加え、人手不足
への対応もあるとみられ、2年ぶりの増加となった。
業種別にみると、製造業では458,351円と前年の
448,153円から2.3％の増加、非製造業では394,329
円で前年の387,335円から1.8％の増加と、いずれも増
加となった。

冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移を

みると、2009年にリーマンショックを受け、企業収益、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、2012年と再び減少となった。
2013年は2012年冬以降の景気の持ち直しにより、

2013年は一人当たり支給額同様、2010年以来３年
ぶりに前年を上回った。2014年、2015年はパート・アル
バイトを含めた支給対象の拡大もあり、支給対象人員が
増加したことから、支給総額は比較的大きな増加となっ
た。2016年は企業業績の改善、人手不足への対応も
あり支給総額は4年連続の増加となった。

　

2017年夏のボーナス支給予定
2017年夏のボーナス支給予定については、2016年
夏のボーナスに比べて、「増加」16.9％、「変わらない」
68.4％、「減少」9.7％、「支給しない」5.1％となった。
「変わらない」とするところが7割近くと多いが、「増加」
が「減少」を上回り、「支給しない」は少なかった。今夏
のボーナスも、冬のボーナスに続き増加が見込まれる。

（吉嶺暢嗣）

企業収益にも改善の動きがみられ、冬のボーナスは
2010年以来3年ぶりに前年を上回り、2014年も2年連
続で増加となった。2015年は業況回復の遅れに加え支
給対象が広がったことから、一人当たり支給額が下押し
され3年振りのマイナスとなった。2016年は企業業績
の回復に加え、人手不足感の強まりからプラスとなった。

ボーナス支給総額と支給人員
アンケート回答企業の2016年冬のボーナス支給総
額は108億48百万円で、当該企業の前年実績104億
39百万円から3.9％の増加となった。また、支給対象人
員は前年比2.0％の増加となった。企業業績の改善や、
支給範囲の拡大から、支給総額、支給人員ともに増加
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3.2％の増加、非製造業が同4.2％の増加とそれぞれ
増加となった。支給対象人員は製造業で同0.9％の増
加、非製造業で同2.4％の増加となった。支給総額、支
給対象人員とも製造業に比べ、人手不足感の強い非製
造業での伸び率が大きかった。

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

●2016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

56.2
(55.3)
35.7
(35.3)
8.0
(9.4)

67.8
(65.6)
25.6
(23.7)
6.7

(10.8)

49.7
(49.4)
41.5
(42.0)
8.8
(8.6)

(%)

（　　）内は2015年実績

●2016年冬のボーナス一人当たり支給額

企業数
前年比

全産業

製造業

非製造業

186

66

120

411,501

458,351

394,329

一人当たり支給額
2016年 2015年

403,830

448,153

387,335

1.9

2.3

1.8

（社、円、％）

●2017年夏のボーナス支給予定

全産業

製造業

非製造業

16.9

17.6

16.4

増加

68.4

69.4

67.8

変わらない

9.7

10.6

9.2

減少

5.1

2.4

6.6

支給しない

（％）

前年比

全産業

製造業

非製造業

26,362

7,071

19,291

支給対象人員支給総額
2016年 2015年

25,850

7,011

18,839

2.0

0.9

2.4

前年比

10,848

3,241

7,607

2016年 2015年

10,439

3,142

7,297

3.9

3.2

4.2

●2016年冬のボーナス支給総額と支給対象人員
（百万円、人、％）

●冬のボーナス支給総額（前年比）の推移

2017年1月中旬実施。対象企業数979社、
回答企業数255社、回答率26.0％。

●冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移

（％）

2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016年2013

▲18.0

6.1

▲2.9
▲1.2

3.3
4.4 3.9

2.5

▲20

▲15

▲10

▲5

0

5

10

（％）

2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016年2013
▲16.9

5.1

▲3.7 ▲2.8

2.1
0.8

1.9
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▲18
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▲6

▲3

0
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アンケート調査

わが国経済は、一部に改善の遅れもみられるが、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じ
てみれば持ち直しの動きが続き、生産は持ち直して
いる。企業収益、雇用情勢も改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は持ち直しており、先行きも緩や
かな改善が続くとみられる。
聞き取り調査の結果、1～3月期の天気図は、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーであった。
4～6月期の天気図は、1～3月期と変わらず、薄日

が電気機械、建設、曇が一般機械、輸送機械、鉄鋼、
百貨店・スーパーの見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
先行きの生産についても、前年は上回るものの、
その伸びは小幅なものにとどまる見込み。
〇電気機械の生産は、前年を上回ったとみられる。
産業向け電気機械、電子部品・デバイスが好調
だった。先行きも好調を持続する見込み。
〇輸送機械の生産は、前年を下回ったとみられる。
先行きは新型車の販売増もあり、前年並みで推
移すると予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をわずかに上回ったとみられ
る。先行きについても、引き続き前年を若干上回
る程度の水準で推移する見込み。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年同様に好
調を持続した。先行きは住宅などでやや弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったとみ
られる。先行きも弱含みで推移すると予想される。

（1） 一般機械…前年を上回る
1～3月期の一般機械の生産は、前年を上回った

とみられる。昨年、年間を通してほぼ横ばい水準で
推移していたコンプレッサーが、足元で工作機械向
けなどを中心に上向いている。マシニングセンタに
ついても、昨年秋口以降は、比較的底堅い動きに
なっているようだ。
半導体製造装置は、半導体回路の微細化・立体
化を進める半導体メーカーの動きなどを受けて、需
要自体は旺盛なものの、企業間の競争が激化して
おり、個社別の業績にはバラツキがみられる。県内
の半導体製造装置は、月ごとの振れ幅が大きいが、
ならしてみると、昨年の秋口以降は減速している。
フラットパネルディスプレイ製造装置については、
比較的堅調に推移しているものの、有機ELパネル
向けの設備投資が好調だった昨年夏場頃までの勢
いはなくなっている。
昨年前半に、やや落ち込んでいた食料品加工機
械や医療用機械器具は、年明け以降持ち直してい
る。金型は引き続き低調に推移しているが、歯車に
ついては、足元で上向いている。
3月に2016年度補正予算に伴う、新たなものづく

り補助金の採択企業が決定された。4月以降、設備
投資の動きが具体化してくることから、工作機械を

家電向けの電子部品はほとんど海外向けとなっ
ている。このため、電子部品の生産は、中国、東南ア
ジア、インド、中東などの需要に左右されている。こ
うした国々ではエアコンをはじめ、各種家電などの
普及率の高まりに加え、低機能、低価格のものから、
高機能、高価格な商品へのシフトが続いており、国
内で生産される部品への需要は強い。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化や中国メーカーのシェア
アップなどから、完成品の県内の生産は低調な動き
が続いている。ただし、情報通信機器向け電子部品
は好調で、県内のメーカーでも、関連する部品や製
造装置向け機械などは好調に推移している。
先行きについては、産業向けの装置関連や海外

向け電子部品の需要は引き続き好調を持続すると
見込まれる。
自動車の電装化や海外の家電向け製品の高度
化、海外でのスマートフォンなどの生産も好調な推
移が見込まれることから、使用される電子部品の点
数増、高度化による単価上昇が続くとみられる。た
だ、輸出の割合が高いところでは、円高に対する懸
念が強まっている。

（3） 輸送機械…生産は前年を下回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、昨年
10～12月期に続き前年を上回って推移した。軽自動

（4） 鉄鋼…前年実績をわずかに上回る
首都圏においては、鉄筋組立工や現場監督と

いった建設労働者の不足に伴い、鉄筋コンクリート
（RC）造を避ける動きが続いたことから、棒鋼の生
産についても、昨年の夏場頃までは前年を大きく下
回る動きがみられた。昨年の秋口以降は、現場の人
手不足感が一服したこともあって、RC造の着工も
徐々に持ち直しており、1～3月期の棒鋼の生産は、
前年をわずかながらも上回ったとみられる。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設が、引き続き高い伸びを続け
ている。都内のテナントビルについても、比較的堅調
に推移しているものの、先行きの供給過多を懸念す
る声が聞かれ始めており、一部では竣工予定時期
を後ずれさせる案件がみられる。
一方、好調だった病院や介護施設などの医療関
連施設は、着工がやや落ち着いている。マンション
についても、都内で１億円を超えるような高額物件
には、引き続き投資物件としてのニーズがあるもの
の、実需中心の郊外型のマンションでは、建設費の
値上がりを受けて、販売価格が上昇しており、購入
を手控える動きがみられる。マンション販売業者は、
マンション価格の引き下げではなく、発売戸数の絞
り込みで対応しようとしており、一部人気エリアを除
くと、郊外での新規着工に慎重な姿勢をみせている。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

含む一般機械の生産は、先行きも前年の水準を上
回って推移するとみられる。ただし、ウェイトの高い
半導体製造装置が、引き続き弱含みで推移する可
能性が高いことなどから、その伸びは小幅なものに
とどまる見込み。
雇用面では、団塊の世代などが引退した分を、新
規学卒者の採用でカバーしきれておらず、引き続き
人員が不足している企業が少なくない。派遣社員か
ら正社員への切り替えや、中途採用などを実施して
対応する企業がみられる。

（2） 電気機械…前年を上回る
1～3月期の生産は、電気機械全体では前年に比

べ比較的大きな増加となった模様である。
産業向けの電気機械は、企業の情報システムの
高度化や大型化、好調な建設需要などもあり、設備
関連の制御装置や計器類、電源関連、空調関連な
ど、幅広い製品の需要が強まっている。また、半導
体製造装置をはじめ、製造機器に係る機器類、計器
類、部品も好調に推移した。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（パソコンからサーバ、
家電からビルやマンション向けの空調、照明、防犯
など各種システム、製造装置、インフラ関連など）を
続けている。家電製品は、日本のブランド名で販売
されているものも、海外生産がほとんどで、県内で
の家電製品の生産は大きく縮小している。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが好調

に推移している。自動車向けはセンサー関連、制御関
連など電子部品の種類も多く、自動ブレーキの普及や、
自動運転への対応などもあり、今後とも期待できる。
自動車向けは、人命にかかわることもあり、高い
安全性、信頼性が求められることから、国内で生産
される部品の優位性はしばらく続くと考えられてい
る。県内企業でも自動車向け電子部品のウェイトを
高めているところがみられる。

車の販売台数は前年をやや下回ったが、登録車（普
通＋小型乗用車）の販売台数は、新型車の販売が好
調で増加傾向が続いている。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車のほ

かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、昨年7～9月期が前年比▲0.2％とほぼ前年
並みにとどまったが、10～12月期は同＋4.4％と増
加に転じた。好調な新型車の販売が生産増に結び
ついている。
しかし、今年1月の鉱工業生産指数は同▲5.4％
と前年を下回り、1～3月期全体でも前年を下回る水
準となったようだ。昨年、一部の輸出向け車種の生
産を県外に移管したことの影響があるとみられる。
県内完成車メーカーの登録車の販売台数は新型
車効果で底堅く推移しており、生産移管の影響を除
けば、県内生産は増加しているとみられる。ただ、生
産増は新型車の販売増によるところが大きく、全体
としてはやや力強さに欠けている。
先行きについては、当面、新型車の販売増が続く

とみられ、県内生産は前年並みで推移すると予想さ
れる。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年をや
や下回って推移した模様だ。海外向けが減少してい
るようだ。国内向けは、インターネット通販の普及な
どで運輸業界で設備投資の動きがあり、物流向け
の販売増が続いているほか、政府の経済対策によ
り公共事業が動いており建設向け需要も持ち直し
ているなど、底堅く推移しているとみられる。
先行きについては、国内向けは堅調が続くとみら

れ、生産は前年並みで推移するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや下回ったとみられることから、自動車
部品の生産も減少したようだ。
先行きについては、乗用車、トラックの生産は前
年並みで推移するとみられ、部品メーカーの生産も
横ばい圏内での動きとなると予想される。

は、昨年、底打ちから上昇に転じた。鉄鉱石の価格
上昇に加え、日本国内で解体工事からのスクラップ
発生量が、例年より少なかったことなどが背景にあ
る。電気料金の低下という追い風はあるものの、ス
クラップ価格の上昇に伴い、製品価格とのスプレッ
ドが縮小し、鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
ゼネコンは、大手を中心に手元の工事受注残を
相応に抱えており、2020年開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連の案件も徐々に動き始めてい
る。4～6月期の鉄鋼の生産についても、緩やかな持
ち直しを続け、引き続き前年を若干上回る程度の水
準で推移するとみられる。
鉄鋼製品については、新規契約分の価格見直し

を進めていくものの、先行きもスクラップ価格の上
昇が続くようだと、鉄鋼メーカーのスプレッド改善の
動きは後手に回り、収益面では厳しい状況が続く可
能性がある。
1～3月期の鋳物の生産は、前年を下回った。低
迷していた建設機械向けは、海外の需要回復を受
けて、緩やかながらも戻りつつある。鋳鉄管につい
ても、比較的安定した推移となっているものの、工
作機械向けなどは、依然として回復が遅れており、
総じてみれば、鋳物の生産は低調に推移している。
4～6月期についても、鋳物の生産は前年をやや
下回る見込みである。一社当たりの受注量は、横ば
い程度の水準を維持するとみられるものの、近年、

県内では鋳物メーカーの廃業が散発的に発生して
おり、廃業した鋳物メーカーの生産量を、カバーしき
れていない状況にあるようだ。
足元の収益は非常に厳しい。昨年後半から鋳物

用銑鉄、コークス、スクラップの値上がりが続いてき
たが、需要面の弱さから、価格改訂の交渉すらまま
ならないという企業もある。今後、銑鉄の一段の値
上がりが見込まれるなか、先行きも鋳物メーカーの
収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…前年並みの好調を持続
公共工事：1～3月の公共工事は、横ばいからやや強
含みで推移している。手持ち工事量は多く高原状
態にあり、繁忙な状況は変わらない。新規工事は人
手の不足もあり選別して受注しており、全体ではや
や落ち着いてきている。
内容は、河川、橋梁の補修などの河川関連や建物
耐震化の工事が多い。公共建築物の耐震化は大き
なものは一巡したが、規模の小さなものは続いている。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注が期待される。また、自
然災害が多くなっていることもあり、災害対策や老
朽化したインフラの改修などが期待されている。価
格面では、現在程度の価格で今後もしばらくは変わ
らない見込み。
民間工事：1～3月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き建替、補修を含めて
病院、老健・介護関連などの福祉施設が多い。また、
企業の収益が回復してきたことや、東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連工事の本格化前に完工した
いことなどから、工場やビルのリフォームや耐震化
工事の引き合いも引き続き出ている。
東京の大手ゼネコンが手一杯なこともあり、県内

企業の受注は良好。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。価格
面では、各社とも繁忙な状況が続いており、値下げ
して受注する状況にはない。
住宅：1～3月期の住宅建設は全体では、ほぼ前年
並みで推移している。
マンションは建設コスト高が続いており、価格が購
入者の望むものと離れてきており、販売がやや不調
となっている。埼玉県におけるマンション契約率は、
年明け以降50％台と概ね好不調の目安といわれる
70％を下回って推移している。販売サイドからみる
と、利幅が小さくなっている。浦和駅や大宮駅の周
辺など価格が高くても売れる物件に供給を絞る傾
向にある。マンション業者では、リフォーム物件の販
売などに力を入れるところも出ている。
大手ゼネコンが優良工事を多く抱え、県内のマン

ション工事を請け負わなくなっている。県内建設業
者が高値で請け負うようになっており、建設業者の
収益環境は良い。
戸建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した
模様。雇用や所得が安定しており、金利も低く、賃貸
の賃料との比較で購入する人も多い。ただ、場所や
価格により売れ行きの差が大きくなっている。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢が強く、増加が続いていたが、ここにきてや
や息切れ気味となっている。

先行きは、価格が合わないものは売れなくなると
みられる。とくにマンションは価格が高くなっている
ことから、高価格で売れるもの以外の供給は手控え
られると見られる。貸家は相続対策や低金利などで、
好調な建設が続いていたが、供給過剰の懸念もあ
り、先行きは不透明となっている。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：1～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
大きく下回ったとみられる。前年割れは2015年7～
9月期から続いており、売上不振が長期化している。
来店客の減少傾向も続いている。自社カードを保有
するコア顧客の来店回数や買上げ単価は上がって
いるが、カードホルダー以外の一般顧客の来店が
落ち込んでいるという。
来店客の減少で、主力の衣料品だけでなく食料
品の売上も減少している。
衣料品は、紳士服・婦人服ともに減少が続き不振

が目立っている。天候不順の影響もあるが、消費者
の衣料品購入先が専門店やネット通販にシフトして
いるといった構造的要因が影響しているとみられる。
衣料品の販売不振への対策としては、自社開発商
品を投入し差別化を図るといった衣料品強化の動
きがある一方、衣料品の売場を縮小するといった対
応がみられた。衣料品売場に替わって、ネイルサロ
ン、エステサロン、幼児教室、パソコン教室などの
“コト消費”や、売上が伸びている化粧品、雑貨の売
場を広げる動きがあった。
食料品の売上も前年割れとなっているが、最近は
食に対する関心が高まっているという。健康に良い
ヘルシーな食品へのこだわりが強いほか、スイーツ・
惣菜など、見ても・食べても楽しめるような食品の人
気が高まっている。また、化粧品の動きも良いようだ。
化粧品はリピーターが多く、とくに肌を美しく健康に
保つ機能のある基礎化粧品が売れているという。
ボリュームゾーンの中間層は、必要なものだけを

買う実需志向が強く、慎重な購入姿勢が続いてい
る。先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状
と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年が
うるう年で営業日が１日少なかった影響もあり、前年を
下回ったとみられる。品目別にみると、百貨店と同様に
衣料品売上の減少が続いている。主力の食料品の売
上も前年並みにとどまった模様で、勢いはみられない。
消費者の節約意識は依然として高く、不要不急の

買い物を避ける傾向が強い。最近では、毎月のお買い
得デーやポイント何倍といった特典のある日に顧客が
集中する傾向が、以前に比べて強まっているとの声も
あった。消費者は近隣のいくつかの店舗のお買い得
デーを使い分けて、うまく買い回っているようだ。
一方で、新しい商品やテレビなどで話題の商品、
健康志向の商品、付加価値が高く高機能の商品へ
の反応は良く、価格が高めでも良く売れている。また、
家で食事を作る人が増えているためか、ワンランク
上の肉などの品質が良い素材がコンスタントに売れ
るという動きもある。
賃金は上昇しているものの、そのテンポは鈍く、消
費者の所得増加には弾みがつかない。将来不安か
ら生活防衛意識が高まっており、慎重な買い物姿勢
が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

埼玉県内企業の2016年冬の ボーナス支給状況

2016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。

ボーナス支給実績の有無
2016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」とした企業は56.2％、「正
社員のみ支給」とした企業は35.7％、「支給しない」とし
た企業は8.0％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」

とした企業が0.9ポイント増加し、「支給しない」とした企
業が1.4ポイント減少している。「支給しない」ところは
減ってきており、9割以上の企業でボーナスを支給して
いる。人手の不足感が強まるなか、パート、アルバイトを
含めてボーナスを支給する企業が増えている。
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67.8％、非製造業では49.7％であ
る。「正社員のみ支給」は製造業で25.6％、非製造業で
41.5％。また、「支給しない」は製造業で6.7％、非製造
業で8.8％であった。
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
製造業に比べて高い。「支給しない」とするところはい
ずれの業種とも1割以下であった。

　
一人当たりボーナス支給額
2016年冬のボーナス支給総額を支給対象人員で
割った、一人当たり支給額は411,501円となり、前年実
績の403,830円に比べ1.9％の増加となった（ボーナス

支給実額を記入いただいた企業186社を集計）。
冬のボーナスは2015年には前年比でマイナスとなっ

たが、2016年はプラスとなった。景気の持ち直しが続く
なか、企業の売上、利益が堅調なことに加え、人手不足
への対応もあるとみられ、2年ぶりの増加となった。
業種別にみると、製造業では458,351円と前年の
448,153円から2.3％の増加、非製造業では394,329
円で前年の387,335円から1.8％の増加と、いずれも増
加となった。

冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移を

みると、2009年にリーマンショックを受け、企業収益、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、2012年と再び減少となった。
2013年は2012年冬以降の景気の持ち直しにより、

2013年は一人当たり支給額同様、2010年以来３年
ぶりに前年を上回った。2014年、2015年はパート・アル
バイトを含めた支給対象の拡大もあり、支給対象人員が
増加したことから、支給総額は比較的大きな増加となっ
た。2016年は企業業績の改善、人手不足への対応も
あり支給総額は4年連続の増加となった。

　

2017年夏のボーナス支給予定
2017年夏のボーナス支給予定については、2016年
夏のボーナスに比べて、「増加」16.9％、「変わらない」
68.4％、「減少」9.7％、「支給しない」5.1％となった。
「変わらない」とするところが7割近くと多いが、「増加」
が「減少」を上回り、「支給しない」は少なかった。今夏
のボーナスも、冬のボーナスに続き増加が見込まれる。

（吉嶺暢嗣）

企業収益にも改善の動きがみられ、冬のボーナスは
2010年以来3年ぶりに前年を上回り、2014年も2年連
続で増加となった。2015年は業況回復の遅れに加え支
給対象が広がったことから、一人当たり支給額が下押し
され3年振りのマイナスとなった。2016年は企業業績
の回復に加え、人手不足感の強まりからプラスとなった。

ボーナス支給総額と支給人員
アンケート回答企業の2016年冬のボーナス支給総
額は108億48百万円で、当該企業の前年実績104億
39百万円から3.9％の増加となった。また、支給対象人
員は前年比2.0％の増加となった。企業業績の改善や、
支給範囲の拡大から、支給総額、支給人員ともに増加
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3.2％の増加、非製造業が同4.2％の増加とそれぞれ
増加となった。支給対象人員は製造業で同0.9％の増
加、非製造業で同2.4％の増加となった。支給総額、支
給対象人員とも製造業に比べ、人手不足感の強い非製
造業での伸び率が大きかった。

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

●2016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

56.2
(55.3)
35.7
(35.3)
8.0
(9.4)

67.8
(65.6)
25.6
(23.7)
6.7

(10.8)

49.7
(49.4)
41.5
(42.0)
8.8
(8.6)

(%)

（　　）内は2015年実績

●2016年冬のボーナス一人当たり支給額

企業数
前年比

全産業

製造業

非製造業

186

66

120

411,501

458,351

394,329

一人当たり支給額
2016年 2015年

403,830

448,153

387,335

1.9

2.3

1.8

（社、円、％）

●2017年夏のボーナス支給予定

全産業

製造業

非製造業

16.9

17.6

16.4

増加

68.4

69.4

67.8

変わらない

9.7

10.6

9.2

減少

5.1

2.4

6.6

支給しない

（％）

前年比

全産業

製造業

非製造業

26,362

7,071

19,291

支給対象人員支給総額
2016年 2015年

25,850

7,011

18,839

2.0

0.9

2.4

前年比

10,848

3,241

7,607

2016年 2015年

10,439

3,142

7,297

3.9

3.2

4.2

●2016年冬のボーナス支給総額と支給対象人員
（百万円、人、％）

●冬のボーナス支給総額（前年比）の推移

2017年1月中旬実施。対象企業数979社、
回答企業数255社、回答率26.0％。

●冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
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埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直し ている。

百貨店・スーパー販売額（全店）・前年比（左目盛）
百貨店・スーパー販売額（既存店）・前年比（左目盛）
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景気動向指数 改善を示している

1月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：91.8（前月比＋3.7ポイント）、一致指数：127.1
（同＋0.8ポイント）、遅行指数：114.1（同▲1.9ポイ
ント）となった。
先行指数は2カ月ぶりに上昇した。
一致指数は2カ月ぶりの上昇となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比＋0.60ポイント
と、7カ月連続で上昇した。埼玉県は、景気の基調判
断を、9カ月連続で「改善を示している」としている。
遅行指数は2カ月連続の下降となった。

個人消費 新車販売台数が5カ月連続で増加

2月の百貨店・スーパー販売額は732億円、前年比
▲4.0％（既存店）と3カ月連続で減少。前年がうるう
年で営業日が1日少なかった影響もあり減少率が拡
大した。業態別では百貨店（同▲6.7％）、スーパー
（同▲3.3％）とも減少。新設店を含む全店ベースの
販売額も同▲7.2％と10カ月連続で減少した。
3月の新車販売台数（乗用車）は20,938台、前年
比＋13.4％と5カ月連続で2ケタ増となった。新型車
の販売が好調だった。車種別では普通乗用車が
11,158台（同＋11.3％）、小型乗用車は9,780台
（同＋16.0％）だった。

住 宅 2カ月ぶりに前年を下回る

2月の新設住宅着工戸数は4,413戸、前年比▲
5.0％と2カ月ぶりに前年を下回った。
利用関係別では、貸家が1,700戸（前年比＋
3.7％）と2カ月ぶりに増加したものの、持家は1,253
戸（同▲2.3％）、分譲が1,457戸（同▲13.5％）と、
いずれも2カ月ぶりに減少した。　　
分譲住宅は、戸建が1,344戸（同▲3.9％）と3カ

月ぶりに減少し、マンションも105戸（同▲63.0％）と
2カ月ぶりに減少した。

公共工事 3カ月ぶりに前年を下回る

3月の公共工事請負金額は149億円、前年比▲
13.9％と3カ月ぶりに前年を下回った。2016年4月
～2017年3月までの累計でも、同▲5.6％と前年を
下回っている。
発注者別では、都道府県（前年比＋27.7％）と市町
村（同＋48.7％）は増加したものの、国（同▲36.7％）、
独立行政法人等（同▲69.8％）が減少した。
なお、3月の請負件数は279件（同＋9.0％）と前年

を上回っている。

生 産 2カ月ぶりに上昇

1月の鉱工業指数をみると、生産指数は98.2、前
月比＋3.2％と2カ月ぶりに上昇した。
業種別では、化学、電子部品・デバイス、プラス

チック製品など12業種が増加したものの、輸送機
械、非鉄金属、生産用機械など11業種が減少した。
在庫指数は115.5、前月比＋0.9％と2カ月ぶりに
上昇した。
業種別では、電子部品・デバイス、鉄鋼、生産用機
械など15業種が増加したものの、輸送機械、電気機
械、プラスチック製品など5業種が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.15倍

2月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.02ポイント上昇の1.15倍となった。　
有効求職者数が79,143人（前年比▲4.1％）と、
81カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
101,069人（同＋14.8％）と、44カ月連続で前年を
上回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.04ポイント下降の1.78倍となっている。
なお、2月の就業地別有効求人倍率（季節調整値）
は、前月から0.02ポイント上昇の1.33倍であった。

%戸

年月

新設住宅着工戸数の推移

給与

貸家

持家

分譲

資料：国土交通省

公共工事請負金額の推移

資料：東日本建設業保証㈱  関東：埼玉、東京、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬
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鉱工業指数の推移

資料：経済産業省、埼玉県 （注）予測は、鉱工業生産指数（全国）を製造工業予測指数で換算したもの
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概況

埼玉りそな経済情報2017.5埼玉りそな経済情報2017.5

埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直し ている。

百貨店・スーパー販売額（全店）・前年比（左目盛）
百貨店・スーパー販売額（既存店）・前年比（左目盛）

%

年月

新車販売台数（乗用車）・前年比（右目盛）

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

7,000

6,000

0

前年比（右目盛）

-20

-10

10

20

0

50

40

30

3 4 52016/2 17/1 21211109876 3 4 5 62016/2 217/1121110987
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遅行指数

17161514131211102009

景気動向指数 改善を示している

1月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：91.8（前月比＋3.7ポイント）、一致指数：127.1
（同＋0.8ポイント）、遅行指数：114.1（同▲1.9ポイ
ント）となった。
先行指数は2カ月ぶりに上昇した。
一致指数は2カ月ぶりの上昇となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比＋0.60ポイント
と、7カ月連続で上昇した。埼玉県は、景気の基調判
断を、9カ月連続で「改善を示している」としている。
遅行指数は2カ月連続の下降となった。

個人消費 新車販売台数が5カ月連続で増加

2月の百貨店・スーパー販売額は732億円、前年比
▲4.0％（既存店）と3カ月連続で減少。前年がうるう
年で営業日が1日少なかった影響もあり減少率が拡
大した。業態別では百貨店（同▲6.7％）、スーパー
（同▲3.3％）とも減少。新設店を含む全店ベースの
販売額も同▲7.2％と10カ月連続で減少した。
3月の新車販売台数（乗用車）は20,938台、前年
比＋13.4％と5カ月連続で2ケタ増となった。新型車
の販売が好調だった。車種別では普通乗用車が
11,158台（同＋11.3％）、小型乗用車は9,780台
（同＋16.0％）だった。

住 宅 2カ月ぶりに前年を下回る

2月の新設住宅着工戸数は4,413戸、前年比▲
5.0％と2カ月ぶりに前年を下回った。
利用関係別では、貸家が1,700戸（前年比＋
3.7％）と2カ月ぶりに増加したものの、持家は1,253
戸（同▲2.3％）、分譲が1,457戸（同▲13.5％）と、
いずれも2カ月ぶりに減少した。　　
分譲住宅は、戸建が1,344戸（同▲3.9％）と3カ

月ぶりに減少し、マンションも105戸（同▲63.0％）と
2カ月ぶりに減少した。

公共工事 3カ月ぶりに前年を下回る

3月の公共工事請負金額は149億円、前年比▲
13.9％と3カ月ぶりに前年を下回った。2016年4月
～2017年3月までの累計でも、同▲5.6％と前年を
下回っている。
発注者別では、都道府県（前年比＋27.7％）と市町
村（同＋48.7％）は増加したものの、国（同▲36.7％）、
独立行政法人等（同▲69.8％）が減少した。
なお、3月の請負件数は279件（同＋9.0％）と前年

を上回っている。

生 産 2カ月ぶりに上昇

1月の鉱工業指数をみると、生産指数は98.2、前
月比＋3.2％と2カ月ぶりに上昇した。
業種別では、化学、電子部品・デバイス、プラス

チック製品など12業種が増加したものの、輸送機
械、非鉄金属、生産用機械など11業種が減少した。
在庫指数は115.5、前月比＋0.9％と2カ月ぶりに
上昇した。
業種別では、電子部品・デバイス、鉄鋼、生産用機
械など15業種が増加したものの、輸送機械、電気機
械、プラスチック製品など5業種が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.15倍

2月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.02ポイント上昇の1.15倍となった。　
有効求職者数が79,143人（前年比▲4.1％）と、
81カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
101,069人（同＋14.8％）と、44カ月連続で前年を
上回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.04ポイント下降の1.78倍となっている。
なお、2月の就業地別有効求人倍率（季節調整値）
は、前月から0.02ポイント上昇の1.33倍であった。
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新設住宅着工戸数の推移
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貸家

持家

分譲

資料：国土交通省

公共工事請負金額の推移

資料：東日本建設業保証㈱  関東：埼玉、東京、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬
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鉱工業指数の推移

資料：経済産業省、埼玉県 （注）予測は、鉱工業生産指数（全国）を製造工業予測指数で換算したもの
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月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2017.5埼玉りそな経済情報2017.5

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

資料出所

158,230

156,168

147,166

152,979

11,515

13,381

18,458

9,610

10,806

13,429

13,231

10,165

15,000

11,475

13,074

12,835

12,884

15,090

20,938

▲ 4.2

▲ 1.3

▲ 5.8

3.9

0.4

▲ 1.1

▲ 0.7

7.9

7.6

5.4

▲ 0.9

2.8

4.7

▲ 2.5

16.5

13.4

11.9

12.8

13.4

2,872,111

2,860,472

2,704,485

2,801,491

210,384

239,409

346,794

184,562

193,891

248,301

244,215

190,749

269,713

209,836

235,871

227,766

229,100

273,860

398,048

▲ 4.7

▲ 0.4

▲ 5.5

3.6

1.3

▲ 4.1

▲ 2.7

8.4

7.3

3.6

▲ 0.6

5.5

3.8

1.6

16.2

11.5

8.9

14.4

14.8

483

403

359

354

25

31

17

26

28

30

38

38

29

27

27

38

22

30

30

74,225

56,640

36,187

65,358

1,413

2,276

3,967

8,911

2,368

1,892

11,792

4,485

6,633

3,138

3,470

15,013

1,662

5,140

2,807

10,855

9,731

8,812

8,446

675

723

746

695

671

763

712

726

649

683

693

710

605

688

786

2,782,347

1,874,065

2,112,382

2,006,119

126,927

163,516

175,899

103,344

115,852

108,065

124,019

126,049

85,063

111,235

594,484

171,666

128,487

115,834

166,801

96.4

99.1

100.0

99.7

99.5

99.7

99.6

99.8

99.8

99.7

99.5

99.5

99.5

100.1

99.9

99.8

99.4

99.4

0.6

2.8

0.9

▲ 0.3

▲ 0.1

0.1

▲ 0.2

▲ 0.6

▲ 0.6

▲ 0.5

▲ 0.5

▲ 0.7

▲ 0.7

0.0

0.2

0.0

▲ 0.1

▲ 0.3

96.6

99.2

100.0

99.9

99.5

99.6

99.7

99.9

100.0

99.9

99.6

99.7

99.8

100.4

100.4

100.1

100.0

99.8

0.4

2.7

0.8

▲ 0.1

▲ 0.1

0.2

0.0

▲ 0.3

▲ 0.5

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.5

▲ 0.5

0.1

0.5
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新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

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

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

資料出所

93.1

97.6

95.5

94.7

98.4

93.3

94.8

93.4

93.1

93.8

94.0

98.0

94.1

91.5

95.6

95.2

98.2

▲ 3.3

4.8

▲ 2.2

▲ 0.8

4.8

▲ 5.2

1.6

▲ 1.5

▲ 0.3

0.8

0.2

4.3

▲ 4.0

▲ 2.8

4.5

▲ 0.4

3.2

97.0

99.0

97.8

97.7

97.0

95.3

96.4

96.8

95.6

97.0

97.0

98.3

98.6

98.9

99.9

100.6

98.5

101.7

▲ 0.8

2.1

▲ 1.2

▲ 0.1

1.1

▲ 1.8

1.2

0.4

▲ 1.2

1.5

0.0

1.3

0.3

0.3

1.0

0.7

▲ 2.1

3.2

112.2

170.6

145.3

123.8

133.9

131.7

128.7

130.7

130.3

127.4

127.8

127.4

118.8

114.8

115.7

114.5

115.5

▲ 21.5

52.0

▲ 14.8

▲ 14.8

▲ 0.4

▲ 1.6

▲ 2.3

1.6

▲ 0.3

▲ 2.2

0.3

▲ 0.3

▲ 6.8

▲ 3.4

0.8

▲ 1.0

0.9

105.7

112.3

112.3

106.4

113.0

112.4

114.2

112.6

112.8

112.4

110.5

110.5

109.9

108.5

106.6

107.3

107.4

108.1

▲ 4.3

6.2

0.0

▲ 5.3

0.3

▲ 0.5

1.6

▲ 1.4

0.2

▲ 0.4

▲ 1.7

0.0

▲ 0.5

▲ 1.3

▲ 1.8

0.7

0.1

0.7

3,378

3,038

2,376

2,391

108

288

182

161

263

159

159

247

179

235

264

146

155

289

24.9

▲ 10.1

▲ 21.8

0.6

▲ 29.9

15.1

▲ 16.5

▲ 19.6

6.0

▲ 22.5

▲ 29.7

21.0

85.7

5.4

50.3

▲ 16.7

43.3

0.5

56,127

53,818

50,515

50,753

3,460

4,013

4,019

3,858

5,051

4,679

3,862

4,877

4,463

4,093

4,199

4,177

4,218

4,340

11.8

▲ 4.1

▲ 6.1

0.5

▲ 11.1

▲ 12.0

12.7

▲ 22.0

19.0

4.2

▲ 15.9

16.7

10.8

▲ 3.7

10.4

5.4

21.9

8.1

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

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

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

資料出所

63,024

56,504

57,357

61,981

4,125

4,644

4,512

4,915

6,216

5,670

5,230

5,584

5,321

5,730

5,164

4,870

4,617

4,413

5.7

▲ 10.3

1.5

8.1

▲ 1.2

3.3

▲ 2.2

8.0

36.8

8.1

7.3

18.5

12.9

8.4

▲ 0.6

▲ 1.6

11.9

▲ 5.0

980,025

892,261

909,299

967,237

67,815

72,831

75,744

82,398

78,728

85,953

85,208

82,242

85,622

87,239

85,051

78,406

76,491

70,912

11.0

▲ 9.0

1.9

6.4

0.2

7.8

8.4

9.0

9.8

▲ 2.5

8.9

2.5

10.0

13.1

6.7

3.9

12.8

▲ 2.6

14.5

15.3

16.8

16.5

14.5

16.5

16.3

16.3

14.3

16.1

16.5

16.1

16.7

18.0

18.1

18.4

16.0

12.8

12.6

▲ 6.9

▲2.2

▲ 9.9

▲ 11.3

▲ 10.0

▲ 8.4

▲ 4.0

0.0

0.7

2.6

▲ 6.7

7.2

5.2

10.8

10.0

16.4

17.5

17.6

17.5

16.1

17.5

17.9

17.7

15.9

17.2

17.7

16.7

17.6

17.9

18.6

18.6

16.6

P 18.4

4.3

6.8

▲ 0.5

▲ 0.6

▲ 4.2

▲ 2.2

▲ 1.6

▲ 1.1

▲ 2.4

0.0

1.1

▲1.1

▲0.5

0.0

1.6

2.2

2.9

P 4.8

98.1

98.5

100.0

99.7

100.1

99.7

98.7

100.0

100.2

100.3

99.8

100.1

99.5

99.2

99.7

99.6

99.7

0.0

0.5

1.5

▲0.3

▲ 0.4

▲ 0.4

0.3

▲ 0.1

▲ 0.2

0.1

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 0.7

▲ 0.9

▲ 0.4

0.0

▲ 0.4

98.6

99.0

100.0

100.9

100.3

100.0

99.4

101.0

101.1

101.4

101.4

101.3

101.2

101.2

101.4

101.6

101.4

P 101.1

▲ 0.2

0.4

1.0

0.9

1.2

1.0

1.2

0.8

0.8

0.9

0.8

0.9

1.0

0.9

1.0

1.0

1.1

P1.1

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

戸 前年比（％） 戸 前年比（％） 時間 前年比（％） 時間 前年比（％）2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

埼玉県

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

資料出所

0.62

0.74

0.85

1.04

0.94

0.95

0.98

1.00

1.02

1.03

1.04

1.06

1.08

1.10

1.11

1.13

1.13

1.15

0.93

1.09

1.20

1.36

1.29

1.29

1.31

1.33

1.35

1.36

1.37

1.37

1.38

1.40

1.41

1.43

1.43

1.43

23,721

24,898

27,136

30,731

31,953

32,720

29,107

29,226

28,120

28,848

29,659

30,626

32,851

34,186

32,318

29,156

37,814

36,549

0.5

5.0

9.0

13.2

6.4

19.1

15.6

15.2

17.2

11.9

8.8

19.1

16.9

5.0

14.9

11.9

18.3

11.7

794

834

863

911

972

966

921

895

853

907

891

888

944

956

893

842

1,007

1,014

7.8

5.0

3.5

5.5

2.7

9.6

5.2

3.9

10.3

5.7

▲ 1.1

8.8

9.1

▲ 1.1

7.7

7.8

3.6

4.9

10,575

10,799

10,573

10,186

870

789

863

806

850

823

873

800

775

833

858

1,045

835

732

▲ 2.6

1.4

▲ 1.0

▲ 0.6

1.4

3.8

▲ 1.7

0.3

▲ 1.3

▲ 1.1

0.2

▲ 4.3

▲ 3.0

▲ 0.2

0.1

▲ 0.6

▲ 1.7

▲ 4.0

197,774

201,973

200,491

195,979

16,914

14,886

16,463

15,460

15,982

15,679

17,214

15,545

14,710

15,970

16,479

20,676

16,743

14,493

▲ 0.4

0.9

0.4

▲ 0.9

0.9

2.2

▲ 1.2

▲ 0.7

▲ 2.1

▲ 1.4

0.7

▲ 3.6

▲ 3.2

▲ 1.0

▲ 0.3

▲ 1.3

▲ 1.1

▲ 2.7

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●有効求人倍率の年次は原数値。百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース
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月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2017.5埼玉りそな経済情報2017.5

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

資料出所

158,230

156,168

147,166

152,979

11,515

13,381

18,458

9,610

10,806

13,429

13,231

10,165

15,000

11,475

13,074

12,835

12,884

15,090

20,938

▲ 4.2

▲ 1.3

▲ 5.8

3.9

0.4

▲ 1.1

▲ 0.7

7.9

7.6

5.4

▲ 0.9

2.8

4.7

▲ 2.5

16.5

13.4

11.9

12.8

13.4

2,872,111

2,860,472

2,704,485

2,801,491

210,384

239,409

346,794

184,562

193,891

248,301

244,215

190,749

269,713

209,836

235,871

227,766

229,100

273,860

398,048

▲ 4.7

▲ 0.4

▲ 5.5

3.6

1.3

▲ 4.1

▲ 2.7

8.4

7.3

3.6

▲ 0.6

5.5

3.8

1.6

16.2

11.5

8.9

14.4

14.8

483

403

359

354

25

31

17

26

28

30

38

38

29

27

27

38

22

30

30

74,225

56,640

36,187

65,358

1,413

2,276

3,967

8,911

2,368

1,892

11,792

4,485

6,633

3,138

3,470

15,013

1,662

5,140

2,807

10,855

9,731

8,812

8,446

675

723

746

695

671

763

712

726

649

683

693

710

605

688

786

2,782,347

1,874,065

2,112,382

2,006,119

126,927

163,516

175,899

103,344

115,852

108,065

124,019

126,049

85,063

111,235

594,484

171,666

128,487

115,834

166,801

96.4

99.1

100.0

99.7

99.5

99.7

99.6

99.8

99.8

99.7

99.5

99.5

99.5

100.1

99.9

99.8

99.4

99.4

0.6

2.8

0.9

▲ 0.3

▲ 0.1

0.1

▲ 0.2

▲ 0.6

▲ 0.6

▲ 0.5

▲ 0.5

▲ 0.7

▲ 0.7

0.0

0.2

0.0

▲ 0.1

▲ 0.3

96.6

99.2

100.0

99.9

99.5

99.6

99.7

99.9

100.0

99.9

99.6

99.7

99.8

100.4

100.4

100.1

100.0

99.8

0.4

2.7

0.8

▲ 0.1

▲ 0.1

0.2

0.0

▲ 0.3

▲ 0.5

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.5

▲ 0.5

0.1

0.5

0.3

0.4

0.3

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

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

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

資料出所

93.1

97.6

95.5

94.7

98.4

93.3

94.8

93.4

93.1

93.8

94.0

98.0

94.1

91.5

95.6

95.2

98.2

▲ 3.3

4.8

▲ 2.2

▲ 0.8

4.8

▲ 5.2

1.6

▲ 1.5

▲ 0.3

0.8

0.2

4.3

▲ 4.0

▲ 2.8

4.5

▲ 0.4

3.2

97.0

99.0

97.8

97.7

97.0

95.3

96.4

96.8

95.6

97.0

97.0

98.3

98.6

98.9

99.9

100.6

98.5

101.7

▲ 0.8

2.1

▲ 1.2

▲ 0.1

1.1

▲ 1.8

1.2

0.4

▲ 1.2

1.5

0.0

1.3

0.3

0.3

1.0

0.7

▲ 2.1

3.2

112.2

170.6

145.3

123.8

133.9

131.7

128.7

130.7

130.3

127.4

127.8

127.4

118.8

114.8

115.7

114.5

115.5

▲ 21.5

52.0

▲ 14.8

▲ 14.8

▲ 0.4

▲ 1.6

▲ 2.3

1.6

▲ 0.3

▲ 2.2

0.3

▲ 0.3

▲ 6.8

▲ 3.4

0.8

▲ 1.0

0.9

105.7

112.3

112.3

106.4

113.0

112.4

114.2

112.6

112.8

112.4

110.5

110.5

109.9

108.5

106.6

107.3

107.4

108.1

▲ 4.3

6.2

0.0

▲ 5.3

0.3

▲ 0.5

1.6

▲ 1.4

0.2

▲ 0.4

▲ 1.7

0.0

▲ 0.5

▲ 1.3

▲ 1.8

0.7

0.1

0.7

3,378

3,038

2,376

2,391

108

288

182

161

263

159

159

247

179

235

264

146

155

289

24.9

▲ 10.1

▲ 21.8

0.6

▲ 29.9

15.1

▲ 16.5

▲ 19.6

6.0

▲ 22.5

▲ 29.7

21.0

85.7

5.4

50.3

▲ 16.7

43.3

0.5

56,127

53,818

50,515

50,753

3,460

4,013

4,019

3,858

5,051

4,679

3,862

4,877

4,463

4,093

4,199

4,177

4,218

4,340

11.8

▲ 4.1

▲ 6.1

0.5

▲ 11.1

▲ 12.0

12.7

▲ 22.0

19.0

4.2

▲ 15.9

16.7

10.8

▲ 3.7

10.4

5.4

21.9

8.1

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

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

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

資料出所

63,024

56,504

57,357

61,981

4,125

4,644

4,512

4,915

6,216

5,670

5,230

5,584

5,321

5,730

5,164

4,870

4,617

4,413

5.7

▲ 10.3

1.5

8.1

▲ 1.2

3.3

▲ 2.2

8.0

36.8

8.1

7.3

18.5

12.9

8.4

▲ 0.6

▲ 1.6

11.9

▲ 5.0

980,025

892,261

909,299

967,237

67,815

72,831

75,744

82,398

78,728

85,953

85,208

82,242

85,622

87,239

85,051

78,406

76,491

70,912

11.0

▲ 9.0

1.9

6.4

0.2

7.8

8.4

9.0

9.8

▲ 2.5

8.9

2.5

10.0

13.1

6.7

3.9

12.8

▲ 2.6

14.5

15.3

16.8

16.5

14.5

16.5

16.3

16.3

14.3

16.1

16.5

16.1

16.7

18.0

18.1

18.4

16.0

12.8

12.6

▲ 6.9

▲2.2

▲ 9.9

▲ 11.3

▲ 10.0

▲ 8.4

▲ 4.0

0.0

0.7

2.6

▲ 6.7

7.2

5.2

10.8

10.0

16.4

17.5

17.6

17.5

16.1

17.5

17.9

17.7

15.9

17.2

17.7

16.7

17.6

17.9

18.6

18.6

16.6

P 18.4

4.3

6.8

▲ 0.5

▲ 0.6

▲ 4.2

▲ 2.2

▲ 1.6

▲ 1.1

▲ 2.4

0.0

1.1

▲1.1

▲0.5

0.0

1.6

2.2

2.9

P 4.8

98.1

98.5

100.0

99.7

100.1

99.7

98.7

100.0

100.2

100.3

99.8

100.1

99.5

99.2

99.7

99.6

99.7

0.0

0.5

1.5

▲0.3

▲ 0.4

▲ 0.4

0.3

▲ 0.1

▲ 0.2

0.1

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 0.7

▲ 0.9

▲ 0.4

0.0

▲ 0.4

98.6

99.0

100.0

100.9

100.3

100.0

99.4

101.0

101.1

101.4

101.4

101.3

101.2

101.2

101.4

101.6

101.4

P 101.1

▲ 0.2

0.4

1.0

0.9

1.2

1.0

1.2

0.8

0.8

0.9

0.8

0.9

1.0

0.9

1.0

1.0

1.1

P1.1

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

戸 前年比（％） 戸 前年比（％） 時間 前年比（％） 時間 前年比（％）2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

埼玉県

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

資料出所

0.62

0.74

0.85

1.04

0.94

0.95

0.98

1.00

1.02

1.03

1.04

1.06

1.08

1.10

1.11

1.13

1.13

1.15

0.93

1.09

1.20

1.36

1.29

1.29

1.31

1.33

1.35

1.36

1.37

1.37

1.38

1.40

1.41

1.43

1.43

1.43

23,721

24,898

27,136

30,731

31,953

32,720

29,107

29,226

28,120

28,848

29,659

30,626

32,851

34,186

32,318

29,156

37,814

36,549

0.5

5.0

9.0

13.2

6.4

19.1

15.6

15.2

17.2

11.9

8.8

19.1

16.9

5.0

14.9

11.9

18.3

11.7

794

834

863

911

972

966

921

895

853

907

891

888

944

956

893

842

1,007

1,014

7.8

5.0

3.5

5.5

2.7

9.6

5.2

3.9

10.3

5.7

▲ 1.1

8.8

9.1

▲ 1.1

7.7

7.8

3.6

4.9

10,575

10,799

10,573

10,186

870

789

863

806

850

823

873

800

775

833

858

1,045

835

732

▲ 2.6

1.4

▲ 1.0

▲ 0.6

1.4

3.8

▲ 1.7

0.3

▲ 1.3

▲ 1.1

0.2

▲ 4.3

▲ 3.0

▲ 0.2

0.1

▲ 0.6

▲ 1.7

▲ 4.0

197,774

201,973

200,491

195,979

16,914

14,886

16,463

15,460

15,982

15,679

17,214

15,545

14,710

15,970

16,479

20,676

16,743

14,493

▲ 0.4

0.9

0.4

▲ 0.9

0.9

2.2

▲ 1.2

▲ 0.7

▲ 2.1

▲ 1.4

0.7

▲ 3.6

▲ 3.2

▲ 1.0

▲ 0.3

▲ 1.3

▲ 1.1

▲ 2.7

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●有効求人倍率の年次は原数値。百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース
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花と歌舞伎と名水のまち　おがの

小鹿野町長　福島 弘文氏

小鹿野町
町長のメッセージ
小鹿野町は、平成１７年１０月の町村合併以来、地域の実情等を考慮しながら町民の皆様

との協働や創意工夫によるまちづくりを進めてまいりました。特に、地域包括ケアシステム
の拡充、出産、子育てに関する支援機能の強化、教育環境の整備、農林・商工業・観光業
の振興、社会基盤整備などにより、住んで良かったと感じていただける「活き・生き小鹿野
まちづくり」を積極的に推進しております。
また、平成２８年２月に策定した「小鹿野町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の着実な
実施に向け努力してまいります。

●関越自動車道　花園ＩＣから町役場まで約30㎞

主な交通機関

人口（平成29年4月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成29年1月1日現在）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（商業統計）

商品販売額（同上）

舗装率

資料:「埼玉県市町村勢概要」（平成29年3月）ほか

12,119人

4,777世帯

51.2歳

171.26k㎡

60所

252.4億円

139店

84.8億円

69.2％

さいたま市
秩父市

新緑につつまれた「丸神の滝」 あじさいまつりで上演された「子ども歌舞伎」

はじめに
小鹿野町は、埼玉県の北西部に位置し、秩父市と

群馬県に接している。秩父多摩甲斐国立公園、県立
両神自然公園、県立西秩父自然公園などの自然公
園や、日本百名山の「両神山」、日本の滝百選の「丸
神の滝」、平成の名水百選の「毘沙門水」、日本の
地質百選の「ようばけ」など、豊かな自然環境に恵ま
れている。中心部の小鹿野地区は、古くから江戸と
信州をつなぐ街道の宿場町として栄えたことから、
江戸の影響を受けながら独自の文化が育まれた。
「ようばけ」は、町内を流れる赤平川の右岸に、
白い岩肌を見せている大きな崖である。高さ約
100ｍ、幅約400ｍに及ぶ地層が地表に現れた大

露頭で、　今
から1,500
万年前に堆
積したとさ
れる。この
「ようばけ」
の地層から
は、クジラ
やサメ、カ
ニなど考古
学上貴重な
化 石が数
多く発見さ
れている。

花のまち　小鹿野
小鹿野町は、四季折々に、美しい花 を々楽しむこと

ができる「花のまち」である。
まだ寒さの厳しい1月中旬から2月下旬頃にかけ
て、両神国民休養地で黄色のロウバイが咲き始め、
2月上旬から3月中旬頃には、フクジュソウも地面か
ら姿を見せる。およそ5,000株の黄色のフクジュソウ
のなかには、秩父地方の固有種で赤い花を咲かせ
る「秩父紅」も混じって、彩りを添える。
2月下旬から3月中旬にかけては、両神堂上地内

で、真っ白で可憐なセツブンソウが、約5,000㎡の園
地に、まるで雪が舞い降りたような景色を作り出す。
また、4月中旬頃になると、紫雲山地蔵寺や秩父札
所三十一番鷲窟山観音院へ至る約2kmの道沿い
は、白・赤・ピンクの色とりどりのハナモモで彩られる
ことから、この道は花桃街道とも呼ばれ、サクラとと
もに春の訪れを告げてくれる。
尾ノ内渓谷では、4月下旬からシャクナゲ、5月中

旬からはクリンソウが花を咲かせ、6月中旬には、両
神国民休養地で、ハナショウブやアジサイの花を楽
しめる。そして、9月上旬から10月下旬頃まで、両神
山麓花の郷では、350種、約5,000株のダリアの花
が咲き乱れる。この地のダリアは、2007年から栽培
が始められたもので、地元のボランティアの方々が丹
精込めて手入れを続けている。
季節の花々に加え、秋には見事な紅葉も楽しめる

小鹿野町を、是非一度訪れていただきたい。

歌舞伎のまち　小鹿野
小鹿野歌舞伎の歴史は古く、二百数十年前の文

化文政期、大看板三代目坂東三津五郎に師事した
坂東彦五郎が、この地に江戸歌舞伎を伝えたのが
始まりとされる。彦五郎の没後、弟子たちは幾つかの
流派に分かれたが、その後、大和座に引き継がれた
小鹿野歌舞伎は、明治・大正期に繁栄期を迎えた。
大正後期から衰退を始め、第二次世界大戦後に

大きな危機を迎えた小鹿野歌舞伎だが、昭和40年
代に入って、新大和座が結成され、老人ホームへの
興業などを皮切りに、町内各地の祭りの奉納芝居な
どを担うようになった。昭和48年には、新大和座と小
鹿野5地区の地芝居継承者が合同し、小鹿野歌舞
伎保存会が結成され、昭和52年には、埼玉県指定
無形民俗文化財の指定を受けるに至った。
町では、昭和46年から始まった郷土芸能祭を始

め、年6～7日は定期的に歌舞伎が上演されており、
常設舞台も10カ所残る。最近では、小・中学生によ
る子ども歌舞伎、高校生の歌舞伎、奈倉女歌舞伎
などの一座も活躍し、「町じゅうが役者」であるだけ
でなく、衣装・かつら・大道具などもほぼ自前で、義
太夫・下座・化粧・振り付けなどすべて町民でこなす。
まさに「歌舞伎のまち」の面目躍如たるものがある。
歌舞伎を中心とした、地域性を生かした伝統文化
によるまちおこし事業の成果が認められ、平成5年
には埼玉県「ふるさと彩の国づくりモデル賞」を受
賞している。

名水のまち　小鹿野
小鹿野町は、藤倉のふれあい水や尾ノ内渓谷の

八日見神水など、各所で清らかな水が湧き出す「名
水のまち」である。これら数ある名水のなかでも、
2008年に環境省の「平成の名水百選」に選定され
た毘沙門水が最も有名であろう。
毘沙門水は、白石山（別名：毘沙門山）の山麓、藤

倉馬上地区で湧出する水で、その水量は1日およそ
1,000トンにも達する。カルシウムやミネラルを多く含
む大変おいしい水で、地域の生活用水として利用さ
れているほか、飲用などのため、遠方からも、この水
を汲みに来る人が絶えない。
毘沙門水は、地域住民の方々によって、水源周辺

や水汲み場の巡視・清掃活動などが行われている。
水自体は無料だが、汲みに行かれる際は、環境整備
協力金へのご協力をお願いしたい。 （井上博夫）

小鹿野町概要
小鹿野町
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花と歌舞伎と名水のまち　おがの

小鹿野町長　福島 弘文氏

小鹿野町
町長のメッセージ
小鹿野町は、平成１７年１０月の町村合併以来、地域の実情等を考慮しながら町民の皆様

との協働や創意工夫によるまちづくりを進めてまいりました。特に、地域包括ケアシステム
の拡充、出産、子育てに関する支援機能の強化、教育環境の整備、農林・商工業・観光業
の振興、社会基盤整備などにより、住んで良かったと感じていただける「活き・生き小鹿野
まちづくり」を積極的に推進しております。
また、平成２８年２月に策定した「小鹿野町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の着実な
実施に向け努力してまいります。

●関越自動車道　花園ＩＣから町役場まで約30㎞

主な交通機関

人口（平成29年4月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成29年1月1日現在）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（商業統計）

商品販売額（同上）

舗装率

資料:「埼玉県市町村勢概要」（平成29年3月）ほか

12,119人

4,777世帯

51.2歳

171.26k㎡

60所

252.4億円

139店

84.8億円

69.2％

さいたま市
秩父市

新緑につつまれた「丸神の滝」 あじさいまつりで上演された「子ども歌舞伎」

はじめに
小鹿野町は、埼玉県の北西部に位置し、秩父市と

群馬県に接している。秩父多摩甲斐国立公園、県立
両神自然公園、県立西秩父自然公園などの自然公
園や、日本百名山の「両神山」、日本の滝百選の「丸
神の滝」、平成の名水百選の「毘沙門水」、日本の
地質百選の「ようばけ」など、豊かな自然環境に恵ま
れている。中心部の小鹿野地区は、古くから江戸と
信州をつなぐ街道の宿場町として栄えたことから、
江戸の影響を受けながら独自の文化が育まれた。
「ようばけ」は、町内を流れる赤平川の右岸に、
白い岩肌を見せている大きな崖である。高さ約
100ｍ、幅約400ｍに及ぶ地層が地表に現れた大

露頭で、　今
から1,500
万年前に堆
積したとさ
れる。この
「ようばけ」
の地層から
は、クジラ
やサメ、カ
ニなど考古
学上貴重な
化 石が数
多く発見さ
れている。

花のまち　小鹿野
小鹿野町は、四季折々に、美しい花 を々楽しむこと

ができる「花のまち」である。
まだ寒さの厳しい1月中旬から2月下旬頃にかけ
て、両神国民休養地で黄色のロウバイが咲き始め、
2月上旬から3月中旬頃には、フクジュソウも地面か
ら姿を見せる。およそ5,000株の黄色のフクジュソウ
のなかには、秩父地方の固有種で赤い花を咲かせ
る「秩父紅」も混じって、彩りを添える。
2月下旬から3月中旬にかけては、両神堂上地内

で、真っ白で可憐なセツブンソウが、約5,000㎡の園
地に、まるで雪が舞い降りたような景色を作り出す。
また、4月中旬頃になると、紫雲山地蔵寺や秩父札
所三十一番鷲窟山観音院へ至る約2kmの道沿い
は、白・赤・ピンクの色とりどりのハナモモで彩られる
ことから、この道は花桃街道とも呼ばれ、サクラとと
もに春の訪れを告げてくれる。
尾ノ内渓谷では、4月下旬からシャクナゲ、5月中

旬からはクリンソウが花を咲かせ、6月中旬には、両
神国民休養地で、ハナショウブやアジサイの花を楽
しめる。そして、9月上旬から10月下旬頃まで、両神
山麓花の郷では、350種、約5,000株のダリアの花
が咲き乱れる。この地のダリアは、2007年から栽培
が始められたもので、地元のボランティアの方々が丹
精込めて手入れを続けている。
季節の花々に加え、秋には見事な紅葉も楽しめる

小鹿野町を、是非一度訪れていただきたい。

歌舞伎のまち　小鹿野
小鹿野歌舞伎の歴史は古く、二百数十年前の文

化文政期、大看板三代目坂東三津五郎に師事した
坂東彦五郎が、この地に江戸歌舞伎を伝えたのが
始まりとされる。彦五郎の没後、弟子たちは幾つかの
流派に分かれたが、その後、大和座に引き継がれた
小鹿野歌舞伎は、明治・大正期に繁栄期を迎えた。
大正後期から衰退を始め、第二次世界大戦後に

大きな危機を迎えた小鹿野歌舞伎だが、昭和40年
代に入って、新大和座が結成され、老人ホームへの
興業などを皮切りに、町内各地の祭りの奉納芝居な
どを担うようになった。昭和48年には、新大和座と小
鹿野5地区の地芝居継承者が合同し、小鹿野歌舞
伎保存会が結成され、昭和52年には、埼玉県指定
無形民俗文化財の指定を受けるに至った。
町では、昭和46年から始まった郷土芸能祭を始

め、年6～7日は定期的に歌舞伎が上演されており、
常設舞台も10カ所残る。最近では、小・中学生によ
る子ども歌舞伎、高校生の歌舞伎、奈倉女歌舞伎
などの一座も活躍し、「町じゅうが役者」であるだけ
でなく、衣装・かつら・大道具などもほぼ自前で、義
太夫・下座・化粧・振り付けなどすべて町民でこなす。
まさに「歌舞伎のまち」の面目躍如たるものがある。
歌舞伎を中心とした、地域性を生かした伝統文化
によるまちおこし事業の成果が認められ、平成5年
には埼玉県「ふるさと彩の国づくりモデル賞」を受
賞している。

名水のまち　小鹿野
小鹿野町は、藤倉のふれあい水や尾ノ内渓谷の

八日見神水など、各所で清らかな水が湧き出す「名
水のまち」である。これら数ある名水のなかでも、
2008年に環境省の「平成の名水百選」に選定され
た毘沙門水が最も有名であろう。
毘沙門水は、白石山（別名：毘沙門山）の山麓、藤

倉馬上地区で湧出する水で、その水量は1日およそ
1,000トンにも達する。カルシウムやミネラルを多く含
む大変おいしい水で、地域の生活用水として利用さ
れているほか、飲用などのため、遠方からも、この水
を汲みに来る人が絶えない。
毘沙門水は、地域住民の方々によって、水源周辺

や水汲み場の巡視・清掃活動などが行われている。
水自体は無料だが、汲みに行かれる際は、環境整備
協力金へのご協力をお願いしたい。 （井上博夫）
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小鹿野町
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住宅地平均価格および平均変動率（地価公示）

資料：埼玉県「平成29年地価公示のあらまし 」
(注1）空欄は調査地点のないもの
(注2）新規及び選定替地点は、平均価格には含まれているが、平均変動率には含まれていない
(注3）平均変動率は、継続地点の変動率を単純平均したもので、平均価格の変動率ではない

（平成29年１月１日）

市町村名 平均変動率
（％） 市町村名 市町村名

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

ときがわ町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴ヶ島 市

日 高 市

吉 川 市

ふじみ野市

白 岡 市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

さいたま市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

平均価格
（円/㎡）

189,000 

132,000 

53,500 

192,800 

35,600 

54,800 

164,000 

86,700 

34,300 

42,200 

55,600 

85,900 

107,600 

29,800 

66,900 

44,000 

113,100 

130,000 

128,200 

240,200 

220,300 

101,600 

1.1

0.3

▲ 0.6

0.4

▲ 2.0

▲ 0.4

0.4

0.3

▲ 0.7

▲ 1.6

▲ 0.4

▲ 0.1

▲ 0.5

▲ 1.9

▲ 0.4

▲ 0.2

0.0

0.4

0.3

0.8

1.3

▲ 0.1

平均変動率
（％）

平均価格
（円/㎡）

224,900 

223,600 

232,600 

181,600 

92,300 

59,900 

86,000 

123,500 

162,400 

112,700 

88,300 

90,100 

48,300 

92,900 

50,800 

91,200 

172,300 

81,700 

130,400 

84,700 

134,800 

38,800 

0.8

0.7

1.1

0.4

▲ 0.1

▲ 0.1

▲ 0.2

0.0

0.7

▲ 0.2

▲ 0.1

▲ 0.3

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 0.6

▲ 0.1

0.8

0.1

0.2

0.3

0.6

▲ 1.2

平均変動率
（％）

平均価格
（円/㎡）

25,200 

53,100 

38,000 

27,100 

36,200 

28,900 

31,300 

19,000 

33,900 

34,100 

24,200 

15,600 

14,400 

35,500 

35,800 

58,400 

55,300 

62,400 

48,600 

123,400 

▲ 0.9

▲ 0.1

▲ 1.1

▲ 1.1

▲ 1.0

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 1.6

▲ 0.9

▲ 2.0

▲ 1.2

▲ 1.3

▲ 1.0

0.0

▲ 0.9

▲ 0.2

▲ 0.3

▲ 0.5

▲ 0.6

0.1


