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「ときがわ水辺の道」から見上げる八高線（ときがわ町）

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31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

市町村名

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/㎡）

200,000

135,400

53,600

198,900

34,700

54,600

168,600

87,100

34,200

41,600

56,500

87,100

107,400

28,900

66,600

43,900

113,600

135,600

131,500

244,700

229,100

102,000

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴 ヶ 島 市

日 高 市

吉 川 市

ふ じ み 野 市

白 岡 市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

平均価格
（円/㎡）

234,600

230,600

247,700

186,000

92,300

60,100

85,800

125,800

168,800

113,100

89,100

90,200

47,600

94,400

50,400

91,200

180,800

82,100

134,400

84,800

139,300

38,000

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

平均価格
（円/㎡）

24,800

53,300

37,200

26,500

35,800

28,700

31,200

18,500

33,300

32,900

23,600

15,400

14,200

35,500

35,400

58,300

55,400

61,900

48,600

127,100

平均変動率
（％）

1.9

0.9

0.0

1.5

▲ 1.2

▲ 0.2

1.2

▲ 0.2

▲ 0.4

▲ 0.6

0.4

▲ 0.1

▲ 0.2

▲ 1.3

▲ 0.3

0.0

0.3

2.0

1.1

0.9

2.2

▲ 0.2

平均変動率
（％）

2.1

1.3

3.3

1.0

▲ 0.1

0.0

▲ 0.2

0.8

2.1

0.1

0.3

0.1

▲ 0.4

0.1

▲ 0.5

0.0

2.5

0.2

0.8

0.1

1.7

▲ 0.8

平均変動率
（％）

▲ 0.8

0.2

▲ 0.8

▲ 1.1

▲ 0.6

▲ 0.5

0.2

▲ 1.4

▲ 0.9

▲ 1.8

▲ 1.3

▲ 0.7

▲ 0.7

0.0

▲ 0.5

▲ 0.1

▲ 0.2

▲ 0.4

▲ 0.3

0.7

彩論  関東財務局長 田中 　　 氏
 地域活性化につながるオープンイノベーション

ズームアップ  株式会社ハーベス
経営者セミナー 健康経営Ⓡに期待される効果
  東北大学大学院医学系研究科 公衆衛生学分野 教授 辻 一郎氏
調査  埼玉県における産業動向と見通し
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ズ ー ムアップ

株式会社ハーベスは自動車や電気・電子機器、光学
機器、事務機等の製品に使用される潤滑剤メーカー。
中でもフッ素を用いる特殊潤滑剤を得意とする。主力
製品は幅広い使用温度範囲を持つ高機能グリース「ハ
イルーブ」と、塗布後瞬時に乾燥する「ドライサーフ」だ。
「当社はいち早くフッ素に着目し、潤滑剤に取り入
れて市場を開拓してきました。フッ素はすべり性が良
くて油であるのに燃えないという特性がありますから、
電装部品のスイッチ周辺でも安心して使えます。当
社製品の、自動車電装部のフッ素グリース用途の
シェアはトップレベルだと思います」（前田知憲社長）
同社は潤滑剤事業を柱に据え、それを支える三つの
事業部を持つ。充填作業とOEM製造を請け負う「包
装・充填事業」、天然炭酸水をボトリングする「天然水
事業」、エイジングケアに特化した「化粧品事業」だ。全
く領域の異なるこれらの事業には、共通している点が
二つある。「付加価値がある」「消耗品」ということだ。

　
「もともと私は、同業の会社で働いていたのですが、

極的活用、社内募金活動による児童養護施設への寄
付等を行う同社は、2012年「さいたま市CSRチャレ
ンジ企業」認証を取得した。また、親元で暮らせず経
済的な理由で進学をあきらめている人に向けて、返還
不要の「ハーベス育英奨学金」制度も開設している。
「希望する職業に就きたいと夢を抱く人を年に1人、
卒業までサポートしようと始めました。この取り組み
を継続するためには、当社も利益を出し続けなけれ
ばいけませんね」
これまでに3名をサポートし、そのうち1人は晴れて念
願の保育士となって、埼玉県内で勤務しているという。

顧客製品の機能性を向上させる潤滑剤を製造し、
順調に成長を続けてきた同社。しかし、リーマン・
ショックの時、売上は3分の1ほどに落ち込んだという。
当時多くの企業は余剰人員を削減して企業体力を
温存したが、同社はそうした手段を選ばなかった。
「ワークシェアをしました。仕事がない時期は週休３
～4日にして、給料の高い人を減額して苦しい時期をし
のぎましたね。人を辞めさせることはしませんでした。
その後半年ほどで、受注件数が再び復活しました」
日本で一番社員満足度の高い会社を目標とし、家
賃補助制度、再雇用制度等福利厚生も充実。年間
休日128日、有給休暇の消化を推奨し、2018年の
消化率は76.7％と働きやすい環境を整えることで、
頑張る人が増え、社内にもやる気がみなぎる。それ
が売上が向上する好循環を生み出しているという。
同社は社員にノルマや具体的な数値目標を課してい
ない。「『それで売上が伸びるのが不思議』と、大手
から中途入社した社員に言われます」と前田社長は
笑う。
同社は今後も新たな挑戦を続け、全社員が一枚岩

となって1歩ずつ前進する。来年稼働する新工場と
研究棟の開設が、さらなる成長のキーストーンとなる
ことは間違いないだろう。

性を著しく低下させていた。
一方、オゾン破壊係数がゼロという特殊なフッ素

溶剤を使用していた同社の製品は、環境性能が高い
のに速乾性があり、かつ高い潤滑性を発揮できる優
位性があった。同社のもとにはカメラメーカーからの
注文が殺到し、そのニーズは自動車、電気・電子機
器、事務機等幅広い分野へと広がっていった。
グリースと比べてべたつかず、耐久性もあるドライ
サーフは、自動車のカップフォルダーの摺動部、掃除
機のパイプ伸縮ジョイント部等、幅広いジャンルで使
われ、ロングセラーを続ける。現在、ドライ系潤滑剤
市場においてトップクラスのシェアを持つ。

平成15年、特殊なフッ素樹脂を不燃性の溶剤に
溶かした、工業用フッ素コーティング剤「デュラサー
フ」の製造・販売を開始する。
「フッ素には汚れの付着を防いだり、水や油をはじ
く特性があります。それを生かして、潤滑剤とは別の
カテゴリーの製品ができないかと開発しました」
常温で速乾性があり薄膜で防湿性にも優れたこ

の製品は、モバイル機器のタッチパネル面を防汚し、
指紋が付着しにくくなる効果を持つ。プリント基板の
防湿や自動車のフロントガラスのはっ水にも用いられ
るほか、精密金型用の離型剤としても使用されるな
ど、同社の活躍のフィールドを拡大させた。
そして、さらなる新規事業開拓を模索していた時、

「福島県の奥会津に、天然の炭酸水が湧き出る井戸
がある」という情報を得る。現地を調査すると軟水で
微炭酸、滑らかな舌触りの日本では珍しい発泡水を確
認。明治時代にはヨーロッパにも輸出されていたという。
「それで、われわれがもう１度工場を建ててボトリン
グを始めました。天然の国産炭酸水はほとんど手がけ
られていませんでしたから付加価値があり、外国産よ
りも和食に合うだろうし、日本人に好まれるだろう、と」
そして平成16年、天然水事業部をスタートさせ、

潤滑剤事業に軸足を置き、事業の多角化に挑戦。
積極的に設備投資を行い、成長への青写真を描く
一眼レフカメラのオートフォーカス機構、自動車のカップフォルダーの摺動部等、あらゆる製品の「動く」部分に用いら
れる潤滑剤を製造するハーベス。売上の主軸を担う潤滑剤事業と併せて、早くからリスクヘッジとして異業種に参入し、
事業を多角化してきた。来年には新たに研究棟と新工場も開設され、今後も攻めの姿勢で成長を加速させていく。

株式会社ハーベス

「奥会津金山 天然炭酸の水」を販売。食品卸売業者
に売り込んだり、展示会に出展して営業活動を行うと、
和食、寿司、イタリアン等一流料理人から「使いた
い」と注文が入った。さらに平成28年の伊勢志摩サ
ミットでも採用され、注目を集めた。
また、天然水事業開始と同じ平成16年、包装・充
填事業も開始。平成24年には保湿性の高いエイジ
ングケア化粧品、「メトラッセ」の販売も始めた。
「潤滑剤の販売先は多くが自動車業界です。今後、

自動車が高機能化してスイッチ類がタッチパネルに
なったり音声で作動するようになると、部品点数が減
少し、潤滑剤の活用場所が少なくなっていくでしょう。
その前に、今から次なる事業を育てて、売上の柱にし
ていく考えです」

包装・充填事業は、潤滑剤やグリース、洗浄剤、化
粧品等を金属チューブやラミネートチューブ、ガラス、
樹脂等の容器に充填する作業を請け負い、OEMで
顧客ブランド製品を手がける。

現在、主力となる潤滑剤事業とそれ以外の事業の
売上比率は8：2。今後は、「潤滑剤事業を伸ばしなが
ら、それ以外の事業の比率も高めていきたい」と前
田社長は語る。
その成長戦略として、ニーズが伸びている包装・
充填事業の工場の拡張と自社ブランド化粧品の開
発に向けた研究棟の建設に着手した。
「包装・充填事業部は、当社が発注していた充填
会社が会社を閉めるというのを引き継ぐ形で始めま

した。毎年15％ほど伸びており、ホビー業界や化粧品
業界など、多くの業界から注文をいただいています」
高度な品質管理体制と併せて、ラベル貼りやフィル

ム加工、容器への印刷など小回りの利く対応が評判
を呼び受注増につながっているのでは、と前田社長は
見ている。工場と研究棟の完成予定は来年。新工場
の稼働によって、2022年には包装・充填部門の売上
を現在の2倍の3億円にまで引き上げたい考えだ。

ワーク・ライフ・バランスへの取り組みや高齢者の積

●代 表 者 代表取締役　前田 知憲
●設　　立 昭和63年4月
●資 本 金 5,250万円
●従業員数 152名
●事業内容 特殊潤滑剤・フッ素関連製品の製造・販売、顧客ブランドによる各種工業製品や日用品の
 包装・充填のOEM、天然炭酸水の採取・販売、清涼飲料水の販売、化粧品の企画・販売
●所 在 地 〒330-0061　さいたま市浦和区常盤9-21-14 パークサイドガクヤビル6F
 TEL 048-824-2621　FAX 048-824-2826
●U R L https://www.harves.co.jp 

代表取締役　前田 知憲氏

自分でブランドをつくろうと思い、独立しました」
昭和63（1988）年、東京・池袋で同社を創業し、
潤滑剤のオリジナル製品「ハイルーブ」の製造・販売
を開始する。その後、平成4（1992）年、同社が独自
に開発したのが、フッ素を使った速乾性潤滑剤「ドラ
イサーフ」だった。
「潤滑剤製造のポイントは、原材料の組み合わせ
です。どの原材料をどれくらいブレンドして、最適の
配合にするか。トライアンドエラーを繰り返して、よう
やく目的に合った常温で簡単にフッ素コーティングで
き、高い潤滑性を実現する製品をつくり出しました」
速乾性でべたつかず、均一に塗布することができ

るドライサーフは、薄膜でありながら優れた耐久性を
有する。大手カメラメーカーに営業をかけ、一眼レフ
カメラの、オートフォーカスの駆動部分への使用を提
案すると「いい製品だ！」と、すぐに採用された。
「時代も味方してくれた」と、前田社長は言う。
90年代、環境保護の観点からオゾン層を破壊する

フッ素系溶剤の使用が禁止となった。それを受け、同
業他社は環境に優しい水系潤滑剤を開発するのだ
が、水系のため乾燥までに時間を要し、顧客の生産

関東財務局長
田中 　　氏

今月から新元号が令和となり、新たな時代の幕
開けにあたり、彩論に寄稿させていただくことは大
変光栄です。埼玉りそな経済情報は埼玉県の経
済動向のみならず多角的な視野で構成されてい
て、私の大変有益な情報源となっています。
彩の国・埼玉の動きも加速化してきました。
もともと埼玉は素晴らしい。
―秩父山系を有し関東平野のど真ん中に位置
して、首都圏の一角として農業、製造業、
サービス業すべての産業がバランスよく発
展しています。交通の要衝で自然に恵まれ、
観光資源が豊富で、郷土愛も強く、埼玉は素
晴らしいエリアです。

埼玉には新たな動きがある。
―新たにムーミンバレーパークが開園し、ラグ
ビーワールドカップが開催され、オリンピック
がやってきます。住みたい街の上位にランク
される街が増え人口が増加しています。

埼玉はアクティブだ。
―２５歳以上人口１００人あたりのスポーツ人口
では東京に次いで全国２位、プロスポーツの
チームが７つもあります。全国のシニア演劇
をリードするさいたまゴールド・シアターをは
じめ高齢者の活躍の場があり、誰もがアク
ティブになれる環境があります。

関東財務局は平成１２年からさいたま新都心に
本局を置き、財政、国有財産、金融、経済調査、広
報という５本柱で埼玉の活性化・地方創生に向け
て職員一同取り組んできました。

先般３月には、秩父地域４町(横瀬・皆野・長瀞・
小鹿野)、県庁そして関東財務局の若手職員が４
チームに分かれて、各町の活性化について定期
的に集まって議論し、まとめた提案を各町長にプ
レゼンしました。若手の職員同士、町、県、財務局
という組織の壁を越えて心を合わせて提案をする
雰囲気は次世代に向けて可能性を感じるもので
ありました。
また、関東経済産業局と覚書を結んで、お互い
の強みやネットワークを生かしながら、産業、金融
という車の両輪で地域活性化に取り組んでいこう
という動きにもより力を注いでおります。
このほか、教育関係者と連携し、小・中・高校生
向けに主権者教育の一環として「財政教育プログ
ラム」を展開しています。これは、子供たちにグ
ループで話し合いながら一つの予算をつくっても
らうアクティブラーニングです。次世代を担う子供
たちが日本の未来を考え、判断できる知識を育ん
でもらう機会となれば幸いです。
さらに、金融機関の方々とは、金融機関の健全
性を確保しながらどのように地域の皆さまや企業
の方々に必要な資金を提供していくか、いわゆる金
融仲介機能の発揮について不断に議論しています。
様々なアイディアや技術を組み替えて新たな価

値を創造することをオープンイノベーションと呼ぶ
そうです。関東財務局としても開かれた組織とし
て、様々な方々と協力しながら知恵を出し合って
オープンイノベーションを生み出す環境を整えて、
地域経済活性化に引き続き貢献していきたいと
考えております。

一眼レフに使用されヒット商品に

地域活性化につながる
オープンイノベーション
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株式会社ハーベスは自動車や電気・電子機器、光学
機器、事務機等の製品に使用される潤滑剤メーカー。
中でもフッ素を用いる特殊潤滑剤を得意とする。主力
製品は幅広い使用温度範囲を持つ高機能グリース「ハ
イルーブ」と、塗布後瞬時に乾燥する「ドライサーフ」だ。
「当社はいち早くフッ素に着目し、潤滑剤に取り入
れて市場を開拓してきました。フッ素はすべり性が良
くて油であるのに燃えないという特性がありますから、
電装部品のスイッチ周辺でも安心して使えます。当
社製品の、自動車電装部のフッ素グリース用途の
シェアはトップレベルだと思います」（前田知憲社長）
同社は潤滑剤事業を柱に据え、それを支える三つの
事業部を持つ。充填作業とOEM製造を請け負う「包
装・充填事業」、天然炭酸水をボトリングする「天然水
事業」、エイジングケアに特化した「化粧品事業」だ。全
く領域の異なるこれらの事業には、共通している点が
二つある。「付加価値がある」「消耗品」ということだ。

　
「もともと私は、同業の会社で働いていたのですが、

極的活用、社内募金活動による児童養護施設への寄
付等を行う同社は、2012年「さいたま市CSRチャレ
ンジ企業」認証を取得した。また、親元で暮らせず経
済的な理由で進学をあきらめている人に向けて、返還
不要の「ハーベス育英奨学金」制度も開設している。
「希望する職業に就きたいと夢を抱く人を年に1人、
卒業までサポートしようと始めました。この取り組み
を継続するためには、当社も利益を出し続けなけれ
ばいけませんね」
これまでに3名をサポートし、そのうち1人は晴れて念
願の保育士となって、埼玉県内で勤務しているという。

顧客製品の機能性を向上させる潤滑剤を製造し、
順調に成長を続けてきた同社。しかし、リーマン・
ショックの時、売上は3分の1ほどに落ち込んだという。
当時多くの企業は余剰人員を削減して企業体力を
温存したが、同社はそうした手段を選ばなかった。
「ワークシェアをしました。仕事がない時期は週休３
～4日にして、給料の高い人を減額して苦しい時期をし
のぎましたね。人を辞めさせることはしませんでした。
その後半年ほどで、受注件数が再び復活しました」
日本で一番社員満足度の高い会社を目標とし、家
賃補助制度、再雇用制度等福利厚生も充実。年間
休日128日、有給休暇の消化を推奨し、2018年の
消化率は76.7％と働きやすい環境を整えることで、
頑張る人が増え、社内にもやる気がみなぎる。それ
が売上が向上する好循環を生み出しているという。
同社は社員にノルマや具体的な数値目標を課してい
ない。「『それで売上が伸びるのが不思議』と、大手
から中途入社した社員に言われます」と前田社長は
笑う。
同社は今後も新たな挑戦を続け、全社員が一枚岩

となって1歩ずつ前進する。来年稼働する新工場と
研究棟の開設が、さらなる成長のキーストーンとなる
ことは間違いないだろう。

性を著しく低下させていた。
一方、オゾン破壊係数がゼロという特殊なフッ素

溶剤を使用していた同社の製品は、環境性能が高い
のに速乾性があり、かつ高い潤滑性を発揮できる優
位性があった。同社のもとにはカメラメーカーからの
注文が殺到し、そのニーズは自動車、電気・電子機
器、事務機等幅広い分野へと広がっていった。
グリースと比べてべたつかず、耐久性もあるドライ
サーフは、自動車のカップフォルダーの摺動部、掃除
機のパイプ伸縮ジョイント部等、幅広いジャンルで使
われ、ロングセラーを続ける。現在、ドライ系潤滑剤
市場においてトップクラスのシェアを持つ。

平成15年、特殊なフッ素樹脂を不燃性の溶剤に
溶かした、工業用フッ素コーティング剤「デュラサー
フ」の製造・販売を開始する。
「フッ素には汚れの付着を防いだり、水や油をはじ
く特性があります。それを生かして、潤滑剤とは別の
カテゴリーの製品ができないかと開発しました」
常温で速乾性があり薄膜で防湿性にも優れたこ

の製品は、モバイル機器のタッチパネル面を防汚し、
指紋が付着しにくくなる効果を持つ。プリント基板の
防湿や自動車のフロントガラスのはっ水にも用いられ
るほか、精密金型用の離型剤としても使用されるな
ど、同社の活躍のフィールドを拡大させた。
そして、さらなる新規事業開拓を模索していた時、

「福島県の奥会津に、天然の炭酸水が湧き出る井戸
がある」という情報を得る。現地を調査すると軟水で
微炭酸、滑らかな舌触りの日本では珍しい発泡水を確
認。明治時代にはヨーロッパにも輸出されていたという。
「それで、われわれがもう１度工場を建ててボトリン
グを始めました。天然の国産炭酸水はほとんど手がけ
られていませんでしたから付加価値があり、外国産よ
りも和食に合うだろうし、日本人に好まれるだろう、と」
そして平成16年、天然水事業部をスタートさせ、

潤滑剤事業に軸足を置き、事業の多角化に挑戦。
積極的に設備投資を行い、成長への青写真を描く
一眼レフカメラのオートフォーカス機構、自動車のカップフォルダーの摺動部等、あらゆる製品の「動く」部分に用いら
れる潤滑剤を製造するハーベス。売上の主軸を担う潤滑剤事業と併せて、早くからリスクヘッジとして異業種に参入し、
事業を多角化してきた。来年には新たに研究棟と新工場も開設され、今後も攻めの姿勢で成長を加速させていく。

株式会社ハーベス

「奥会津金山 天然炭酸の水」を販売。食品卸売業者
に売り込んだり、展示会に出展して営業活動を行うと、
和食、寿司、イタリアン等一流料理人から「使いた
い」と注文が入った。さらに平成28年の伊勢志摩サ
ミットでも採用され、注目を集めた。
また、天然水事業開始と同じ平成16年、包装・充
填事業も開始。平成24年には保湿性の高いエイジ
ングケア化粧品、「メトラッセ」の販売も始めた。
「潤滑剤の販売先は多くが自動車業界です。今後、

自動車が高機能化してスイッチ類がタッチパネルに
なったり音声で作動するようになると、部品点数が減
少し、潤滑剤の活用場所が少なくなっていくでしょう。
その前に、今から次なる事業を育てて、売上の柱にし
ていく考えです」

包装・充填事業は、潤滑剤やグリース、洗浄剤、化
粧品等を金属チューブやラミネートチューブ、ガラス、
樹脂等の容器に充填する作業を請け負い、OEMで
顧客ブランド製品を手がける。

現在、主力となる潤滑剤事業とそれ以外の事業の
売上比率は8：2。今後は、「潤滑剤事業を伸ばしなが
ら、それ以外の事業の比率も高めていきたい」と前
田社長は語る。
その成長戦略として、ニーズが伸びている包装・
充填事業の工場の拡張と自社ブランド化粧品の開
発に向けた研究棟の建設に着手した。
「包装・充填事業部は、当社が発注していた充填
会社が会社を閉めるというのを引き継ぐ形で始めま

した。毎年15％ほど伸びており、ホビー業界や化粧品
業界など、多くの業界から注文をいただいています」
高度な品質管理体制と併せて、ラベル貼りやフィル

ム加工、容器への印刷など小回りの利く対応が評判
を呼び受注増につながっているのでは、と前田社長は
見ている。工場と研究棟の完成予定は来年。新工場
の稼働によって、2022年には包装・充填部門の売上
を現在の2倍の3億円にまで引き上げたい考えだ。

ワーク・ライフ・バランスへの取り組みや高齢者の積

●代 表 者 代表取締役　前田 知憲
●設　　立 昭和63年4月
●資 本 金 5,250万円
●従業員数 152名
●事業内容 特殊潤滑剤・フッ素関連製品の製造・販売、顧客ブランドによる各種工業製品や日用品の
 包装・充填のOEM、天然炭酸水の採取・販売、清涼飲料水の販売、化粧品の企画・販売
●所 在 地 〒330-0061　さいたま市浦和区常盤9-21-14 パークサイドガクヤビル6F
 TEL 048-824-2621　FAX 048-824-2826
●U R L https://www.harves.co.jp 

代表取締役　前田 知憲氏

自分でブランドをつくろうと思い、独立しました」
昭和63（1988）年、東京・池袋で同社を創業し、
潤滑剤のオリジナル製品「ハイルーブ」の製造・販売
を開始する。その後、平成4（1992）年、同社が独自
に開発したのが、フッ素を使った速乾性潤滑剤「ドラ
イサーフ」だった。
「潤滑剤製造のポイントは、原材料の組み合わせ
です。どの原材料をどれくらいブレンドして、最適の
配合にするか。トライアンドエラーを繰り返して、よう
やく目的に合った常温で簡単にフッ素コーティングで
き、高い潤滑性を実現する製品をつくり出しました」
速乾性でべたつかず、均一に塗布することができ

るドライサーフは、薄膜でありながら優れた耐久性を
有する。大手カメラメーカーに営業をかけ、一眼レフ
カメラの、オートフォーカスの駆動部分への使用を提
案すると「いい製品だ！」と、すぐに採用された。
「時代も味方してくれた」と、前田社長は言う。
90年代、環境保護の観点からオゾン層を破壊する

フッ素系溶剤の使用が禁止となった。それを受け、同
業他社は環境に優しい水系潤滑剤を開発するのだ
が、水系のため乾燥までに時間を要し、顧客の生産

関東財務局長
田中 　　氏

今月から新元号が令和となり、新たな時代の幕
開けにあたり、彩論に寄稿させていただくことは大
変光栄です。埼玉りそな経済情報は埼玉県の経
済動向のみならず多角的な視野で構成されてい
て、私の大変有益な情報源となっています。
彩の国・埼玉の動きも加速化してきました。
もともと埼玉は素晴らしい。
―秩父山系を有し関東平野のど真ん中に位置
して、首都圏の一角として農業、製造業、
サービス業すべての産業がバランスよく発
展しています。交通の要衝で自然に恵まれ、
観光資源が豊富で、郷土愛も強く、埼玉は素
晴らしいエリアです。

埼玉には新たな動きがある。
―新たにムーミンバレーパークが開園し、ラグ
ビーワールドカップが開催され、オリンピック
がやってきます。住みたい街の上位にランク
される街が増え人口が増加しています。

埼玉はアクティブだ。
―２５歳以上人口１００人あたりのスポーツ人口
では東京に次いで全国２位、プロスポーツの
チームが７つもあります。全国のシニア演劇
をリードするさいたまゴールド・シアターをは
じめ高齢者の活躍の場があり、誰もがアク
ティブになれる環境があります。

関東財務局は平成１２年からさいたま新都心に
本局を置き、財政、国有財産、金融、経済調査、広
報という５本柱で埼玉の活性化・地方創生に向け
て職員一同取り組んできました。

先般３月には、秩父地域４町(横瀬・皆野・長瀞・
小鹿野)、県庁そして関東財務局の若手職員が４
チームに分かれて、各町の活性化について定期
的に集まって議論し、まとめた提案を各町長にプ
レゼンしました。若手の職員同士、町、県、財務局
という組織の壁を越えて心を合わせて提案をする
雰囲気は次世代に向けて可能性を感じるもので
ありました。
また、関東経済産業局と覚書を結んで、お互い
の強みやネットワークを生かしながら、産業、金融
という車の両輪で地域活性化に取り組んでいこう
という動きにもより力を注いでおります。
このほか、教育関係者と連携し、小・中・高校生
向けに主権者教育の一環として「財政教育プログ
ラム」を展開しています。これは、子供たちにグ
ループで話し合いながら一つの予算をつくっても
らうアクティブラーニングです。次世代を担う子供
たちが日本の未来を考え、判断できる知識を育ん
でもらう機会となれば幸いです。
さらに、金融機関の方々とは、金融機関の健全
性を確保しながらどのように地域の皆さまや企業
の方々に必要な資金を提供していくか、いわゆる金
融仲介機能の発揮について不断に議論しています。
様々なアイディアや技術を組み替えて新たな価

値を創造することをオープンイノベーションと呼ぶ
そうです。関東財務局としても開かれた組織とし
て、様々な方々と協力しながら知恵を出し合って
オープンイノベーションを生み出す環境を整えて、
地域経済活性化に引き続き貢献していきたいと
考えております。

一眼レフに使用されヒット商品に

地域活性化につながる
オープンイノベーション
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株式会社ハーベスは自動車や電気・電子機器、光学
機器、事務機等の製品に使用される潤滑剤メーカー。
中でもフッ素を用いる特殊潤滑剤を得意とする。主力
製品は幅広い使用温度範囲を持つ高機能グリース「ハ
イルーブ」と、塗布後瞬時に乾燥する「ドライサーフ」だ。
「当社はいち早くフッ素に着目し、潤滑剤に取り入
れて市場を開拓してきました。フッ素はすべり性が良
くて油であるのに燃えないという特性がありますから、
電装部品のスイッチ周辺でも安心して使えます。当
社製品の、自動車電装部のフッ素グリース用途の
シェアはトップレベルだと思います」（前田知憲社長）
同社は潤滑剤事業を柱に据え、それを支える三つの
事業部を持つ。充填作業とOEM製造を請け負う「包
装・充填事業」、天然炭酸水をボトリングする「天然水
事業」、エイジングケアに特化した「化粧品事業」だ。全
く領域の異なるこれらの事業には、共通している点が
二つある。「付加価値がある」「消耗品」ということだ。

　
「もともと私は、同業の会社で働いていたのですが、

極的活用、社内募金活動による児童養護施設への寄
付等を行う同社は、2012年「さいたま市CSRチャレ
ンジ企業」認証を取得した。また、親元で暮らせず経
済的な理由で進学をあきらめている人に向けて、返還
不要の「ハーベス育英奨学金」制度も開設している。
「希望する職業に就きたいと夢を抱く人を年に1人、
卒業までサポートしようと始めました。この取り組み
を継続するためには、当社も利益を出し続けなけれ
ばいけませんね」
これまでに3名をサポートし、そのうち1人は晴れて念
願の保育士となって、埼玉県内で勤務しているという。

顧客製品の機能性を向上させる潤滑剤を製造し、
順調に成長を続けてきた同社。しかし、リーマン・
ショックの時、売上は3分の1ほどに落ち込んだという。
当時多くの企業は余剰人員を削減して企業体力を
温存したが、同社はそうした手段を選ばなかった。
「ワークシェアをしました。仕事がない時期は週休３
～4日にして、給料の高い人を減額して苦しい時期をし
のぎましたね。人を辞めさせることはしませんでした。
その後半年ほどで、受注件数が再び復活しました」
日本で一番社員満足度の高い会社を目標とし、家
賃補助制度、再雇用制度等福利厚生も充実。年間
休日128日、有給休暇の消化を推奨し、2018年の
消化率は76.7％と働きやすい環境を整えることで、
頑張る人が増え、社内にもやる気がみなぎる。それ
が売上が向上する好循環を生み出しているという。
同社は社員にノルマや具体的な数値目標を課してい
ない。「『それで売上が伸びるのが不思議』と、大手
から中途入社した社員に言われます」と前田社長は
笑う。
同社は今後も新たな挑戦を続け、全社員が一枚岩

となって1歩ずつ前進する。来年稼働する新工場と
研究棟の開設が、さらなる成長のキーストーンとなる
ことは間違いないだろう。

性を著しく低下させていた。
一方、オゾン破壊係数がゼロという特殊なフッ素
溶剤を使用していた同社の製品は、環境性能が高い
のに速乾性があり、かつ高い潤滑性を発揮できる優
位性があった。同社のもとにはカメラメーカーからの
注文が殺到し、そのニーズは自動車、電気・電子機
器、事務機等幅広い分野へと広がっていった。
グリースと比べてべたつかず、耐久性もあるドライ
サーフは、自動車のカップフォルダーの摺動部、掃除
機のパイプ伸縮ジョイント部等、幅広いジャンルで使
われ、ロングセラーを続ける。現在、ドライ系潤滑剤
市場においてトップクラスのシェアを持つ。

平成15年、特殊なフッ素樹脂を不燃性の溶剤に
溶かした、工業用フッ素コーティング剤「デュラサー
フ」の製造・販売を開始する。
「フッ素には汚れの付着を防いだり、水や油をはじ
く特性があります。それを生かして、潤滑剤とは別の
カテゴリーの製品ができないかと開発しました」
常温で速乾性があり薄膜で防湿性にも優れたこ

の製品は、モバイル機器のタッチパネル面を防汚し、
指紋が付着しにくくなる効果を持つ。プリント基板の
防湿や自動車のフロントガラスのはっ水にも用いられ
るほか、精密金型用の離型剤としても使用されるな
ど、同社の活躍のフィールドを拡大させた。
そして、さらなる新規事業開拓を模索していた時、

「福島県の奥会津に、天然の炭酸水が湧き出る井戸
がある」という情報を得る。現地を調査すると軟水で
微炭酸、滑らかな舌触りの日本では珍しい発泡水を確
認。明治時代にはヨーロッパにも輸出されていたという。
「それで、われわれがもう１度工場を建ててボトリン
グを始めました。天然の国産炭酸水はほとんど手がけ
られていませんでしたから付加価値があり、外国産よ
りも和食に合うだろうし、日本人に好まれるだろう、と」
そして平成16年、天然水事業部をスタートさせ、

リーマン・ショック時に取った秘策

株式会社ハーベスZOOM UP

「奥会津金山 天然炭酸の水」を販売。食品卸売業者
に売り込んだり、展示会に出展して営業活動を行うと、
和食、寿司、イタリアン等一流料理人から「使いた
い」と注文が入った。さらに平成28年の伊勢志摩サ
ミットでも採用され、注目を集めた。
また、天然水事業開始と同じ平成16年、包装・充
填事業も開始。平成24年には保湿性の高いエイジ
ングケア化粧品、「メトラッセ」の販売も始めた。
「潤滑剤の販売先は多くが自動車業界です。今後、

自動車が高機能化してスイッチ類がタッチパネルに
なったり音声で作動するようになると、部品点数が減
少し、潤滑剤の活用場所が少なくなっていくでしょう。
その前に、今から次なる事業を育てて、売上の柱にし
ていく考えです」

包装・充填事業は、潤滑剤やグリース、洗浄剤、化
粧品等を金属チューブやラミネートチューブ、ガラス、
樹脂等の容器に充填する作業を請け負い、OEMで
顧客ブランド製品を手がける。

現在、主力となる潤滑剤事業とそれ以外の事業の
売上比率は8：2。今後は、「潤滑剤事業を伸ばしなが
ら、それ以外の事業の比率も高めていきたい」と前
田社長は語る。
その成長戦略として、ニーズが伸びている包装・
充填事業の工場の拡張と自社ブランド化粧品の開
発に向けた研究棟の建設に着手した。
「包装・充填事業部は、当社が発注していた充填
会社が会社を閉めるというのを引き継ぐ形で始めま

した。毎年15％ほど伸びており、ホビー業界や化粧品
業界など、多くの業界から注文をいただいています」
高度な品質管理体制と併せて、ラベル貼りやフィル

ム加工、容器への印刷など小回りの利く対応が評判
を呼び受注増につながっているのでは、と前田社長は
見ている。工場と研究棟の完成予定は来年。新工場
の稼働によって、2022年には包装・充填部門の売上
を現在の2倍の3億円にまで引き上げたい考えだ。

ワーク・ライフ・バランスへの取り組みや高齢者の積

自分でブランドをつくろうと思い、独立しました」
昭和63（1988）年、東京・池袋で同社を創業し、
潤滑剤のオリジナル製品「ハイルーブ」の製造・販売
を開始する。その後、平成4（1992）年、同社が独自
に開発したのが、フッ素を使った速乾性潤滑剤「ドラ
イサーフ」だった。
「潤滑剤製造のポイントは、原材料の組み合わせ
です。どの原材料をどれくらいブレンドして、最適の
配合にするか。トライアンドエラーを繰り返して、よう
やく目的に合った常温で簡単にフッ素コーティングで
き、高い潤滑性を実現する製品をつくり出しました」
速乾性でべたつかず、均一に塗布することができ

るドライサーフは、薄膜でありながら優れた耐久性を
有する。大手カメラメーカーに営業をかけ、一眼レフ
カメラの、オートフォーカスの駆動部分への使用を提
案すると「いい製品だ！」と、すぐに採用された。
「時代も味方してくれた」と、前田社長は言う。
90年代、環境保護の観点からオゾン層を破壊する

フッ素系溶剤の使用が禁止となった。それを受け、同
業他社は環境に優しい水系潤滑剤を開発するのだ
が、水系のため乾燥までに時間を要し、顧客の生産

事業の多角化に挑戦

充填工場が来年稼働予定

社会貢献で企業責任を果たす

ドライサーフ、デュラサーフ、ハイルーブ

伊奈工場（左右）
奥会津金山 天然炭酸の水

化粧品「メトラッセ」（左）と天然炭酸泉を使用したスキンケア化粧品（右）
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株式会社ハーベスは自動車や電気・電子機器、光学
機器、事務機等の製品に使用される潤滑剤メーカー。
中でもフッ素を用いる特殊潤滑剤を得意とする。主力
製品は幅広い使用温度範囲を持つ高機能グリース「ハ
イルーブ」と、塗布後瞬時に乾燥する「ドライサーフ」だ。
「当社はいち早くフッ素に着目し、潤滑剤に取り入
れて市場を開拓してきました。フッ素はすべり性が良
くて油であるのに燃えないという特性がありますから、
電装部品のスイッチ周辺でも安心して使えます。当
社製品の、自動車電装部のフッ素グリース用途の
シェアはトップレベルだと思います」（前田知憲社長）
同社は潤滑剤事業を柱に据え、それを支える三つの
事業部を持つ。充填作業とOEM製造を請け負う「包
装・充填事業」、天然炭酸水をボトリングする「天然水
事業」、エイジングケアに特化した「化粧品事業」だ。全
く領域の異なるこれらの事業には、共通している点が
二つある。「付加価値がある」「消耗品」ということだ。

　
「もともと私は、同業の会社で働いていたのですが、

極的活用、社内募金活動による児童養護施設への寄
付等を行う同社は、2012年「さいたま市CSRチャレ
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「希望する職業に就きたいと夢を抱く人を年に1人、
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を継続するためには、当社も利益を出し続けなけれ
ばいけませんね」
これまでに3名をサポートし、そのうち1人は晴れて念
願の保育士となって、埼玉県内で勤務しているという。

顧客製品の機能性を向上させる潤滑剤を製造し、
順調に成長を続けてきた同社。しかし、リーマン・
ショックの時、売上は3分の1ほどに落ち込んだという。
当時多くの企業は余剰人員を削減して企業体力を
温存したが、同社はそうした手段を選ばなかった。
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～4日にして、給料の高い人を減額して苦しい時期をし
のぎましたね。人を辞めさせることはしませんでした。
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賃補助制度、再雇用制度等福利厚生も充実。年間
休日128日、有給休暇の消化を推奨し、2018年の
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ない。「『それで売上が伸びるのが不思議』と、大手
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笑う。
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となって1歩ずつ前進する。来年稼働する新工場と
研究棟の開設が、さらなる成長のキーストーンとなる
ことは間違いないだろう。
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ご紹介いただきました東北大学の辻と申します。
「健康経営に期待される効果」というテーマでのお
話ですが、まず「少子高齢化」についておさらいさせ
ていただき、労働市場、社会保障に大きな影響を及
ぼしていることをまとめた上で、健康経営の必要性を
お話ししたいと思います。それから従業員の生産性や
医療コストを考えていく上で欠かせない「プレゼン
ティズム」と「アブセンティズム」という言葉があります
が、今日はこれをぜひ覚えていただきたいと思います。
そして「健康経営とインセンティブ」です。最近は健
康づくりを地域の経済活性化にリンケージすることに
よって、人々の健康とともに地域の経済も良くしていこ
うという相乗効果を期待される動きがだいぶ出ており
ますので、そのような実例もご紹介したいと思います。

1950年当時、わが国の人口は約8,400万人でし
た。それがどんどん増えていきまして、2010年～
2012年頃がピークで約1億2,800万人となり、それ

から急速に減少していきます。そしてこれから50年く
らいたちますと約8,600万人ということで、1世紀前
に戻るような人口の変化を迎えます。さらに人口を年
齢階層別に見ていきますと0歳～14歳の子供たちが
どんどん減っていく。いわゆる「少子化」です。そして、
生産年齢人口の15歳～64歳も減ってくる。それで高
齢者が増えていくということですが、注目していただ
きたいのは高齢者といっても、65歳～75歳の前期高
齢者ではなくて、75歳以上の後期高齢者といわれる
人たちが増えてくることです。一人当たりの国民医療
費を年齢階層別に見ますと、15歳～19歳では1年間
で約7万円。前期高齢者は年間約50万円。ところが
75歳以上の後期高齢者は約90万円となります。高
齢者の中でも高齢化が進み、医療・介護のニーズも
さらに急速に増加していきます。
政府の指針をもとに社会保障全体の流れを見ま

すと、2011年に108.1兆円であった社会保障費は、
団塊の世代が全員後期高齢者になる2025年には、
151.0兆円と1.4倍になると推計されています。それ
に対して、財源となるＧＤＰの動きは、2011年度
483.8兆円であったものが、2025年度では607.4
兆円と1.26倍の増加にとどまります。社会保障の
ニーズが40％増えるのに、財源は26％しか増えない。
14％のデフィシットが起こってくるのです。
もう一つ、労働力人口そのものが今後さらに高齢
化していきます。労働力人口における60歳以上の割

合は、2010年の段階では17.9％であったものが、
2020年では19 .4％、それが2030年になると
22.2％とほぼ4人に1人が60歳以上になります。そ
うなりますと職場では、生活習慣病を有する人が増
える、結果として医療費が増加する、生産性は低下
する。職場の健康管理がこれまで以上に重要な経営
課題となることは必然です。
こうした中で、平成24年ころから、政府全体として
健康づくりを推進しようという大きな流れが動きはじ
めました。健康づくりの領域を、企業、学校、地域、交
通、スポーツなどそれぞれの省庁の所管に拡げ、そ
れを先行投資と捉えて進めて行こう。さらに健康や
ヘルスケアに関する新しい産業や雇用を創出して生
涯の活躍につなげていこうという、国の大きな戦略
です。当初の1・2年は暗中模索の時期もありました
が、ここ数年で健康経営がかなり浸透してまいりまし
て、首都圏の企業の方々を中心に健康企業の認定
を受けたいという機運が高まっており、非常に大きな
広がりがあります。

では健康経営とはいったい何かということですが、
「まず経営者が、従業員の健康増進を重要な経営課
題と捉え、企業が成長する上で積極的に従業員の
健康に投資をすること」と定義されます。そうするこ
とにより従業員が健康になっていけば、活力が向上
していきますし、医療費も減ってくるだろう。その結果、
組織は活性化されて、生産性も上がってきて、業績
向上、株価向上というビジネスモデルになるのでは
ないかということで進めているわけです。
健康経営は、経営者と従業員の双方に価値を生

み出します。経営者にとっての価値は、生産性の向
上やコストの削減ということに加えて、企業のブラン
ドイメージの向上があります。これは今非常に重要
視されているもので、健康経営を積極的に推進して
いる企業であると認定されることは、採用活動など
にも影響があり、非常に大きな価値があります。従業
員にとっては、健康づくりの機会の増加、ワーク・ライ

フ・バランスの確立など、柔軟な働き方が可能になり、
こちらも非常に大きな価値があります。
世界的な多国籍企業であるジョンソン・アンド・ジョ

ンソンでは、世界に250社あるグループ企業の約11
万4千人の従業員に対して、ある健康教育プログラ
ムを提供して、その投資に対するリターンを試算した
データがあります。それによると、1ドルの健康投資を
することにより、生産性の向上、欠勤率の低下、医療
費の削減、モチベーションの向上、リクルート効果な
ど、諸々を総合して3ドルの投資リターンがあるだろ
うという結果が出ています。
英語ではHealth and Productive Management

と表現される健康経営は、健康づくりと労働生産性
の双方をねらっています。

皆さんに知っていただきたいのが「アブセンティズ
ム」と「プレゼンティズム」という言葉です。「アブセン
ティズム」とは会社を休むこと、欠勤、休職です。実際
にメンタルを患い長期休職をされるという方は結構
いらっしゃいます。これが目に見える労働力の損失に
なります。一方「プレゼント」は出席、出勤という意味
です。「プレゼンティズム」というのは、出勤はしてい
るけれども、心身の不調などによって生産性が低下
している状態のことをいいます。出勤してはいるもの
の100％のエネルギーを発揮していないという状況
です。理由や原因の多くはメンタルヘルスです。抑う
つといった状態、片頭痛、腰痛、関節痛といったもの
が多いのですが、この痛みは実はかなり心理的な要
素が大きいことが分かってきました。アメリカでの
データですが、会社全体での健康に関連するコスト
を調べたところ、実際に欠勤をした場合、いわゆる
「アブセンティズム」の影響は全体の8分の1程度で
あり、圧倒的に多いのは「プレゼンティズム」の影響
でした。健康経営という点では後者の方がはるかに
大きなインパクトをもっているのです。では何が必要
かと申しますと、職場でのコミュニケーションの活性
化とか、ワーク・ライフ・バランスの確保、ストレス対策、
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健康経営Ⓡに期待される効果
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はじめに

平成31年2月22日（金）、辻一郎氏を講師にお迎えし、
「健康経営に期待される効果」と題して「経営者セミナー
2018」の第4講を開催した。以下、その概要を紹介したい。

疼痛対策などのいわゆるメンタルヘルス対策です。
職場でのメンタルヘルス対策においては、先ずは
体制づくりをする必要があります。メンタルヘルスの
チェックをするときに、今ストレスチェックという仕組
みがありますが、単に症状を見ているだけではだめで
す。その症状に至る前の様々なメンタルヘルスで引っ
かかってきそうな状況をつくる要因を調べる必要が
あり、そして早いうちに予防的な手段を打つ必要が
あるわけです。そこになりますと、従業員の「疲労蓄
積度」と「職場の快適度」の二つが重要になります。
中央労働災害防止協会がつくっている労働者の疲
労蓄積度自己診断チェックリストがあり、全国的なスタ
ンダードになっています。先ず「疲労蓄積度」について
ですが、「イライラする」「落ち着かない」などの従業
員の自覚症状について日頃からチェックをしていき「プ
レゼンティズム」の状況を察知していきます。また「労
働時間の長さ」や「不規則な勤務形態の有無」「出張
の負担」「深夜勤務の有無」などの状況をチェックす
ることにより「疲労の蓄積」の原因を探っていきます。
「職場の快適度」はハード面とソフト面の両者で
構成されます。ハード面は、清潔・清掃、安全衛生、
作業環境、疲労回復支援施設などのいわゆる普通
のものです。一方、経営者の皆さまが考えていくべき
ソフト面についてです。部下がやる気になる職場とは、
どのような要素が重要なのかについて、中央労働災
害防止協会のチェックリストにおいては次の7つの領
域を挙げています。
領域１はキャリア形成です。人材育成に関するプロ

グラムが会社の中でどのように提供されているかに
ついてですが、この面で点数が高い職場はやはり若
い人がやる気をもって働ける職場です。領域２は人
間関係です。「上司は困った時に頼りになる」「上司
や同僚と気軽に話ができる」、このようなことが若い
人たちの労働意欲を高めていくのです。領域３は自
由裁量性です。自分でどれくらいの自由裁量をもって
仕事に主体的にかかわっていけるかどうかは、若い
人にとって非常に重要です。領域４は給料の問題で
す。「世間に見劣りしない給料をもらえる」「働きに見
合った給料がもらえる」などの収入の問題です。領域

より、健康診断の結果や生活習慣の実践状況を分
析しましても「ホワイト500」に選ばれている企業が
所属する組合の健診結果等は良好な傾向にあり、
認証による変化や効果が裏打ちされました。
協会けんぽ宮城県支部では「職場健康づくり宣
言」を始めています。各企業は「脱メタボ」「タバコ・
受動喫煙防止対策」「がん対策」などの各項目の中
から、自社において推進していく具体的な項目を選
択したうえで「職場健康づくり宣言」を協会けんぽに
向けて行います。宣言をすると、県内の金融機関か
らの各種ローン金利の優遇、フィットネスクラブの入
会金免除などの様々なインセンティブが付きます。ま
たフォローアップとして「職場健康づくり宣言制度　
取り組み状況チェックシート」が配られ、各企業は毎
年1回定期的に状況を見直すことができます。また
県内の優良企業の取組を好事例集にまとめて配布
することで健康経営の更なる推進に努めています。
「コラボヘルス」とは健保組合などの保険者と事
業主が連携して健康づくりを実践していくことです。
㈱デンソーでは会社とデンソー健保が連携して過去
10年間の健診と医療費のデータを分析したうえで、
健康づくり活動を全社的に展開して具体的な成果を
あげています。ＩＴ企業のＳＣＳＫ㈱では、社内クリニッ
クやリラクゼーションルームの整備などに加えて「健
康わくわくマイレージ」というポイント制度をつくりま
した。健康の維持・向上に必要な行動や定期健康診
断の結果等をポイント化して、基準を満たせば1年間
の蓄積に応じて従業員に支給します。会社全体とし
ては年間総額約1億円をかけています。日本ＩＢＭ㈱
では健保組合が「ｐ-Dental 21」という歯科医によ
る診察、歯科衛生士による個別指導やフォローを継
続してきました。その結果社員の行動が変容し、年
間一人当たり約5,000円の歯科診療費減少につな
がっています。これは全身の健康管理にもつながり、
まさにこれが健康経営になります。

健康づくりとまちづくり・商店街振興との協働とし

て「よこはまウォーキングポイント」があります。横浜
市役所に参加登録をすると歩数計が無料で配布さ
れます。歩数に応じてポイントがたまり、200ポイント
たまると抽選で3,000円の商品券がプレゼントされ
ます。商品券は歩数リーダーを設置している協力店
舗で使用できるというものです。参加者の月平均歩
数10万歩を達成した月には、横浜市が20万円を国
連の食糧支援機関（ＷＦＰ）に寄付をするという仕組
みも備えており、社会貢献にもつながっています。市
民の健康づくりと地域の商店街の活性化を見事にリ
ンクさせている事例です。
大分県では「うま塩」といって、1食あたり塩分3ｇ
未満の「うま塩メニュー」提供店の募集を進めてい
ます。これに別府大学栄養学科の学生さんが参加し
て、うま塩であり、かつ地産地消の食材であるという
二つの条件でメニューを考案しました。優秀メニュー
は県民イベントで披露、表彰され、さらには地元の食
品スーパーにおいて「うま塩弁当」などとして商品化
され県内の各店舗で販売されています。
健康のため我慢してというのではなくて、むしろ一

つのファッションとして健康づくりを楽しんでいくよう
な形にして、そこで新しい産業を興して雇用も増や
す。そして、地域の経済そのものを活性化していくこ
とが大切です。そして従来の医療介護に加えて、公
的保険の外で運動とか、栄養、保健サービスといっ
た新しいヘルスケア産業をつくっていき、さらには農
業とか観光とも連携し、医・農商工連携というような
ものにして、新しい産業をつくっていく。そして、医療
とか介護などの公的な保険だけで動く部分と、それ
らの部分とうまく連携させることによって地域の医療
介護の体制を更に強くしていく。このような動きを通
じて、地域の活性化、さらには医療費の削減を目指
そうということを、いまわれわれが考えて進めている
ところであります。
皆さま方それぞれのお仕事の中での健康づくりや、

それぞれの地域の活性化に、今日の私の講演が何
かのヒントになるようなことがあれば幸いです。
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）

健康経営とは

「プレゼンティズム」と「アブセンティズム」

５は社会貢献です。「自分の仕事は、よりよい社会を
築くのに役立っている」「今の職場やこの仕事にか
かわる一員であることを、誇りに思っている」、こう
いった気持ちも非常に重要になってくるわけです。領
域６では「休暇制度の整備や取得のしやすさ」や「心
や体の健康相談にのってくれる専門スタッフの有
無」などです。それに加えて「心や身体の健康相談
のために、社外の医療機関を気軽に利用できる」と
いう項目があります。社外というのは実は大事です。
メンタル系の話は、専門家とはいえ、社内の人にあま
り話したくない気持ちを皆さんもっていらっしゃいます。
最後の領域７では、「仕事はいつも時間内に処理で
きる」「翌日までに仕事の疲れを残すことはない」
「家に仕事を持ち帰ったことはめったにない」など、
仕事のストレスについて聞いています。経営者の皆
さま方といたしましても、ソフト面においてこれらの観
点に気をつけていただければ、結果として会社の生
産性はさらに上がっていくであろうということです。

健康経営を国として進め始めた平成25年に、東
京証券取引所さんから「健康経営銘柄」についての
提案がありました。当時すでに男女共同参画の推進
において「なでしこ銘柄」の成功事例が知られており
ましたので、これを参考に「健康経営銘柄」を始めま
した。また対象を拡げて健康経営を実践している企
業を認証する「健康経営優良企業認定制度」をス
タートさせ、大企業については「ホワイト500」という
名称をつけました。中小企業部門も設けまして毎年
審査をして認証します。これまでに認証された「ホワ
イト500」は計821社、中小企業部門は2,503社と
なりスタート時から3倍以上増加しておりまして、かな
りの広がりと企業の熱意が感じられます。経済産業
省の調査による優良企業認定による効果は「自社内
での意識の高まり」「企業イメージの向上」「コミュ
ニケーションやモチベーションの向上」「労働時間の
適正化や有給休暇取得率の向上」などが挙げられ
ています。私たちが実際に健保組合ごとのデータに

少子高齢化が労働市場と社会保障に及ぼす影響

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、それまで堅調
だった汎用機械の減速を受けて、7～9月期には同▲
4.1％と前年割れになった。10～12月期についても
同▲14.1％と、2四半期連続で前年を下回っている。
今年1～3月期を通してみても、パチンコなどの業
務用機械は比較的底堅く推移したとみられるもの
の、フラットパネル・ディスプレイ製造装置などの生
産用機械が落ち込んだことなどから、一般機械全体
でみると、生産は前年を下回った模様である。
昨年の秋頃まで堅調に推移していた空気圧機器

は、工作機械向けの落ち込みなどを受けて、このと
ころ減速している。自動化・省力化機器向けが堅調
に推移したこともあって、昨年末にかけていったん盛
り返していた歯車も、年明け以降は工作機械向けな
どを中心に再びやや減速している。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、昨年前
半は比較的底堅く推移していたものの、スマートフォ
ン向けが鈍化していることもあり、年後半は生産が
減少している。半導体製造装置については、全国的
には中国向けを中心に輸出が落ち込む企業が多い
ものの、企業ごとの業績のバラツキが大きい。県内
の半導体製造装置については、昨年後半はやや盛
り返していた。医療用機械器具は、落ち込んでいた
昨年前半の水準からは持ち直しており、足元の生産
は前年並みまで回復している模様である。
4～6月期についても、業務用機械については医
療用機械器具をはじめとして、足元で回復の兆しが
みられるものの、中国経済の景気減速などを受けて、
汎用機械や生産用機械の受注が落ち込んでいるこ
ともあり、先行きの生産は、引き続き前年を下回る
水準で推移するとみられる。

情報通信機械は、大手電機メーカーの県内での
携帯電話等の生産が停止されたことの影響で大き
く落ち込んでいたが、カーナビ、カーオーディオなど、
自動車関連の製品を中心に、盛り返しの動きが続
いている。昨年4～6月期以降3四半期連続で前年
比プラス、とくに7～9月期、10～12月期は同2桁の
増加となった。今年1～3月期も増勢を持続している。
先行きについては、電子部品・デバイスは、中国

やアジアでの白物家電向け等は弱い動きが続くと
みられるが、国内向けや自動車向けは堅調なこと
から現状程度の動きが続くとみられる。産業機械
向けの電気機械は、輸出を含めて産業機械等の
生産調整が続くとみられることから、やや弱い動き
が見込まれる。情報通信機械関連では、通信技術
の高度化に伴う情報システム向けを含めた部品や
装置等の需要も期待され、比較的堅調に推移しよ
う。電気機械全体では前年をやや下回ると予想さ
れる。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲1.4％と2四半期ぶりに減少した。軽自動車が同
▲1.9％と8四半期ぶりに減少し、登録車（普通＋小
型乗用車）も同▲1.1％と2四半期ぶりに前年を下
回った。県内の乗用車の販売は一進一退からやや弱
含みで推移している。

られることから、部品メーカーの生産も前年をやや
上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期

までは、堅調な鋼材需要を受けて4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の工事
がかなり進捗してきたこともあって、7～9月期に前
年比横ばいとなり、10～12月期には前年比▲6.4％
と6四半期ぶりに前年を下回った。今年1～3月期に
ついても、前年の水準が比較的高かったこともあり、
前年割れで推移したとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。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一段落している。従来、病院
や学校などの建築では、防音性や断熱性に優れる
RC造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工

 
（2） 電気機械…前年並みで推移
1～3月期の電気機械の生産は、全体としては前
年並みで推移した模様である。昨年後半より中国
国内でのスマートフォンや自動車などの需要が減少
し、国内では大きな影響を受けたところもあるが、県
内ではスマートフォン向けは比較的少ないことも
あって、影響は小さいようだ。ただ、県内でも産業機
械などに組み込まれる電子部品や制御装置などは
大きく落ち込んでいる。
電子部品・デバイスの生産は、昨年10～12月期

まで11四半期連続で前年比プラスを続けてきたが、
今年1～3月期はやや弱含んでいる。中国のエアコ
ンや白物家電向けは、需要減少の影響を受けて生
産を調整している。また、産業機械や情報システム
向けの電子部品等も生産が落ちている。自動車向
けは、車の様々な動きを制御する部品の高度化、点
数の増加が続いており、生産も好調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、産業向け

が多く、県内で生産される電気機械は、ほとんどが
産業機械や情報システムなどに組み込まれる電気
関連の部品や制御・計測装置である。このため、昨
年後半からの産業機械の生産減の影響を大きく受
けている。組み込まれた機械は海外へ輸出されるこ
とも多く、中国向け輸出減速の影響も大きい。この
ため、こうした電気機械の生産は1～3月期に大きく
落ち込んだ模様である。

生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト
ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、昨年7
～9月期が前年比▲0.1％と微減だったが、10～12
月期は同＋1.7％と増加した。本年1月も同＋6.7％
と前年を上回り、1～3月期全体でも前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販
売台数は前年をやや下回ったものの、輸出向けの
生産台数が増加したため、県内での生産は増加し
ているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

も期待され販売は強含むとみられる。輸出も当面増
勢が続くと予想され、県内生産も前年をやや上回っ
て推移するだろう。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並み
となった模様だ。
販売は国内向けが前年を上回り、海外向けが減
少しているようだ。国内販売は、東京オリンピック関
連工事の需要、首都圏の再開発、ネット通販の拡大
による物流需要があり、底堅い動きが続いている。
海外向けは、米中貿易摩擦や中国景気の鈍化等を
受けた世界景気の減速もあり、弱含んでいるとみら
れる。
先行きもこうした傾向が続き、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、
前年をやや上回って推移したとみられ、自動車部品
の生産も前年を上回った模様だ。
企業業績面では、部品メーカーの売上は増加な

いし横ばいだが、輸送費、原材料費、人件費などの
コストアップで減益となるなど、収益環境は厳しいと
の声が聞かれた。また、人手不足が相変わらず深刻
で、新規採用が厳しいだけでなく、転職環境が良い
こともあり中途退社が多くなり、人繰りが厳しいとの
話もあった。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ

法と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材等を利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
をS造で立ち上げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売がや
や低調に推移している。マンション販売業者の多く
は、発売戸数の絞り込みで対応しようとしているも
のの、一部では値引きを余儀なくされるケースもあ
り、新規着工には慎重な姿勢をみせている。
昨年後半には、落ち着きをみせていたスクラップ
価格だが、電炉の普及が進むベトナムなどの輸入
増加に加え、ブラジルでの大規模な鉱山事故の影
響で、鉄鉱石の供給に懸念が生じたこともあって、
このところ価格が押し上げられている。黒鉛電極や
バナジウムなどの副資材価格も大幅に上昇しており、
コストを押し上げている。鋼材の製品価格も徐々に
引き上げられてはいるものの、スプレッドの確保が
後手に回るケースも多く、鋼材メーカーの収益は厳
しい状況が続いている。
4～6月期の鋼材の生産についても、東京オリン

ピック関連の工事が徐々に減少していくこともあっ
て、前年を下回る水準で推移するとみられる。
1～3月期の鋳物の生産は、前年をやや下回った

とみられる。鋳鉄管は、昨年の年初あたりから振れ
を伴いながらも、緩やかに減少してきた。輸出用を
中心に堅調だった建設機械向けや工作機械向けに
ついても、中国の景気減速などの影響を受けて、昨
年の末頃から減少に転じたようだ。一方、東京オリ
ンピックや首都圏の再開発がらみで、景観材は引き
続き底堅く推移している。
コスト面は厳しい状況が続いている。スクラップ
や副資材の価格上昇に加えて、これまで電力需要
を分散させるために適用されてきたピークシフト割
引が廃止され、電気料金の負担が増しており、収益
面を圧迫している。
4～6月期については、相応の受注残を抱える先

も多いことから、大きく落ち込むことはないとみられ

るものの、前年の建設機械向け等の生産の水準が
高かったこともあり、鋳物全体でみても、生産は前年
を下回る見込みである。

 

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
上回った。発注状況に振れはあるものの、受注残は
多く、工事量も高水準で安定している。
内容は、建物、橋梁、道路などの改修・補修が多

い。とくに学校や公共施設などの建物については、
老朽化にともなう改修、設備更新の工事が多く、新
規の建設案件は少ない。耐震化も大きな物件はほ
ぼ終わったが、災害時に避難場所となる体育館など
で遅れているものもあり、対応が急がれている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。
民間工事：1～3月期の民間工事は、着工ベースでほ
ぼ前年並みで推移した。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多い。ただ、前
年に比べると工事量は減ってきている。また、企業
の収益が回復してきたことなどから、工場やビルの
リフォームや耐震化工事だけではなく、建て替えや
新設の案件もみられる。商業関連や宿泊、飲食、
サービス関連も好調を持続している。大手業者が都

内での優良工事を多く抱え、県内の工事は比較的
大きなものでも、県内建設業者が請け負うように
なっており、県内建設業者の受注、収益環境は良い。
先行きも、現状程度で推移する見込み。東京オリ

ンピック以降の需要減を懸念するところも多かった
が、都内ではそれ以降も繁忙な状況が続くとの見方
が多くなってきており、県内建設業者にとっては、当
面繁忙な状況、収益の確保が期待できる模様。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年をやや
下回った。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となり、契約率は好不
調の目安といわれる70％を下回っている。ただ、足
元では、さいたま新都心駅近くの大型物件の販売が
好調なことから、契約率は持ち直している。ニーズに
合った場所や価格などであれば需要を取り込むこと
ができている。一方、利便性に劣る物件は販売が厳
しく、県内全体での供給は抑え気味である。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しているなか、金利も低く、価格も
マンションに比べ割安感があることから、賃貸の賃
料との比較で購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
なお、消費増税に伴う駆け込み購入の動きは前

回増税時に比べると小さかった。
先行きは、マンションは高価格でも売れるもの以
外の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先
行きも安定した状況が期待されている。一方、貸家
は空室率が依然高く現状程度からやや弱含みの見
込み。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。暖冬傾向でコートなどの防寒衣料が伸び悩んだ。
ただ、3月からは気温も上がり春物に動きも出てきて
いる。冬のセールは1月上旬と下旬の2回に分けて
開催された。夏に比べ2回開催への顧客の認知度
が高まり反応は良かったが、2回合わせてみると売
上は昨年のセールとあまり変わらなかったようだ。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったが、食
料品が弱かったほか、主力の衣料品も減少が続い
た。衣料品は紳士・婦人ともに低迷が続いている。
高額品の売上は底堅く推移し、時計・宝飾品、高
級ブランド品などは引き続き売れている。富裕層が
顧客である外商売上も伸びている。一方、中間層の
消費は引き続き慎重な動きとなっている。所得環境
は改善しているが、消費に力強さが感じられない。
中国で輸入品のインターネット通販を規制する法
律が施行され、転売業者の仕入れが減少したため、
インバウンド（訪日外国人）による消費は減っている
が、県内百貨店では売上全体に占める割合も僅か
で全体の売上への影響は小さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年10～12月期まで14四半
期連続で減少が続いた。今年3月に入り春物に動き
があるものの、1～3月期も減少の見込みで県内百
貨店の売上に回復の兆しは見られていない。今後
は、催事の回数を例年より増やし、集客に注力する
といった戦略が聞かれた。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が期待されるが、中間層の消費の動きは依
然鈍く、今後も売上は前年を下回って推移すると予
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
を下回ったとみられる。品目別では、衣料品は増加
したが、主力の食料品の売上が前年割れとなったよ
うだ。食料品は、暖冬で冬物商材の売れ行きが鈍
かったほか、前年高騰していた野菜の相場安などに
より売上が減少した。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨秋
以降、弱い動きが続いている。昨年7～9月期は前
年を上回ったが10～12月期には前年割れとなり、
今年1、2月も減少した。
スーパーは同業態内での競争に加え、ドラッグス

トアなどの他業態やネット通販との競争が激化して
おり、店舗改装により集客力を高めようという動きも
あった。
消費者が価格により敏感になり、節約志向が強

まっているとの指摘もあった。人手不足に伴う物流
費や原材料費の高騰を背景に、今春から飲食料品
の値上げが相次いでいるが、値上げにより消費者
の購買姿勢がさらに慎重になるとの懸念もあった。
先行きについては、消費増税に伴う駆け込み購
入が期待されるが、前回増税時ほどの盛り上がりは
ないとの見方が多く、売上はやや前年を下回ると予
想される。
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ご紹介いただきました東北大学の辻と申します。
「健康経営に期待される効果」というテーマでのお
話ですが、まず「少子高齢化」についておさらいさせ
ていただき、労働市場、社会保障に大きな影響を及
ぼしていることをまとめた上で、健康経営の必要性を
お話ししたいと思います。それから従業員の生産性や
医療コストを考えていく上で欠かせない「プレゼン
ティズム」と「アブセンティズム」という言葉があります
が、今日はこれをぜひ覚えていただきたいと思います。
そして「健康経営とインセンティブ」です。最近は健
康づくりを地域の経済活性化にリンケージすることに
よって、人々の健康とともに地域の経済も良くしていこ
うという相乗効果を期待される動きがだいぶ出ており
ますので、そのような実例もご紹介したいと思います。

1950年当時、わが国の人口は約8,400万人でし
た。それがどんどん増えていきまして、2010年～
2012年頃がピークで約1億2,800万人となり、それ

から急速に減少していきます。そしてこれから50年く
らいたちますと約8,600万人ということで、1世紀前
に戻るような人口の変化を迎えます。さらに人口を年
齢階層別に見ていきますと0歳～14歳の子供たちが
どんどん減っていく。いわゆる「少子化」です。そして、
生産年齢人口の15歳～64歳も減ってくる。それで高
齢者が増えていくということですが、注目していただ
きたいのは高齢者といっても、65歳～75歳の前期高
齢者ではなくて、75歳以上の後期高齢者といわれる
人たちが増えてくることです。一人当たりの国民医療
費を年齢階層別に見ますと、15歳～19歳では1年間
で約7万円。前期高齢者は年間約50万円。ところが
75歳以上の後期高齢者は約90万円となります。高
齢者の中でも高齢化が進み、医療・介護のニーズも
さらに急速に増加していきます。
政府の指針をもとに社会保障全体の流れを見ま

すと、2011年に108.1兆円であった社会保障費は、
団塊の世代が全員後期高齢者になる2025年には、
151.0兆円と1.4倍になると推計されています。それ
に対して、財源となるＧＤＰの動きは、2011年度
483.8兆円であったものが、2025年度では607.4
兆円と1.26倍の増加にとどまります。社会保障の
ニーズが40％増えるのに、財源は26％しか増えない。
14％のデフィシットが起こってくるのです。
もう一つ、労働力人口そのものが今後さらに高齢
化していきます。労働力人口における60歳以上の割

合は、2010年の段階では17.9％であったものが、
2020年では19 .4％、それが2030年になると
22.2％とほぼ4人に1人が60歳以上になります。そ
うなりますと職場では、生活習慣病を有する人が増
える、結果として医療費が増加する、生産性は低下
する。職場の健康管理がこれまで以上に重要な経営
課題となることは必然です。
こうした中で、平成24年ころから、政府全体として
健康づくりを推進しようという大きな流れが動きはじ
めました。健康づくりの領域を、企業、学校、地域、交
通、スポーツなどそれぞれの省庁の所管に拡げ、そ
れを先行投資と捉えて進めて行こう。さらに健康や
ヘルスケアに関する新しい産業や雇用を創出して生
涯の活躍につなげていこうという、国の大きな戦略
です。当初の1・2年は暗中模索の時期もありました
が、ここ数年で健康経営がかなり浸透してまいりまし
て、首都圏の企業の方々を中心に健康企業の認定
を受けたいという機運が高まっており、非常に大きな
広がりがあります。

では健康経営とはいったい何かということですが、
「まず経営者が、従業員の健康増進を重要な経営課
題と捉え、企業が成長する上で積極的に従業員の
健康に投資をすること」と定義されます。そうするこ
とにより従業員が健康になっていけば、活力が向上
していきますし、医療費も減ってくるだろう。その結果、
組織は活性化されて、生産性も上がってきて、業績
向上、株価向上というビジネスモデルになるのでは
ないかということで進めているわけです。
健康経営は、経営者と従業員の双方に価値を生

み出します。経営者にとっての価値は、生産性の向
上やコストの削減ということに加えて、企業のブラン
ドイメージの向上があります。これは今非常に重要
視されているもので、健康経営を積極的に推進して
いる企業であると認定されることは、採用活動など
にも影響があり、非常に大きな価値があります。従業
員にとっては、健康づくりの機会の増加、ワーク・ライ

フ・バランスの確立など、柔軟な働き方が可能になり、
こちらも非常に大きな価値があります。
世界的な多国籍企業であるジョンソン・アンド・ジョ

ンソンでは、世界に250社あるグループ企業の約11
万4千人の従業員に対して、ある健康教育プログラ
ムを提供して、その投資に対するリターンを試算した
データがあります。それによると、1ドルの健康投資を
することにより、生産性の向上、欠勤率の低下、医療
費の削減、モチベーションの向上、リクルート効果な
ど、諸々を総合して3ドルの投資リターンがあるだろ
うという結果が出ています。
英語ではHealth and Productive Management

と表現される健康経営は、健康づくりと労働生産性
の双方をねらっています。

皆さんに知っていただきたいのが「アブセンティズ
ム」と「プレゼンティズム」という言葉です。「アブセン
ティズム」とは会社を休むこと、欠勤、休職です。実際
にメンタルを患い長期休職をされるという方は結構
いらっしゃいます。これが目に見える労働力の損失に
なります。一方「プレゼント」は出席、出勤という意味
です。「プレゼンティズム」というのは、出勤はしてい
るけれども、心身の不調などによって生産性が低下
している状態のことをいいます。出勤してはいるもの
の100％のエネルギーを発揮していないという状況
です。理由や原因の多くはメンタルヘルスです。抑う
つといった状態、片頭痛、腰痛、関節痛といったもの
が多いのですが、この痛みは実はかなり心理的な要
素が大きいことが分かってきました。アメリカでの
データですが、会社全体での健康に関連するコスト
を調べたところ、実際に欠勤をした場合、いわゆる
「アブセンティズム」の影響は全体の8分の1程度で
あり、圧倒的に多いのは「プレゼンティズム」の影響
でした。健康経営という点では後者の方がはるかに
大きなインパクトをもっているのです。では何が必要
かと申しますと、職場でのコミュニケーションの活性
化とか、ワーク・ライフ・バランスの確保、ストレス対策、
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健康経営Ⓡに期待される効果
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はじめに

平成31年2月22日（金）、辻一郎氏を講師にお迎えし、
「健康経営に期待される効果」と題して「経営者セミナー
2018」の第4講を開催した。以下、その概要を紹介したい。

疼痛対策などのいわゆるメンタルヘルス対策です。
職場でのメンタルヘルス対策においては、先ずは
体制づくりをする必要があります。メンタルヘルスの
チェックをするときに、今ストレスチェックという仕組
みがありますが、単に症状を見ているだけではだめで
す。その症状に至る前の様々なメンタルヘルスで引っ
かかってきそうな状況をつくる要因を調べる必要が
あり、そして早いうちに予防的な手段を打つ必要が
あるわけです。そこになりますと、従業員の「疲労蓄
積度」と「職場の快適度」の二つが重要になります。
中央労働災害防止協会がつくっている労働者の疲
労蓄積度自己診断チェックリストがあり、全国的なスタ
ンダードになっています。先ず「疲労蓄積度」について
ですが、「イライラする」「落ち着かない」などの従業
員の自覚症状について日頃からチェックをしていき「プ
レゼンティズム」の状況を察知していきます。また「労
働時間の長さ」や「不規則な勤務形態の有無」「出張
の負担」「深夜勤務の有無」などの状況をチェックす
ることにより「疲労の蓄積」の原因を探っていきます。
「職場の快適度」はハード面とソフト面の両者で
構成されます。ハード面は、清潔・清掃、安全衛生、
作業環境、疲労回復支援施設などのいわゆる普通
のものです。一方、経営者の皆さまが考えていくべき
ソフト面についてです。部下がやる気になる職場とは、
どのような要素が重要なのかについて、中央労働災
害防止協会のチェックリストにおいては次の7つの領
域を挙げています。
領域１はキャリア形成です。人材育成に関するプロ

グラムが会社の中でどのように提供されているかに
ついてですが、この面で点数が高い職場はやはり若
い人がやる気をもって働ける職場です。領域２は人
間関係です。「上司は困った時に頼りになる」「上司
や同僚と気軽に話ができる」、このようなことが若い
人たちの労働意欲を高めていくのです。領域３は自
由裁量性です。自分でどれくらいの自由裁量をもって
仕事に主体的にかかわっていけるかどうかは、若い
人にとって非常に重要です。領域４は給料の問題で
す。「世間に見劣りしない給料をもらえる」「働きに見
合った給料がもらえる」などの収入の問題です。領域

より、健康診断の結果や生活習慣の実践状況を分
析しましても「ホワイト500」に選ばれている企業が
所属する組合の健診結果等は良好な傾向にあり、
認証による変化や効果が裏打ちされました。
協会けんぽ宮城県支部では「職場健康づくり宣
言」を始めています。各企業は「脱メタボ」「タバコ・
受動喫煙防止対策」「がん対策」などの各項目の中
から、自社において推進していく具体的な項目を選
択したうえで「職場健康づくり宣言」を協会けんぽに
向けて行います。宣言をすると、県内の金融機関か
らの各種ローン金利の優遇、フィットネスクラブの入
会金免除などの様々なインセンティブが付きます。ま
たフォローアップとして「職場健康づくり宣言制度　
取り組み状況チェックシート」が配られ、各企業は毎
年1回定期的に状況を見直すことができます。また
県内の優良企業の取組を好事例集にまとめて配布
することで健康経営の更なる推進に努めています。
「コラボヘルス」とは健保組合などの保険者と事
業主が連携して健康づくりを実践していくことです。
㈱デンソーでは会社とデンソー健保が連携して過去
10年間の健診と医療費のデータを分析したうえで、
健康づくり活動を全社的に展開して具体的な成果を
あげています。ＩＴ企業のＳＣＳＫ㈱では、社内クリニッ
クやリラクゼーションルームの整備などに加えて「健
康わくわくマイレージ」というポイント制度をつくりま
した。健康の維持・向上に必要な行動や定期健康診
断の結果等をポイント化して、基準を満たせば1年間
の蓄積に応じて従業員に支給します。会社全体とし
ては年間総額約1億円をかけています。日本ＩＢＭ㈱
では健保組合が「ｐ-Dental 21」という歯科医によ
る診察、歯科衛生士による個別指導やフォローを継
続してきました。その結果社員の行動が変容し、年
間一人当たり約5,000円の歯科診療費減少につな
がっています。これは全身の健康管理にもつながり、
まさにこれが健康経営になります。

健康づくりとまちづくり・商店街振興との協働とし

て「よこはまウォーキングポイント」があります。横浜
市役所に参加登録をすると歩数計が無料で配布さ
れます。歩数に応じてポイントがたまり、200ポイント
たまると抽選で3,000円の商品券がプレゼントされ
ます。商品券は歩数リーダーを設置している協力店
舗で使用できるというものです。参加者の月平均歩
数10万歩を達成した月には、横浜市が20万円を国
連の食糧支援機関（ＷＦＰ）に寄付をするという仕組
みも備えており、社会貢献にもつながっています。市
民の健康づくりと地域の商店街の活性化を見事にリ
ンクさせている事例です。
大分県では「うま塩」といって、1食あたり塩分3ｇ
未満の「うま塩メニュー」提供店の募集を進めてい
ます。これに別府大学栄養学科の学生さんが参加し
て、うま塩であり、かつ地産地消の食材であるという
二つの条件でメニューを考案しました。優秀メニュー
は県民イベントで披露、表彰され、さらには地元の食
品スーパーにおいて「うま塩弁当」などとして商品化
され県内の各店舗で販売されています。
健康のため我慢してというのではなくて、むしろ一

つのファッションとして健康づくりを楽しんでいくよう
な形にして、そこで新しい産業を興して雇用も増や
す。そして、地域の経済そのものを活性化していくこ
とが大切です。そして従来の医療介護に加えて、公
的保険の外で運動とか、栄養、保健サービスといっ
た新しいヘルスケア産業をつくっていき、さらには農
業とか観光とも連携し、医・農商工連携というような
ものにして、新しい産業をつくっていく。そして、医療
とか介護などの公的な保険だけで動く部分と、それ
らの部分とうまく連携させることによって地域の医療
介護の体制を更に強くしていく。このような動きを通
じて、地域の活性化、さらには医療費の削減を目指
そうということを、いまわれわれが考えて進めている
ところであります。
皆さま方それぞれのお仕事の中での健康づくりや、

それぞれの地域の活性化に、今日の私の講演が何
かのヒントになるようなことがあれば幸いです。
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）

健康経営とは

「プレゼンティズム」と「アブセンティズム」

５は社会貢献です。「自分の仕事は、よりよい社会を
築くのに役立っている」「今の職場やこの仕事にか
かわる一員であることを、誇りに思っている」、こう
いった気持ちも非常に重要になってくるわけです。領
域６では「休暇制度の整備や取得のしやすさ」や「心
や体の健康相談にのってくれる専門スタッフの有
無」などです。それに加えて「心や身体の健康相談
のために、社外の医療機関を気軽に利用できる」と
いう項目があります。社外というのは実は大事です。
メンタル系の話は、専門家とはいえ、社内の人にあま
り話したくない気持ちを皆さんもっていらっしゃいます。
最後の領域７では、「仕事はいつも時間内に処理で
きる」「翌日までに仕事の疲れを残すことはない」
「家に仕事を持ち帰ったことはめったにない」など、
仕事のストレスについて聞いています。経営者の皆
さま方といたしましても、ソフト面においてこれらの観
点に気をつけていただければ、結果として会社の生
産性はさらに上がっていくであろうということです。

健康経営を国として進め始めた平成25年に、東
京証券取引所さんから「健康経営銘柄」についての
提案がありました。当時すでに男女共同参画の推進
において「なでしこ銘柄」の成功事例が知られており
ましたので、これを参考に「健康経営銘柄」を始めま
した。また対象を拡げて健康経営を実践している企
業を認証する「健康経営優良企業認定制度」をス
タートさせ、大企業については「ホワイト500」という
名称をつけました。中小企業部門も設けまして毎年
審査をして認証します。これまでに認証された「ホワ
イト500」は計821社、中小企業部門は2,503社と
なりスタート時から3倍以上増加しておりまして、かな
りの広がりと企業の熱意が感じられます。経済産業
省の調査による優良企業認定による効果は「自社内
での意識の高まり」「企業イメージの向上」「コミュ
ニケーションやモチベーションの向上」「労働時間の
適正化や有給休暇取得率の向上」などが挙げられ
ています。私たちが実際に健保組合ごとのデータに

少子高齢化が労働市場と社会保障に及ぼす影響

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、それまで堅調
だった汎用機械の減速を受けて、7～9月期には同▲
4.1％と前年割れになった。10～12月期についても
同▲14.1％と、2四半期連続で前年を下回っている。
今年1～3月期を通してみても、パチンコなどの業
務用機械は比較的底堅く推移したとみられるもの
の、フラットパネル・ディスプレイ製造装置などの生
産用機械が落ち込んだことなどから、一般機械全体
でみると、生産は前年を下回った模様である。
昨年の秋頃まで堅調に推移していた空気圧機器

は、工作機械向けの落ち込みなどを受けて、このと
ころ減速している。自動化・省力化機器向けが堅調
に推移したこともあって、昨年末にかけていったん盛
り返していた歯車も、年明け以降は工作機械向けな
どを中心に再びやや減速している。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、昨年前
半は比較的底堅く推移していたものの、スマートフォ
ン向けが鈍化していることもあり、年後半は生産が
減少している。半導体製造装置については、全国的
には中国向けを中心に輸出が落ち込む企業が多い
ものの、企業ごとの業績のバラツキが大きい。県内
の半導体製造装置については、昨年後半はやや盛
り返していた。医療用機械器具は、落ち込んでいた
昨年前半の水準からは持ち直しており、足元の生産
は前年並みまで回復している模様である。
4～6月期についても、業務用機械については医
療用機械器具をはじめとして、足元で回復の兆しが
みられるものの、中国経済の景気減速などを受けて、
汎用機械や生産用機械の受注が落ち込んでいるこ
ともあり、先行きの生産は、引き続き前年を下回る
水準で推移するとみられる。

情報通信機械は、大手電機メーカーの県内での
携帯電話等の生産が停止されたことの影響で大き
く落ち込んでいたが、カーナビ、カーオーディオなど、
自動車関連の製品を中心に、盛り返しの動きが続
いている。昨年4～6月期以降3四半期連続で前年
比プラス、とくに7～9月期、10～12月期は同2桁の
増加となった。今年1～3月期も増勢を持続している。
先行きについては、電子部品・デバイスは、中国

やアジアでの白物家電向け等は弱い動きが続くと
みられるが、国内向けや自動車向けは堅調なこと
から現状程度の動きが続くとみられる。産業機械
向けの電気機械は、輸出を含めて産業機械等の
生産調整が続くとみられることから、やや弱い動き
が見込まれる。情報通信機械関連では、通信技術
の高度化に伴う情報システム向けを含めた部品や
装置等の需要も期待され、比較的堅調に推移しよ
う。電気機械全体では前年をやや下回ると予想さ
れる。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲1.4％と2四半期ぶりに減少した。軽自動車が同
▲1.9％と8四半期ぶりに減少し、登録車（普通＋小
型乗用車）も同▲1.1％と2四半期ぶりに前年を下
回った。県内の乗用車の販売は一進一退からやや弱
含みで推移している。

られることから、部品メーカーの生産も前年をやや
上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期

までは、堅調な鋼材需要を受けて4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の工事
がかなり進捗してきたこともあって、7～9月期に前
年比横ばいとなり、10～12月期には前年比▲6.4％
と6四半期ぶりに前年を下回った。今年1～3月期に
ついても、前年の水準が比較的高かったこともあり、
前年割れで推移したとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。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一段落している。従来、病院
や学校などの建築では、防音性や断熱性に優れる
RC造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工

 
（2） 電気機械…前年並みで推移
1～3月期の電気機械の生産は、全体としては前
年並みで推移した模様である。昨年後半より中国
国内でのスマートフォンや自動車などの需要が減少
し、国内では大きな影響を受けたところもあるが、県
内ではスマートフォン向けは比較的少ないことも
あって、影響は小さいようだ。ただ、県内でも産業機
械などに組み込まれる電子部品や制御装置などは
大きく落ち込んでいる。
電子部品・デバイスの生産は、昨年10～12月期

まで11四半期連続で前年比プラスを続けてきたが、
今年1～3月期はやや弱含んでいる。中国のエアコ
ンや白物家電向けは、需要減少の影響を受けて生
産を調整している。また、産業機械や情報システム
向けの電子部品等も生産が落ちている。自動車向
けは、車の様々な動きを制御する部品の高度化、点
数の増加が続いており、生産も好調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、産業向け

が多く、県内で生産される電気機械は、ほとんどが
産業機械や情報システムなどに組み込まれる電気
関連の部品や制御・計測装置である。このため、昨
年後半からの産業機械の生産減の影響を大きく受
けている。組み込まれた機械は海外へ輸出されるこ
とも多く、中国向け輸出減速の影響も大きい。この
ため、こうした電気機械の生産は1～3月期に大きく
落ち込んだ模様である。

生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト
ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、昨年7
～9月期が前年比▲0.1％と微減だったが、10～12
月期は同＋1.7％と増加した。本年1月も同＋6.7％
と前年を上回り、1～3月期全体でも前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販
売台数は前年をやや下回ったものの、輸出向けの
生産台数が増加したため、県内での生産は増加し
ているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

も期待され販売は強含むとみられる。輸出も当面増
勢が続くと予想され、県内生産も前年をやや上回っ
て推移するだろう。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並み
となった模様だ。
販売は国内向けが前年を上回り、海外向けが減
少しているようだ。国内販売は、東京オリンピック関
連工事の需要、首都圏の再開発、ネット通販の拡大
による物流需要があり、底堅い動きが続いている。
海外向けは、米中貿易摩擦や中国景気の鈍化等を
受けた世界景気の減速もあり、弱含んでいるとみら
れる。
先行きもこうした傾向が続き、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、
前年をやや上回って推移したとみられ、自動車部品
の生産も前年を上回った模様だ。
企業業績面では、部品メーカーの売上は増加な

いし横ばいだが、輸送費、原材料費、人件費などの
コストアップで減益となるなど、収益環境は厳しいと
の声が聞かれた。また、人手不足が相変わらず深刻
で、新規採用が厳しいだけでなく、転職環境が良い
こともあり中途退社が多くなり、人繰りが厳しいとの
話もあった。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ

法と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材等を利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
をS造で立ち上げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売がや
や低調に推移している。マンション販売業者の多く
は、発売戸数の絞り込みで対応しようとしているも
のの、一部では値引きを余儀なくされるケースもあ
り、新規着工には慎重な姿勢をみせている。
昨年後半には、落ち着きをみせていたスクラップ
価格だが、電炉の普及が進むベトナムなどの輸入
増加に加え、ブラジルでの大規模な鉱山事故の影
響で、鉄鉱石の供給に懸念が生じたこともあって、
このところ価格が押し上げられている。黒鉛電極や
バナジウムなどの副資材価格も大幅に上昇しており、
コストを押し上げている。鋼材の製品価格も徐々に
引き上げられてはいるものの、スプレッドの確保が
後手に回るケースも多く、鋼材メーカーの収益は厳
しい状況が続いている。
4～6月期の鋼材の生産についても、東京オリン

ピック関連の工事が徐々に減少していくこともあっ
て、前年を下回る水準で推移するとみられる。
1～3月期の鋳物の生産は、前年をやや下回った

とみられる。鋳鉄管は、昨年の年初あたりから振れ
を伴いながらも、緩やかに減少してきた。輸出用を
中心に堅調だった建設機械向けや工作機械向けに
ついても、中国の景気減速などの影響を受けて、昨
年の末頃から減少に転じたようだ。一方、東京オリ
ンピックや首都圏の再開発がらみで、景観材は引き
続き底堅く推移している。
コスト面は厳しい状況が続いている。スクラップ
や副資材の価格上昇に加えて、これまで電力需要
を分散させるために適用されてきたピークシフト割
引が廃止され、電気料金の負担が増しており、収益
面を圧迫している。
4～6月期については、相応の受注残を抱える先

も多いことから、大きく落ち込むことはないとみられ

るものの、前年の建設機械向け等の生産の水準が
高かったこともあり、鋳物全体でみても、生産は前年
を下回る見込みである。

 

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
上回った。発注状況に振れはあるものの、受注残は
多く、工事量も高水準で安定している。
内容は、建物、橋梁、道路などの改修・補修が多

い。とくに学校や公共施設などの建物については、
老朽化にともなう改修、設備更新の工事が多く、新
規の建設案件は少ない。耐震化も大きな物件はほ
ぼ終わったが、災害時に避難場所となる体育館など
で遅れているものもあり、対応が急がれている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。
民間工事：1～3月期の民間工事は、着工ベースでほ
ぼ前年並みで推移した。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多い。ただ、前
年に比べると工事量は減ってきている。また、企業
の収益が回復してきたことなどから、工場やビルの
リフォームや耐震化工事だけではなく、建て替えや
新設の案件もみられる。商業関連や宿泊、飲食、
サービス関連も好調を持続している。大手業者が都

内での優良工事を多く抱え、県内の工事は比較的
大きなものでも、県内建設業者が請け負うように
なっており、県内建設業者の受注、収益環境は良い。
先行きも、現状程度で推移する見込み。東京オリ

ンピック以降の需要減を懸念するところも多かった
が、都内ではそれ以降も繁忙な状況が続くとの見方
が多くなってきており、県内建設業者にとっては、当
面繁忙な状況、収益の確保が期待できる模様。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年をやや
下回った。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となり、契約率は好不
調の目安といわれる70％を下回っている。ただ、足
元では、さいたま新都心駅近くの大型物件の販売が
好調なことから、契約率は持ち直している。ニーズに
合った場所や価格などであれば需要を取り込むこと
ができている。一方、利便性に劣る物件は販売が厳
しく、県内全体での供給は抑え気味である。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しているなか、金利も低く、価格も
マンションに比べ割安感があることから、賃貸の賃
料との比較で購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
なお、消費増税に伴う駆け込み購入の動きは前

回増税時に比べると小さかった。
先行きは、マンションは高価格でも売れるもの以
外の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先
行きも安定した状況が期待されている。一方、貸家
は空室率が依然高く現状程度からやや弱含みの見
込み。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。暖冬傾向でコートなどの防寒衣料が伸び悩んだ。
ただ、3月からは気温も上がり春物に動きも出てきて
いる。冬のセールは1月上旬と下旬の2回に分けて
開催された。夏に比べ2回開催への顧客の認知度
が高まり反応は良かったが、2回合わせてみると売
上は昨年のセールとあまり変わらなかったようだ。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったが、食
料品が弱かったほか、主力の衣料品も減少が続い
た。衣料品は紳士・婦人ともに低迷が続いている。
高額品の売上は底堅く推移し、時計・宝飾品、高
級ブランド品などは引き続き売れている。富裕層が
顧客である外商売上も伸びている。一方、中間層の
消費は引き続き慎重な動きとなっている。所得環境
は改善しているが、消費に力強さが感じられない。
中国で輸入品のインターネット通販を規制する法
律が施行され、転売業者の仕入れが減少したため、
インバウンド（訪日外国人）による消費は減っている
が、県内百貨店では売上全体に占める割合も僅か
で全体の売上への影響は小さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年10～12月期まで14四半
期連続で減少が続いた。今年3月に入り春物に動き
があるものの、1～3月期も減少の見込みで県内百
貨店の売上に回復の兆しは見られていない。今後
は、催事の回数を例年より増やし、集客に注力する
といった戦略が聞かれた。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が期待されるが、中間層の消費の動きは依
然鈍く、今後も売上は前年を下回って推移すると予
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
を下回ったとみられる。品目別では、衣料品は増加
したが、主力の食料品の売上が前年割れとなったよ
うだ。食料品は、暖冬で冬物商材の売れ行きが鈍
かったほか、前年高騰していた野菜の相場安などに
より売上が減少した。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨秋
以降、弱い動きが続いている。昨年7～9月期は前
年を上回ったが10～12月期には前年割れとなり、
今年1、2月も減少した。
スーパーは同業態内での競争に加え、ドラッグス

トアなどの他業態やネット通販との競争が激化して
おり、店舗改装により集客力を高めようという動きも
あった。
消費者が価格により敏感になり、節約志向が強

まっているとの指摘もあった。人手不足に伴う物流
費や原材料費の高騰を背景に、今春から飲食料品
の値上げが相次いでいるが、値上げにより消費者
の購買姿勢がさらに慎重になるとの懸念もあった。
先行きについては、消費増税に伴う駆け込み購
入が期待されるが、前回増税時ほどの盛り上がりは
ないとの見方が多く、売上はやや前年を下回ると予
想される。
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ご紹介いただきました東北大学の辻と申します。
「健康経営に期待される効果」というテーマでのお
話ですが、まず「少子高齢化」についておさらいさせ
ていただき、労働市場、社会保障に大きな影響を及
ぼしていることをまとめた上で、健康経営の必要性を
お話ししたいと思います。それから従業員の生産性や
医療コストを考えていく上で欠かせない「プレゼン
ティズム」と「アブセンティズム」という言葉があります
が、今日はこれをぜひ覚えていただきたいと思います。
そして「健康経営とインセンティブ」です。最近は健
康づくりを地域の経済活性化にリンケージすることに
よって、人々の健康とともに地域の経済も良くしていこ
うという相乗効果を期待される動きがだいぶ出ており
ますので、そのような実例もご紹介したいと思います。

1950年当時、わが国の人口は約8,400万人でし
た。それがどんどん増えていきまして、2010年～
2012年頃がピークで約1億2,800万人となり、それ

から急速に減少していきます。そしてこれから50年く
らいたちますと約8,600万人ということで、1世紀前
に戻るような人口の変化を迎えます。さらに人口を年
齢階層別に見ていきますと0歳～14歳の子供たちが
どんどん減っていく。いわゆる「少子化」です。そして、
生産年齢人口の15歳～64歳も減ってくる。それで高
齢者が増えていくということですが、注目していただ
きたいのは高齢者といっても、65歳～75歳の前期高
齢者ではなくて、75歳以上の後期高齢者といわれる
人たちが増えてくることです。一人当たりの国民医療
費を年齢階層別に見ますと、15歳～19歳では1年間
で約7万円。前期高齢者は年間約50万円。ところが
75歳以上の後期高齢者は約90万円となります。高
齢者の中でも高齢化が進み、医療・介護のニーズも
さらに急速に増加していきます。
政府の指針をもとに社会保障全体の流れを見ま

すと、2011年に108.1兆円であった社会保障費は、
団塊の世代が全員後期高齢者になる2025年には、
151.0兆円と1.4倍になると推計されています。それ
に対して、財源となるＧＤＰの動きは、2011年度
483.8兆円であったものが、2025年度では607.4
兆円と1.26倍の増加にとどまります。社会保障の
ニーズが40％増えるのに、財源は26％しか増えない。
14％のデフィシットが起こってくるのです。
もう一つ、労働力人口そのものが今後さらに高齢
化していきます。労働力人口における60歳以上の割

合は、2010年の段階では17.9％であったものが、
2020年では19 .4％、それが2030年になると
22.2％とほぼ4人に1人が60歳以上になります。そ
うなりますと職場では、生活習慣病を有する人が増
える、結果として医療費が増加する、生産性は低下
する。職場の健康管理がこれまで以上に重要な経営
課題となることは必然です。
こうした中で、平成24年ころから、政府全体として
健康づくりを推進しようという大きな流れが動きはじ
めました。健康づくりの領域を、企業、学校、地域、交
通、スポーツなどそれぞれの省庁の所管に拡げ、そ
れを先行投資と捉えて進めて行こう。さらに健康や
ヘルスケアに関する新しい産業や雇用を創出して生
涯の活躍につなげていこうという、国の大きな戦略
です。当初の1・2年は暗中模索の時期もありました
が、ここ数年で健康経営がかなり浸透してまいりまし
て、首都圏の企業の方々を中心に健康企業の認定
を受けたいという機運が高まっており、非常に大きな
広がりがあります。

では健康経営とはいったい何かということですが、
「まず経営者が、従業員の健康増進を重要な経営課
題と捉え、企業が成長する上で積極的に従業員の
健康に投資をすること」と定義されます。そうするこ
とにより従業員が健康になっていけば、活力が向上
していきますし、医療費も減ってくるだろう。その結果、
組織は活性化されて、生産性も上がってきて、業績
向上、株価向上というビジネスモデルになるのでは
ないかということで進めているわけです。
健康経営は、経営者と従業員の双方に価値を生

み出します。経営者にとっての価値は、生産性の向
上やコストの削減ということに加えて、企業のブラン
ドイメージの向上があります。これは今非常に重要
視されているもので、健康経営を積極的に推進して
いる企業であると認定されることは、採用活動など
にも影響があり、非常に大きな価値があります。従業
員にとっては、健康づくりの機会の増加、ワーク・ライ

フ・バランスの確立など、柔軟な働き方が可能になり、
こちらも非常に大きな価値があります。
世界的な多国籍企業であるジョンソン・アンド・ジョ

ンソンでは、世界に250社あるグループ企業の約11
万4千人の従業員に対して、ある健康教育プログラ
ムを提供して、その投資に対するリターンを試算した
データがあります。それによると、1ドルの健康投資を
することにより、生産性の向上、欠勤率の低下、医療
費の削減、モチベーションの向上、リクルート効果な
ど、諸々を総合して3ドルの投資リターンがあるだろ
うという結果が出ています。
英語ではHealth and Productive Management

と表現される健康経営は、健康づくりと労働生産性
の双方をねらっています。

皆さんに知っていただきたいのが「アブセンティズ
ム」と「プレゼンティズム」という言葉です。「アブセン
ティズム」とは会社を休むこと、欠勤、休職です。実際
にメンタルを患い長期休職をされるという方は結構
いらっしゃいます。これが目に見える労働力の損失に
なります。一方「プレゼント」は出席、出勤という意味
です。「プレゼンティズム」というのは、出勤はしてい
るけれども、心身の不調などによって生産性が低下
している状態のことをいいます。出勤してはいるもの
の100％のエネルギーを発揮していないという状況
です。理由や原因の多くはメンタルヘルスです。抑う
つといった状態、片頭痛、腰痛、関節痛といったもの
が多いのですが、この痛みは実はかなり心理的な要
素が大きいことが分かってきました。アメリカでの
データですが、会社全体での健康に関連するコスト
を調べたところ、実際に欠勤をした場合、いわゆる
「アブセンティズム」の影響は全体の8分の1程度で
あり、圧倒的に多いのは「プレゼンティズム」の影響
でした。健康経営という点では後者の方がはるかに
大きなインパクトをもっているのです。では何が必要
かと申しますと、職場でのコミュニケーションの活性
化とか、ワーク・ライフ・バランスの確保、ストレス対策、

疼痛対策などのいわゆるメンタルヘルス対策です。
職場でのメンタルヘルス対策においては、先ずは
体制づくりをする必要があります。メンタルヘルスの
チェックをするときに、今ストレスチェックという仕組
みがありますが、単に症状を見ているだけではだめで
す。その症状に至る前の様々なメンタルヘルスで引っ
かかってきそうな状況をつくる要因を調べる必要が
あり、そして早いうちに予防的な手段を打つ必要が
あるわけです。そこになりますと、従業員の「疲労蓄
積度」と「職場の快適度」の二つが重要になります。
中央労働災害防止協会がつくっている労働者の疲
労蓄積度自己診断チェックリストがあり、全国的なスタ
ンダードになっています。先ず「疲労蓄積度」について
ですが、「イライラする」「落ち着かない」などの従業
員の自覚症状について日頃からチェックをしていき「プ
レゼンティズム」の状況を察知していきます。また「労
働時間の長さ」や「不規則な勤務形態の有無」「出張
の負担」「深夜勤務の有無」などの状況をチェックす
ることにより「疲労の蓄積」の原因を探っていきます。
「職場の快適度」はハード面とソフト面の両者で
構成されます。ハード面は、清潔・清掃、安全衛生、
作業環境、疲労回復支援施設などのいわゆる普通
のものです。一方、経営者の皆さまが考えていくべき
ソフト面についてです。部下がやる気になる職場とは、
どのような要素が重要なのかについて、中央労働災
害防止協会のチェックリストにおいては次の7つの領
域を挙げています。
領域１はキャリア形成です。人材育成に関するプロ

グラムが会社の中でどのように提供されているかに
ついてですが、この面で点数が高い職場はやはり若
い人がやる気をもって働ける職場です。領域２は人
間関係です。「上司は困った時に頼りになる」「上司
や同僚と気軽に話ができる」、このようなことが若い
人たちの労働意欲を高めていくのです。領域３は自
由裁量性です。自分でどれくらいの自由裁量をもって
仕事に主体的にかかわっていけるかどうかは、若い
人にとって非常に重要です。領域４は給料の問題で
す。「世間に見劣りしない給料をもらえる」「働きに見
合った給料がもらえる」などの収入の問題です。領域

より、健康診断の結果や生活習慣の実践状況を分
析しましても「ホワイト500」に選ばれている企業が
所属する組合の健診結果等は良好な傾向にあり、
認証による変化や効果が裏打ちされました。
協会けんぽ宮城県支部では「職場健康づくり宣
言」を始めています。各企業は「脱メタボ」「タバコ・
受動喫煙防止対策」「がん対策」などの各項目の中
から、自社において推進していく具体的な項目を選
択したうえで「職場健康づくり宣言」を協会けんぽに
向けて行います。宣言をすると、県内の金融機関か
らの各種ローン金利の優遇、フィットネスクラブの入
会金免除などの様々なインセンティブが付きます。ま
たフォローアップとして「職場健康づくり宣言制度　
取り組み状況チェックシート」が配られ、各企業は毎
年1回定期的に状況を見直すことができます。また
県内の優良企業の取組を好事例集にまとめて配布
することで健康経営の更なる推進に努めています。
「コラボヘルス」とは健保組合などの保険者と事
業主が連携して健康づくりを実践していくことです。
㈱デンソーでは会社とデンソー健保が連携して過去
10年間の健診と医療費のデータを分析したうえで、
健康づくり活動を全社的に展開して具体的な成果を
あげています。ＩＴ企業のＳＣＳＫ㈱では、社内クリニッ
クやリラクゼーションルームの整備などに加えて「健
康わくわくマイレージ」というポイント制度をつくりま
した。健康の維持・向上に必要な行動や定期健康診
断の結果等をポイント化して、基準を満たせば1年間
の蓄積に応じて従業員に支給します。会社全体とし
ては年間総額約1億円をかけています。日本ＩＢＭ㈱
では健保組合が「ｐ-Dental 21」という歯科医によ
る診察、歯科衛生士による個別指導やフォローを継
続してきました。その結果社員の行動が変容し、年
間一人当たり約5,000円の歯科診療費減少につな
がっています。これは全身の健康管理にもつながり、
まさにこれが健康経営になります。

健康づくりとまちづくり・商店街振興との協働とし

て「よこはまウォーキングポイント」があります。横浜
市役所に参加登録をすると歩数計が無料で配布さ
れます。歩数に応じてポイントがたまり、200ポイント
たまると抽選で3,000円の商品券がプレゼントされ
ます。商品券は歩数リーダーを設置している協力店
舗で使用できるというものです。参加者の月平均歩
数10万歩を達成した月には、横浜市が20万円を国
連の食糧支援機関（ＷＦＰ）に寄付をするという仕組
みも備えており、社会貢献にもつながっています。市
民の健康づくりと地域の商店街の活性化を見事にリ
ンクさせている事例です。
大分県では「うま塩」といって、1食あたり塩分3ｇ
未満の「うま塩メニュー」提供店の募集を進めてい
ます。これに別府大学栄養学科の学生さんが参加し
て、うま塩であり、かつ地産地消の食材であるという
二つの条件でメニューを考案しました。優秀メニュー
は県民イベントで披露、表彰され、さらには地元の食
品スーパーにおいて「うま塩弁当」などとして商品化
され県内の各店舗で販売されています。
健康のため我慢してというのではなくて、むしろ一

つのファッションとして健康づくりを楽しんでいくよう
な形にして、そこで新しい産業を興して雇用も増や
す。そして、地域の経済そのものを活性化していくこ
とが大切です。そして従来の医療介護に加えて、公
的保険の外で運動とか、栄養、保健サービスといっ
た新しいヘルスケア産業をつくっていき、さらには農
業とか観光とも連携し、医・農商工連携というような
ものにして、新しい産業をつくっていく。そして、医療
とか介護などの公的な保険だけで動く部分と、それ
らの部分とうまく連携させることによって地域の医療
介護の体制を更に強くしていく。このような動きを通
じて、地域の活性化、さらには医療費の削減を目指
そうということを、いまわれわれが考えて進めている
ところであります。
皆さま方それぞれのお仕事の中での健康づくりや、

それぞれの地域の活性化に、今日の私の講演が何
かのヒントになるようなことがあれば幸いです。
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）

健康づくりと地域経済活性化とのリンケージ

健康経営とインセンティブ

５は社会貢献です。「自分の仕事は、よりよい社会を
築くのに役立っている」「今の職場やこの仕事にか
かわる一員であることを、誇りに思っている」、こう
いった気持ちも非常に重要になってくるわけです。領
域６では「休暇制度の整備や取得のしやすさ」や「心
や体の健康相談にのってくれる専門スタッフの有
無」などです。それに加えて「心や身体の健康相談
のために、社外の医療機関を気軽に利用できる」と
いう項目があります。社外というのは実は大事です。
メンタル系の話は、専門家とはいえ、社内の人にあま
り話したくない気持ちを皆さんもっていらっしゃいます。
最後の領域７では、「仕事はいつも時間内に処理で
きる」「翌日までに仕事の疲れを残すことはない」
「家に仕事を持ち帰ったことはめったにない」など、
仕事のストレスについて聞いています。経営者の皆
さま方といたしましても、ソフト面においてこれらの観
点に気をつけていただければ、結果として会社の生
産性はさらに上がっていくであろうということです。

健康経営を国として進め始めた平成25年に、東
京証券取引所さんから「健康経営銘柄」についての
提案がありました。当時すでに男女共同参画の推進
において「なでしこ銘柄」の成功事例が知られており
ましたので、これを参考に「健康経営銘柄」を始めま
した。また対象を拡げて健康経営を実践している企
業を認証する「健康経営優良企業認定制度」をス
タートさせ、大企業については「ホワイト500」という
名称をつけました。中小企業部門も設けまして毎年
審査をして認証します。これまでに認証された「ホワ
イト500」は計821社、中小企業部門は2,503社と
なりスタート時から3倍以上増加しておりまして、かな
りの広がりと企業の熱意が感じられます。経済産業
省の調査による優良企業認定による効果は「自社内
での意識の高まり」「企業イメージの向上」「コミュ
ニケーションやモチベーションの向上」「労働時間の
適正化や有給休暇取得率の向上」などが挙げられ
ています。私たちが実際に健保組合ごとのデータに

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、それまで堅調
だった汎用機械の減速を受けて、7～9月期には同▲
4.1％と前年割れになった。10～12月期についても
同▲14.1％と、2四半期連続で前年を下回っている。
今年1～3月期を通してみても、パチンコなどの業
務用機械は比較的底堅く推移したとみられるもの
の、フラットパネル・ディスプレイ製造装置などの生
産用機械が落ち込んだことなどから、一般機械全体
でみると、生産は前年を下回った模様である。
昨年の秋頃まで堅調に推移していた空気圧機器

は、工作機械向けの落ち込みなどを受けて、このと
ころ減速している。自動化・省力化機器向けが堅調
に推移したこともあって、昨年末にかけていったん盛
り返していた歯車も、年明け以降は工作機械向けな
どを中心に再びやや減速している。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、昨年前
半は比較的底堅く推移していたものの、スマートフォ
ン向けが鈍化していることもあり、年後半は生産が
減少している。半導体製造装置については、全国的
には中国向けを中心に輸出が落ち込む企業が多い
ものの、企業ごとの業績のバラツキが大きい。県内
の半導体製造装置については、昨年後半はやや盛
り返していた。医療用機械器具は、落ち込んでいた
昨年前半の水準からは持ち直しており、足元の生産
は前年並みまで回復している模様である。
4～6月期についても、業務用機械については医
療用機械器具をはじめとして、足元で回復の兆しが
みられるものの、中国経済の景気減速などを受けて、
汎用機械や生産用機械の受注が落ち込んでいるこ
ともあり、先行きの生産は、引き続き前年を下回る
水準で推移するとみられる。

情報通信機械は、大手電機メーカーの県内での
携帯電話等の生産が停止されたことの影響で大き
く落ち込んでいたが、カーナビ、カーオーディオなど、
自動車関連の製品を中心に、盛り返しの動きが続
いている。昨年4～6月期以降3四半期連続で前年
比プラス、とくに7～9月期、10～12月期は同2桁の
増加となった。今年1～3月期も増勢を持続している。
先行きについては、電子部品・デバイスは、中国

やアジアでの白物家電向け等は弱い動きが続くと
みられるが、国内向けや自動車向けは堅調なこと
から現状程度の動きが続くとみられる。産業機械
向けの電気機械は、輸出を含めて産業機械等の
生産調整が続くとみられることから、やや弱い動き
が見込まれる。情報通信機械関連では、通信技術
の高度化に伴う情報システム向けを含めた部品や
装置等の需要も期待され、比較的堅調に推移しよ
う。電気機械全体では前年をやや下回ると予想さ
れる。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲1.4％と2四半期ぶりに減少した。軽自動車が同
▲1.9％と8四半期ぶりに減少し、登録車（普通＋小
型乗用車）も同▲1.1％と2四半期ぶりに前年を下
回った。県内の乗用車の販売は一進一退からやや弱
含みで推移している。

られることから、部品メーカーの生産も前年をやや
上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期

までは、堅調な鋼材需要を受けて4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の工事
がかなり進捗してきたこともあって、7～9月期に前
年比横ばいとなり、10～12月期には前年比▲6.4％
と6四半期ぶりに前年を下回った。今年1～3月期に
ついても、前年の水準が比較的高かったこともあり、
前年割れで推移したとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。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一段落している。従来、病院
や学校などの建築では、防音性や断熱性に優れる
RC造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工

 
（2） 電気機械…前年並みで推移
1～3月期の電気機械の生産は、全体としては前
年並みで推移した模様である。昨年後半より中国
国内でのスマートフォンや自動車などの需要が減少
し、国内では大きな影響を受けたところもあるが、県
内ではスマートフォン向けは比較的少ないことも
あって、影響は小さいようだ。ただ、県内でも産業機
械などに組み込まれる電子部品や制御装置などは
大きく落ち込んでいる。
電子部品・デバイスの生産は、昨年10～12月期

まで11四半期連続で前年比プラスを続けてきたが、
今年1～3月期はやや弱含んでいる。中国のエアコ
ンや白物家電向けは、需要減少の影響を受けて生
産を調整している。また、産業機械や情報システム
向けの電子部品等も生産が落ちている。自動車向
けは、車の様々な動きを制御する部品の高度化、点
数の増加が続いており、生産も好調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、産業向け

が多く、県内で生産される電気機械は、ほとんどが
産業機械や情報システムなどに組み込まれる電気
関連の部品や制御・計測装置である。このため、昨
年後半からの産業機械の生産減の影響を大きく受
けている。組み込まれた機械は海外へ輸出されるこ
とも多く、中国向け輸出減速の影響も大きい。この
ため、こうした電気機械の生産は1～3月期に大きく
落ち込んだ模様である。

生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト
ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、昨年7
～9月期が前年比▲0.1％と微減だったが、10～12
月期は同＋1.7％と増加した。本年1月も同＋6.7％
と前年を上回り、1～3月期全体でも前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販
売台数は前年をやや下回ったものの、輸出向けの
生産台数が増加したため、県内での生産は増加し
ているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

も期待され販売は強含むとみられる。輸出も当面増
勢が続くと予想され、県内生産も前年をやや上回っ
て推移するだろう。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並み
となった模様だ。
販売は国内向けが前年を上回り、海外向けが減
少しているようだ。国内販売は、東京オリンピック関
連工事の需要、首都圏の再開発、ネット通販の拡大
による物流需要があり、底堅い動きが続いている。
海外向けは、米中貿易摩擦や中国景気の鈍化等を
受けた世界景気の減速もあり、弱含んでいるとみら
れる。
先行きもこうした傾向が続き、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、
前年をやや上回って推移したとみられ、自動車部品
の生産も前年を上回った模様だ。
企業業績面では、部品メーカーの売上は増加な

いし横ばいだが、輸送費、原材料費、人件費などの
コストアップで減益となるなど、収益環境は厳しいと
の声が聞かれた。また、人手不足が相変わらず深刻
で、新規採用が厳しいだけでなく、転職環境が良い
こともあり中途退社が多くなり、人繰りが厳しいとの
話もあった。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ

法と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材等を利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
をS造で立ち上げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売がや
や低調に推移している。マンション販売業者の多く
は、発売戸数の絞り込みで対応しようとしているも
のの、一部では値引きを余儀なくされるケースもあ
り、新規着工には慎重な姿勢をみせている。
昨年後半には、落ち着きをみせていたスクラップ
価格だが、電炉の普及が進むベトナムなどの輸入
増加に加え、ブラジルでの大規模な鉱山事故の影
響で、鉄鉱石の供給に懸念が生じたこともあって、
このところ価格が押し上げられている。黒鉛電極や
バナジウムなどの副資材価格も大幅に上昇しており、
コストを押し上げている。鋼材の製品価格も徐々に
引き上げられてはいるものの、スプレッドの確保が
後手に回るケースも多く、鋼材メーカーの収益は厳
しい状況が続いている。
4～6月期の鋼材の生産についても、東京オリン

ピック関連の工事が徐々に減少していくこともあっ
て、前年を下回る水準で推移するとみられる。
1～3月期の鋳物の生産は、前年をやや下回った

とみられる。鋳鉄管は、昨年の年初あたりから振れ
を伴いながらも、緩やかに減少してきた。輸出用を
中心に堅調だった建設機械向けや工作機械向けに
ついても、中国の景気減速などの影響を受けて、昨
年の末頃から減少に転じたようだ。一方、東京オリ
ンピックや首都圏の再開発がらみで、景観材は引き
続き底堅く推移している。
コスト面は厳しい状況が続いている。スクラップ
や副資材の価格上昇に加えて、これまで電力需要
を分散させるために適用されてきたピークシフト割
引が廃止され、電気料金の負担が増しており、収益
面を圧迫している。
4～6月期については、相応の受注残を抱える先

も多いことから、大きく落ち込むことはないとみられ

るものの、前年の建設機械向け等の生産の水準が
高かったこともあり、鋳物全体でみても、生産は前年
を下回る見込みである。

 

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
上回った。発注状況に振れはあるものの、受注残は
多く、工事量も高水準で安定している。
内容は、建物、橋梁、道路などの改修・補修が多

い。とくに学校や公共施設などの建物については、
老朽化にともなう改修、設備更新の工事が多く、新
規の建設案件は少ない。耐震化も大きな物件はほ
ぼ終わったが、災害時に避難場所となる体育館など
で遅れているものもあり、対応が急がれている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。
民間工事：1～3月期の民間工事は、着工ベースでほ
ぼ前年並みで推移した。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多い。ただ、前
年に比べると工事量は減ってきている。また、企業
の収益が回復してきたことなどから、工場やビルの
リフォームや耐震化工事だけではなく、建て替えや
新設の案件もみられる。商業関連や宿泊、飲食、
サービス関連も好調を持続している。大手業者が都

内での優良工事を多く抱え、県内の工事は比較的
大きなものでも、県内建設業者が請け負うように
なっており、県内建設業者の受注、収益環境は良い。
先行きも、現状程度で推移する見込み。東京オリ

ンピック以降の需要減を懸念するところも多かった
が、都内ではそれ以降も繁忙な状況が続くとの見方
が多くなってきており、県内建設業者にとっては、当
面繁忙な状況、収益の確保が期待できる模様。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年をやや
下回った。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となり、契約率は好不
調の目安といわれる70％を下回っている。ただ、足
元では、さいたま新都心駅近くの大型物件の販売が
好調なことから、契約率は持ち直している。ニーズに
合った場所や価格などであれば需要を取り込むこと
ができている。一方、利便性に劣る物件は販売が厳
しく、県内全体での供給は抑え気味である。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しているなか、金利も低く、価格も
マンションに比べ割安感があることから、賃貸の賃
料との比較で購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
なお、消費増税に伴う駆け込み購入の動きは前

回増税時に比べると小さかった。
先行きは、マンションは高価格でも売れるもの以
外の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先
行きも安定した状況が期待されている。一方、貸家
は空室率が依然高く現状程度からやや弱含みの見
込み。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。暖冬傾向でコートなどの防寒衣料が伸び悩んだ。
ただ、3月からは気温も上がり春物に動きも出てきて
いる。冬のセールは1月上旬と下旬の2回に分けて
開催された。夏に比べ2回開催への顧客の認知度
が高まり反応は良かったが、2回合わせてみると売
上は昨年のセールとあまり変わらなかったようだ。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったが、食
料品が弱かったほか、主力の衣料品も減少が続い
た。衣料品は紳士・婦人ともに低迷が続いている。
高額品の売上は底堅く推移し、時計・宝飾品、高
級ブランド品などは引き続き売れている。富裕層が
顧客である外商売上も伸びている。一方、中間層の
消費は引き続き慎重な動きとなっている。所得環境
は改善しているが、消費に力強さが感じられない。
中国で輸入品のインターネット通販を規制する法
律が施行され、転売業者の仕入れが減少したため、
インバウンド（訪日外国人）による消費は減っている
が、県内百貨店では売上全体に占める割合も僅か
で全体の売上への影響は小さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年10～12月期まで14四半
期連続で減少が続いた。今年3月に入り春物に動き
があるものの、1～3月期も減少の見込みで県内百
貨店の売上に回復の兆しは見られていない。今後
は、催事の回数を例年より増やし、集客に注力する
といった戦略が聞かれた。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が期待されるが、中間層の消費の動きは依
然鈍く、今後も売上は前年を下回って推移すると予
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
を下回ったとみられる。品目別では、衣料品は増加
したが、主力の食料品の売上が前年割れとなったよ
うだ。食料品は、暖冬で冬物商材の売れ行きが鈍
かったほか、前年高騰していた野菜の相場安などに
より売上が減少した。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨秋
以降、弱い動きが続いている。昨年7～9月期は前
年を上回ったが10～12月期には前年割れとなり、
今年1、2月も減少した。
スーパーは同業態内での競争に加え、ドラッグス

トアなどの他業態やネット通販との競争が激化して
おり、店舗改装により集客力を高めようという動きも
あった。
消費者が価格により敏感になり、節約志向が強

まっているとの指摘もあった。人手不足に伴う物流
費や原材料費の高騰を背景に、今春から飲食料品
の値上げが相次いでいるが、値上げにより消費者
の購買姿勢がさらに慎重になるとの懸念もあった。
先行きについては、消費増税に伴う駆け込み購
入が期待されるが、前回増税時ほどの盛り上がりは
ないとの見方が多く、売上はやや前年を下回ると予
想される。
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ご紹介いただきました東北大学の辻と申します。
「健康経営に期待される効果」というテーマでのお
話ですが、まず「少子高齢化」についておさらいさせ
ていただき、労働市場、社会保障に大きな影響を及
ぼしていることをまとめた上で、健康経営の必要性を
お話ししたいと思います。それから従業員の生産性や
医療コストを考えていく上で欠かせない「プレゼン
ティズム」と「アブセンティズム」という言葉があります
が、今日はこれをぜひ覚えていただきたいと思います。
そして「健康経営とインセンティブ」です。最近は健
康づくりを地域の経済活性化にリンケージすることに
よって、人々の健康とともに地域の経済も良くしていこ
うという相乗効果を期待される動きがだいぶ出ており
ますので、そのような実例もご紹介したいと思います。

1950年当時、わが国の人口は約8,400万人でし
た。それがどんどん増えていきまして、2010年～
2012年頃がピークで約1億2,800万人となり、それ

から急速に減少していきます。そしてこれから50年く
らいたちますと約8,600万人ということで、1世紀前
に戻るような人口の変化を迎えます。さらに人口を年
齢階層別に見ていきますと0歳～14歳の子供たちが
どんどん減っていく。いわゆる「少子化」です。そして、
生産年齢人口の15歳～64歳も減ってくる。それで高
齢者が増えていくということですが、注目していただ
きたいのは高齢者といっても、65歳～75歳の前期高
齢者ではなくて、75歳以上の後期高齢者といわれる
人たちが増えてくることです。一人当たりの国民医療
費を年齢階層別に見ますと、15歳～19歳では1年間
で約7万円。前期高齢者は年間約50万円。ところが
75歳以上の後期高齢者は約90万円となります。高
齢者の中でも高齢化が進み、医療・介護のニーズも
さらに急速に増加していきます。
政府の指針をもとに社会保障全体の流れを見ま

すと、2011年に108.1兆円であった社会保障費は、
団塊の世代が全員後期高齢者になる2025年には、
151.0兆円と1.4倍になると推計されています。それ
に対して、財源となるＧＤＰの動きは、2011年度
483.8兆円であったものが、2025年度では607.4
兆円と1.26倍の増加にとどまります。社会保障の
ニーズが40％増えるのに、財源は26％しか増えない。
14％のデフィシットが起こってくるのです。
もう一つ、労働力人口そのものが今後さらに高齢
化していきます。労働力人口における60歳以上の割

合は、2010年の段階では17.9％であったものが、
2020年では19 .4％、それが2030年になると
22.2％とほぼ4人に1人が60歳以上になります。そ
うなりますと職場では、生活習慣病を有する人が増
える、結果として医療費が増加する、生産性は低下
する。職場の健康管理がこれまで以上に重要な経営
課題となることは必然です。
こうした中で、平成24年ころから、政府全体として
健康づくりを推進しようという大きな流れが動きはじ
めました。健康づくりの領域を、企業、学校、地域、交
通、スポーツなどそれぞれの省庁の所管に拡げ、そ
れを先行投資と捉えて進めて行こう。さらに健康や
ヘルスケアに関する新しい産業や雇用を創出して生
涯の活躍につなげていこうという、国の大きな戦略
です。当初の1・2年は暗中模索の時期もありました
が、ここ数年で健康経営がかなり浸透してまいりまし
て、首都圏の企業の方々を中心に健康企業の認定
を受けたいという機運が高まっており、非常に大きな
広がりがあります。

では健康経営とはいったい何かということですが、
「まず経営者が、従業員の健康増進を重要な経営課
題と捉え、企業が成長する上で積極的に従業員の
健康に投資をすること」と定義されます。そうするこ
とにより従業員が健康になっていけば、活力が向上
していきますし、医療費も減ってくるだろう。その結果、
組織は活性化されて、生産性も上がってきて、業績
向上、株価向上というビジネスモデルになるのでは
ないかということで進めているわけです。
健康経営は、経営者と従業員の双方に価値を生

み出します。経営者にとっての価値は、生産性の向
上やコストの削減ということに加えて、企業のブラン
ドイメージの向上があります。これは今非常に重要
視されているもので、健康経営を積極的に推進して
いる企業であると認定されることは、採用活動など
にも影響があり、非常に大きな価値があります。従業
員にとっては、健康づくりの機会の増加、ワーク・ライ

フ・バランスの確立など、柔軟な働き方が可能になり、
こちらも非常に大きな価値があります。
世界的な多国籍企業であるジョンソン・アンド・ジョ

ンソンでは、世界に250社あるグループ企業の約11
万4千人の従業員に対して、ある健康教育プログラ
ムを提供して、その投資に対するリターンを試算した
データがあります。それによると、1ドルの健康投資を
することにより、生産性の向上、欠勤率の低下、医療
費の削減、モチベーションの向上、リクルート効果な
ど、諸々を総合して3ドルの投資リターンがあるだろ
うという結果が出ています。
英語ではHealth and Productive Management

と表現される健康経営は、健康づくりと労働生産性
の双方をねらっています。

皆さんに知っていただきたいのが「アブセンティズ
ム」と「プレゼンティズム」という言葉です。「アブセン
ティズム」とは会社を休むこと、欠勤、休職です。実際
にメンタルを患い長期休職をされるという方は結構
いらっしゃいます。これが目に見える労働力の損失に
なります。一方「プレゼント」は出席、出勤という意味
です。「プレゼンティズム」というのは、出勤はしてい
るけれども、心身の不調などによって生産性が低下
している状態のことをいいます。出勤してはいるもの
の100％のエネルギーを発揮していないという状況
です。理由や原因の多くはメンタルヘルスです。抑う
つといった状態、片頭痛、腰痛、関節痛といったもの
が多いのですが、この痛みは実はかなり心理的な要
素が大きいことが分かってきました。アメリカでの
データですが、会社全体での健康に関連するコスト
を調べたところ、実際に欠勤をした場合、いわゆる
「アブセンティズム」の影響は全体の8分の1程度で
あり、圧倒的に多いのは「プレゼンティズム」の影響
でした。健康経営という点では後者の方がはるかに
大きなインパクトをもっているのです。では何が必要
かと申しますと、職場でのコミュニケーションの活性
化とか、ワーク・ライフ・バランスの確保、ストレス対策、

疼痛対策などのいわゆるメンタルヘルス対策です。
職場でのメンタルヘルス対策においては、先ずは
体制づくりをする必要があります。メンタルヘルスの
チェックをするときに、今ストレスチェックという仕組
みがありますが、単に症状を見ているだけではだめで
す。その症状に至る前の様々なメンタルヘルスで引っ
かかってきそうな状況をつくる要因を調べる必要が
あり、そして早いうちに予防的な手段を打つ必要が
あるわけです。そこになりますと、従業員の「疲労蓄
積度」と「職場の快適度」の二つが重要になります。
中央労働災害防止協会がつくっている労働者の疲
労蓄積度自己診断チェックリストがあり、全国的なスタ
ンダードになっています。先ず「疲労蓄積度」について
ですが、「イライラする」「落ち着かない」などの従業
員の自覚症状について日頃からチェックをしていき「プ
レゼンティズム」の状況を察知していきます。また「労
働時間の長さ」や「不規則な勤務形態の有無」「出張
の負担」「深夜勤務の有無」などの状況をチェックす
ることにより「疲労の蓄積」の原因を探っていきます。
「職場の快適度」はハード面とソフト面の両者で
構成されます。ハード面は、清潔・清掃、安全衛生、
作業環境、疲労回復支援施設などのいわゆる普通
のものです。一方、経営者の皆さまが考えていくべき
ソフト面についてです。部下がやる気になる職場とは、
どのような要素が重要なのかについて、中央労働災
害防止協会のチェックリストにおいては次の7つの領
域を挙げています。
領域１はキャリア形成です。人材育成に関するプロ

グラムが会社の中でどのように提供されているかに
ついてですが、この面で点数が高い職場はやはり若
い人がやる気をもって働ける職場です。領域２は人
間関係です。「上司は困った時に頼りになる」「上司
や同僚と気軽に話ができる」、このようなことが若い
人たちの労働意欲を高めていくのです。領域３は自
由裁量性です。自分でどれくらいの自由裁量をもって
仕事に主体的にかかわっていけるかどうかは、若い
人にとって非常に重要です。領域４は給料の問題で
す。「世間に見劣りしない給料をもらえる」「働きに見
合った給料がもらえる」などの収入の問題です。領域

より、健康診断の結果や生活習慣の実践状況を分
析しましても「ホワイト500」に選ばれている企業が
所属する組合の健診結果等は良好な傾向にあり、
認証による変化や効果が裏打ちされました。
協会けんぽ宮城県支部では「職場健康づくり宣
言」を始めています。各企業は「脱メタボ」「タバコ・
受動喫煙防止対策」「がん対策」などの各項目の中
から、自社において推進していく具体的な項目を選
択したうえで「職場健康づくり宣言」を協会けんぽに
向けて行います。宣言をすると、県内の金融機関か
らの各種ローン金利の優遇、フィットネスクラブの入
会金免除などの様々なインセンティブが付きます。ま
たフォローアップとして「職場健康づくり宣言制度　
取り組み状況チェックシート」が配られ、各企業は毎
年1回定期的に状況を見直すことができます。また
県内の優良企業の取組を好事例集にまとめて配布
することで健康経営の更なる推進に努めています。
「コラボヘルス」とは健保組合などの保険者と事
業主が連携して健康づくりを実践していくことです。
㈱デンソーでは会社とデンソー健保が連携して過去
10年間の健診と医療費のデータを分析したうえで、
健康づくり活動を全社的に展開して具体的な成果を
あげています。ＩＴ企業のＳＣＳＫ㈱では、社内クリニッ
クやリラクゼーションルームの整備などに加えて「健
康わくわくマイレージ」というポイント制度をつくりま
した。健康の維持・向上に必要な行動や定期健康診
断の結果等をポイント化して、基準を満たせば1年間
の蓄積に応じて従業員に支給します。会社全体とし
ては年間総額約1億円をかけています。日本ＩＢＭ㈱
では健保組合が「ｐ-Dental 21」という歯科医によ
る診察、歯科衛生士による個別指導やフォローを継
続してきました。その結果社員の行動が変容し、年
間一人当たり約5,000円の歯科診療費減少につな
がっています。これは全身の健康管理にもつながり、
まさにこれが健康経営になります。

健康づくりとまちづくり・商店街振興との協働とし

て「よこはまウォーキングポイント」があります。横浜
市役所に参加登録をすると歩数計が無料で配布さ
れます。歩数に応じてポイントがたまり、200ポイント
たまると抽選で3,000円の商品券がプレゼントされ
ます。商品券は歩数リーダーを設置している協力店
舗で使用できるというものです。参加者の月平均歩
数10万歩を達成した月には、横浜市が20万円を国
連の食糧支援機関（ＷＦＰ）に寄付をするという仕組
みも備えており、社会貢献にもつながっています。市
民の健康づくりと地域の商店街の活性化を見事にリ
ンクさせている事例です。
大分県では「うま塩」といって、1食あたり塩分3ｇ
未満の「うま塩メニュー」提供店の募集を進めてい
ます。これに別府大学栄養学科の学生さんが参加し
て、うま塩であり、かつ地産地消の食材であるという
二つの条件でメニューを考案しました。優秀メニュー
は県民イベントで披露、表彰され、さらには地元の食
品スーパーにおいて「うま塩弁当」などとして商品化
され県内の各店舗で販売されています。
健康のため我慢してというのではなくて、むしろ一

つのファッションとして健康づくりを楽しんでいくよう
な形にして、そこで新しい産業を興して雇用も増や
す。そして、地域の経済そのものを活性化していくこ
とが大切です。そして従来の医療介護に加えて、公
的保険の外で運動とか、栄養、保健サービスといっ
た新しいヘルスケア産業をつくっていき、さらには農
業とか観光とも連携し、医・農商工連携というような
ものにして、新しい産業をつくっていく。そして、医療
とか介護などの公的な保険だけで動く部分と、それ
らの部分とうまく連携させることによって地域の医療
介護の体制を更に強くしていく。このような動きを通
じて、地域の活性化、さらには医療費の削減を目指
そうということを、いまわれわれが考えて進めている
ところであります。
皆さま方それぞれのお仕事の中での健康づくりや、

それぞれの地域の活性化に、今日の私の講演が何
かのヒントになるようなことがあれば幸いです。
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）

健康づくりと地域経済活性化とのリンケージ

健康経営とインセンティブ

５は社会貢献です。「自分の仕事は、よりよい社会を
築くのに役立っている」「今の職場やこの仕事にか
かわる一員であることを、誇りに思っている」、こう
いった気持ちも非常に重要になってくるわけです。領
域６では「休暇制度の整備や取得のしやすさ」や「心
や体の健康相談にのってくれる専門スタッフの有
無」などです。それに加えて「心や身体の健康相談
のために、社外の医療機関を気軽に利用できる」と
いう項目があります。社外というのは実は大事です。
メンタル系の話は、専門家とはいえ、社内の人にあま
り話したくない気持ちを皆さんもっていらっしゃいます。
最後の領域７では、「仕事はいつも時間内に処理で
きる」「翌日までに仕事の疲れを残すことはない」
「家に仕事を持ち帰ったことはめったにない」など、
仕事のストレスについて聞いています。経営者の皆
さま方といたしましても、ソフト面においてこれらの観
点に気をつけていただければ、結果として会社の生
産性はさらに上がっていくであろうということです。

健康経営を国として進め始めた平成25年に、東
京証券取引所さんから「健康経営銘柄」についての
提案がありました。当時すでに男女共同参画の推進
において「なでしこ銘柄」の成功事例が知られており
ましたので、これを参考に「健康経営銘柄」を始めま
した。また対象を拡げて健康経営を実践している企
業を認証する「健康経営優良企業認定制度」をス
タートさせ、大企業については「ホワイト500」という
名称をつけました。中小企業部門も設けまして毎年
審査をして認証します。これまでに認証された「ホワ
イト500」は計821社、中小企業部門は2,503社と
なりスタート時から3倍以上増加しておりまして、かな
りの広がりと企業の熱意が感じられます。経済産業
省の調査による優良企業認定による効果は「自社内
での意識の高まり」「企業イメージの向上」「コミュ
ニケーションやモチベーションの向上」「労働時間の
適正化や有給休暇取得率の向上」などが挙げられ
ています。私たちが実際に健保組合ごとのデータに

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、それまで堅調
だった汎用機械の減速を受けて、7～9月期には同▲
4.1％と前年割れになった。10～12月期についても
同▲14.1％と、2四半期連続で前年を下回っている。
今年1～3月期を通してみても、パチンコなどの業
務用機械は比較的底堅く推移したとみられるもの
の、フラットパネル・ディスプレイ製造装置などの生
産用機械が落ち込んだことなどから、一般機械全体
でみると、生産は前年を下回った模様である。
昨年の秋頃まで堅調に推移していた空気圧機器

は、工作機械向けの落ち込みなどを受けて、このと
ころ減速している。自動化・省力化機器向けが堅調
に推移したこともあって、昨年末にかけていったん盛
り返していた歯車も、年明け以降は工作機械向けな
どを中心に再びやや減速している。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、昨年前
半は比較的底堅く推移していたものの、スマートフォ
ン向けが鈍化していることもあり、年後半は生産が
減少している。半導体製造装置については、全国的
には中国向けを中心に輸出が落ち込む企業が多い
ものの、企業ごとの業績のバラツキが大きい。県内
の半導体製造装置については、昨年後半はやや盛
り返していた。医療用機械器具は、落ち込んでいた
昨年前半の水準からは持ち直しており、足元の生産
は前年並みまで回復している模様である。
4～6月期についても、業務用機械については医
療用機械器具をはじめとして、足元で回復の兆しが
みられるものの、中国経済の景気減速などを受けて、
汎用機械や生産用機械の受注が落ち込んでいるこ
ともあり、先行きの生産は、引き続き前年を下回る
水準で推移するとみられる。

情報通信機械は、大手電機メーカーの県内での
携帯電話等の生産が停止されたことの影響で大き
く落ち込んでいたが、カーナビ、カーオーディオなど、
自動車関連の製品を中心に、盛り返しの動きが続
いている。昨年4～6月期以降3四半期連続で前年
比プラス、とくに7～9月期、10～12月期は同2桁の
増加となった。今年1～3月期も増勢を持続している。
先行きについては、電子部品・デバイスは、中国

やアジアでの白物家電向け等は弱い動きが続くと
みられるが、国内向けや自動車向けは堅調なこと
から現状程度の動きが続くとみられる。産業機械
向けの電気機械は、輸出を含めて産業機械等の
生産調整が続くとみられることから、やや弱い動き
が見込まれる。情報通信機械関連では、通信技術
の高度化に伴う情報システム向けを含めた部品や
装置等の需要も期待され、比較的堅調に推移しよ
う。電気機械全体では前年をやや下回ると予想さ
れる。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲1.4％と2四半期ぶりに減少した。軽自動車が同
▲1.9％と8四半期ぶりに減少し、登録車（普通＋小
型乗用車）も同▲1.1％と2四半期ぶりに前年を下
回った。県内の乗用車の販売は一進一退からやや弱
含みで推移している。

られることから、部品メーカーの生産も前年をやや
上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期

までは、堅調な鋼材需要を受けて4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の工事
がかなり進捗してきたこともあって、7～9月期に前
年比横ばいとなり、10～12月期には前年比▲6.4％
と6四半期ぶりに前年を下回った。今年1～3月期に
ついても、前年の水準が比較的高かったこともあり、
前年割れで推移したとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。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一段落している。従来、病院
や学校などの建築では、防音性や断熱性に優れる
RC造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工

 
（2） 電気機械…前年並みで推移
1～3月期の電気機械の生産は、全体としては前
年並みで推移した模様である。昨年後半より中国
国内でのスマートフォンや自動車などの需要が減少
し、国内では大きな影響を受けたところもあるが、県
内ではスマートフォン向けは比較的少ないことも
あって、影響は小さいようだ。ただ、県内でも産業機
械などに組み込まれる電子部品や制御装置などは
大きく落ち込んでいる。
電子部品・デバイスの生産は、昨年10～12月期

まで11四半期連続で前年比プラスを続けてきたが、
今年1～3月期はやや弱含んでいる。中国のエアコ
ンや白物家電向けは、需要減少の影響を受けて生
産を調整している。また、産業機械や情報システム
向けの電子部品等も生産が落ちている。自動車向
けは、車の様々な動きを制御する部品の高度化、点
数の増加が続いており、生産も好調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、産業向け

が多く、県内で生産される電気機械は、ほとんどが
産業機械や情報システムなどに組み込まれる電気
関連の部品や制御・計測装置である。このため、昨
年後半からの産業機械の生産減の影響を大きく受
けている。組み込まれた機械は海外へ輸出されるこ
とも多く、中国向け輸出減速の影響も大きい。この
ため、こうした電気機械の生産は1～3月期に大きく
落ち込んだ模様である。

生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト
ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、昨年7
～9月期が前年比▲0.1％と微減だったが、10～12
月期は同＋1.7％と増加した。本年1月も同＋6.7％
と前年を上回り、1～3月期全体でも前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販
売台数は前年をやや下回ったものの、輸出向けの
生産台数が増加したため、県内での生産は増加し
ているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

も期待され販売は強含むとみられる。輸出も当面増
勢が続くと予想され、県内生産も前年をやや上回っ
て推移するだろう。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並み
となった模様だ。
販売は国内向けが前年を上回り、海外向けが減
少しているようだ。国内販売は、東京オリンピック関
連工事の需要、首都圏の再開発、ネット通販の拡大
による物流需要があり、底堅い動きが続いている。
海外向けは、米中貿易摩擦や中国景気の鈍化等を
受けた世界景気の減速もあり、弱含んでいるとみら
れる。
先行きもこうした傾向が続き、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、
前年をやや上回って推移したとみられ、自動車部品
の生産も前年を上回った模様だ。
企業業績面では、部品メーカーの売上は増加な

いし横ばいだが、輸送費、原材料費、人件費などの
コストアップで減益となるなど、収益環境は厳しいと
の声が聞かれた。また、人手不足が相変わらず深刻
で、新規採用が厳しいだけでなく、転職環境が良い
こともあり中途退社が多くなり、人繰りが厳しいとの
話もあった。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ

法と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材等を利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
をS造で立ち上げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売がや
や低調に推移している。マンション販売業者の多く
は、発売戸数の絞り込みで対応しようとしているも
のの、一部では値引きを余儀なくされるケースもあ
り、新規着工には慎重な姿勢をみせている。
昨年後半には、落ち着きをみせていたスクラップ
価格だが、電炉の普及が進むベトナムなどの輸入
増加に加え、ブラジルでの大規模な鉱山事故の影
響で、鉄鉱石の供給に懸念が生じたこともあって、
このところ価格が押し上げられている。黒鉛電極や
バナジウムなどの副資材価格も大幅に上昇しており、
コストを押し上げている。鋼材の製品価格も徐々に
引き上げられてはいるものの、スプレッドの確保が
後手に回るケースも多く、鋼材メーカーの収益は厳
しい状況が続いている。
4～6月期の鋼材の生産についても、東京オリン

ピック関連の工事が徐々に減少していくこともあっ
て、前年を下回る水準で推移するとみられる。
1～3月期の鋳物の生産は、前年をやや下回った

とみられる。鋳鉄管は、昨年の年初あたりから振れ
を伴いながらも、緩やかに減少してきた。輸出用を
中心に堅調だった建設機械向けや工作機械向けに
ついても、中国の景気減速などの影響を受けて、昨
年の末頃から減少に転じたようだ。一方、東京オリ
ンピックや首都圏の再開発がらみで、景観材は引き
続き底堅く推移している。
コスト面は厳しい状況が続いている。スクラップ
や副資材の価格上昇に加えて、これまで電力需要
を分散させるために適用されてきたピークシフト割
引が廃止され、電気料金の負担が増しており、収益
面を圧迫している。
4～6月期については、相応の受注残を抱える先

も多いことから、大きく落ち込むことはないとみられ

るものの、前年の建設機械向け等の生産の水準が
高かったこともあり、鋳物全体でみても、生産は前年
を下回る見込みである。

 

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
上回った。発注状況に振れはあるものの、受注残は
多く、工事量も高水準で安定している。
内容は、建物、橋梁、道路などの改修・補修が多

い。とくに学校や公共施設などの建物については、
老朽化にともなう改修、設備更新の工事が多く、新
規の建設案件は少ない。耐震化も大きな物件はほ
ぼ終わったが、災害時に避難場所となる体育館など
で遅れているものもあり、対応が急がれている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。
民間工事：1～3月期の民間工事は、着工ベースでほ
ぼ前年並みで推移した。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多い。ただ、前
年に比べると工事量は減ってきている。また、企業
の収益が回復してきたことなどから、工場やビルの
リフォームや耐震化工事だけではなく、建て替えや
新設の案件もみられる。商業関連や宿泊、飲食、
サービス関連も好調を持続している。大手業者が都

内での優良工事を多く抱え、県内の工事は比較的
大きなものでも、県内建設業者が請け負うように
なっており、県内建設業者の受注、収益環境は良い。
先行きも、現状程度で推移する見込み。東京オリ

ンピック以降の需要減を懸念するところも多かった
が、都内ではそれ以降も繁忙な状況が続くとの見方
が多くなってきており、県内建設業者にとっては、当
面繁忙な状況、収益の確保が期待できる模様。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年をやや
下回った。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となり、契約率は好不
調の目安といわれる70％を下回っている。ただ、足
元では、さいたま新都心駅近くの大型物件の販売が
好調なことから、契約率は持ち直している。ニーズに
合った場所や価格などであれば需要を取り込むこと
ができている。一方、利便性に劣る物件は販売が厳
しく、県内全体での供給は抑え気味である。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しているなか、金利も低く、価格も
マンションに比べ割安感があることから、賃貸の賃
料との比較で購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
なお、消費増税に伴う駆け込み購入の動きは前

回増税時に比べると小さかった。
先行きは、マンションは高価格でも売れるもの以
外の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先
行きも安定した状況が期待されている。一方、貸家
は空室率が依然高く現状程度からやや弱含みの見
込み。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。暖冬傾向でコートなどの防寒衣料が伸び悩んだ。
ただ、3月からは気温も上がり春物に動きも出てきて
いる。冬のセールは1月上旬と下旬の2回に分けて
開催された。夏に比べ2回開催への顧客の認知度
が高まり反応は良かったが、2回合わせてみると売
上は昨年のセールとあまり変わらなかったようだ。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったが、食
料品が弱かったほか、主力の衣料品も減少が続い
た。衣料品は紳士・婦人ともに低迷が続いている。
高額品の売上は底堅く推移し、時計・宝飾品、高
級ブランド品などは引き続き売れている。富裕層が
顧客である外商売上も伸びている。一方、中間層の
消費は引き続き慎重な動きとなっている。所得環境
は改善しているが、消費に力強さが感じられない。
中国で輸入品のインターネット通販を規制する法
律が施行され、転売業者の仕入れが減少したため、
インバウンド（訪日外国人）による消費は減っている
が、県内百貨店では売上全体に占める割合も僅か
で全体の売上への影響は小さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年10～12月期まで14四半
期連続で減少が続いた。今年3月に入り春物に動き
があるものの、1～3月期も減少の見込みで県内百
貨店の売上に回復の兆しは見られていない。今後
は、催事の回数を例年より増やし、集客に注力する
といった戦略が聞かれた。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が期待されるが、中間層の消費の動きは依
然鈍く、今後も売上は前年を下回って推移すると予
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
を下回ったとみられる。品目別では、衣料品は増加
したが、主力の食料品の売上が前年割れとなったよ
うだ。食料品は、暖冬で冬物商材の売れ行きが鈍
かったほか、前年高騰していた野菜の相場安などに
より売上が減少した。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨秋
以降、弱い動きが続いている。昨年7～9月期は前
年を上回ったが10～12月期には前年割れとなり、
今年1、2月も減少した。
スーパーは同業態内での競争に加え、ドラッグス

トアなどの他業態やネット通販との競争が激化して
おり、店舗改装により集客力を高めようという動きも
あった。
消費者が価格により敏感になり、節約志向が強

まっているとの指摘もあった。人手不足に伴う物流
費や原材料費の高騰を背景に、今春から飲食料品
の値上げが相次いでいるが、値上げにより消費者
の購買姿勢がさらに慎重になるとの懸念もあった。
先行きについては、消費増税に伴う駆け込み購
入が期待されるが、前回増税時ほどの盛り上がりは
ないとの見方が多く、売上はやや前年を下回ると予
想される。
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調査 埼玉県における産業動向と見通し

生産はやや弱い動きとなっており、先行きも弱含みで推移するとみられる

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、それまで堅調
だった汎用機械の減速を受けて、7～9月期には同▲
4.1％と前年割れになった。10～12月期についても
同▲14.1％と、2四半期連続で前年を下回っている。
今年1～3月期を通してみても、パチンコなどの業
務用機械は比較的底堅く推移したとみられるもの
の、フラットパネル・ディスプレイ製造装置などの生
産用機械が落ち込んだことなどから、一般機械全体
でみると、生産は前年を下回った模様である。
昨年の秋頃まで堅調に推移していた空気圧機器

は、工作機械向けの落ち込みなどを受けて、このと
ころ減速している。自動化・省力化機器向けが堅調
に推移したこともあって、昨年末にかけていったん盛
り返していた歯車も、年明け以降は工作機械向けな
どを中心に再びやや減速している。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、昨年前
半は比較的底堅く推移していたものの、スマートフォ
ン向けが鈍化していることもあり、年後半は生産が
減少している。半導体製造装置については、全国的
には中国向けを中心に輸出が落ち込む企業が多い
ものの、企業ごとの業績のバラツキが大きい。県内
の半導体製造装置については、昨年後半はやや盛
り返していた。医療用機械器具は、落ち込んでいた
昨年前半の水準からは持ち直しており、足元の生産
は前年並みまで回復している模様である。
4～6月期についても、業務用機械については医
療用機械器具をはじめとして、足元で回復の兆しが
みられるものの、中国経済の景気減速などを受けて、
汎用機械や生産用機械の受注が落ち込んでいるこ
ともあり、先行きの生産は、引き続き前年を下回る
水準で推移するとみられる。

概況 主要産業の動向

情報通信機械は、大手電機メーカーの県内での
携帯電話等の生産が停止されたことの影響で大き
く落ち込んでいたが、カーナビ、カーオーディオなど、
自動車関連の製品を中心に、盛り返しの動きが続
いている。昨年4～6月期以降3四半期連続で前年
比プラス、とくに7～9月期、10～12月期は同2桁の
増加となった。今年1～3月期も増勢を持続している。
先行きについては、電子部品・デバイスは、中国

やアジアでの白物家電向け等は弱い動きが続くと
みられるが、国内向けや自動車向けは堅調なこと
から現状程度の動きが続くとみられる。産業機械
向けの電気機械は、輸出を含めて産業機械等の
生産調整が続くとみられることから、やや弱い動き
が見込まれる。情報通信機械関連では、通信技術
の高度化に伴う情報システム向けを含めた部品や
装置等の需要も期待され、比較的堅調に推移しよ
う。電気機械全体では前年をやや下回ると予想さ
れる。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲1.4％と2四半期ぶりに減少した。軽自動車が同
▲1.9％と8四半期ぶりに減少し、登録車（普通＋小
型乗用車）も同▲1.1％と2四半期ぶりに前年を下
回った。県内の乗用車の販売は一進一退からやや弱
含みで推移している。

られることから、部品メーカーの生産も前年をやや
上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期

までは、堅調な鋼材需要を受けて4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の工事
がかなり進捗してきたこともあって、7～9月期に前
年比横ばいとなり、10～12月期には前年比▲6.4％
と6四半期ぶりに前年を下回った。今年1～3月期に
ついても、前年の水準が比較的高かったこともあり、
前年割れで推移したとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。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一段落している。従来、病院
や学校などの建築では、防音性や断熱性に優れる
RC造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工

 
（2） 電気機械…前年並みで推移
1～3月期の電気機械の生産は、全体としては前
年並みで推移した模様である。昨年後半より中国
国内でのスマートフォンや自動車などの需要が減少
し、国内では大きな影響を受けたところもあるが、県
内ではスマートフォン向けは比較的少ないことも
あって、影響は小さいようだ。ただ、県内でも産業機
械などに組み込まれる電子部品や制御装置などは
大きく落ち込んでいる。
電子部品・デバイスの生産は、昨年10～12月期

まで11四半期連続で前年比プラスを続けてきたが、
今年1～3月期はやや弱含んでいる。中国のエアコ
ンや白物家電向けは、需要減少の影響を受けて生
産を調整している。また、産業機械や情報システム
向けの電子部品等も生産が落ちている。自動車向
けは、車の様々な動きを制御する部品の高度化、点
数の増加が続いており、生産も好調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、産業向け

が多く、県内で生産される電気機械は、ほとんどが
産業機械や情報システムなどに組み込まれる電気
関連の部品や制御・計測装置である。このため、昨
年後半からの産業機械の生産減の影響を大きく受
けている。組み込まれた機械は海外へ輸出されるこ
とも多く、中国向け輸出減速の影響も大きい。この
ため、こうした電気機械の生産は1～3月期に大きく
落ち込んだ模様である。

生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト
ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、昨年7
～9月期が前年比▲0.1％と微減だったが、10～12
月期は同＋1.7％と増加した。本年1月も同＋6.7％
と前年を上回り、1～3月期全体でも前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販
売台数は前年をやや下回ったものの、輸出向けの
生産台数が増加したため、県内での生産は増加し
ているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

も期待され販売は強含むとみられる。輸出も当面増
勢が続くと予想され、県内生産も前年をやや上回っ
て推移するだろう。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並み
となった模様だ。
販売は国内向けが前年を上回り、海外向けが減
少しているようだ。国内販売は、東京オリンピック関
連工事の需要、首都圏の再開発、ネット通販の拡大
による物流需要があり、底堅い動きが続いている。
海外向けは、米中貿易摩擦や中国景気の鈍化等を
受けた世界景気の減速もあり、弱含んでいるとみら
れる。
先行きもこうした傾向が続き、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、
前年をやや上回って推移したとみられ、自動車部品
の生産も前年を上回った模様だ。
企業業績面では、部品メーカーの売上は増加な

いし横ばいだが、輸送費、原材料費、人件費などの
コストアップで減益となるなど、収益環境は厳しいと
の声が聞かれた。また、人手不足が相変わらず深刻
で、新規採用が厳しいだけでなく、転職環境が良い
こともあり中途退社が多くなり、人繰りが厳しいとの
話もあった。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ

法と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材等を利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
をS造で立ち上げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売がや
や低調に推移している。マンション販売業者の多く
は、発売戸数の絞り込みで対応しようとしているも
のの、一部では値引きを余儀なくされるケースもあ
り、新規着工には慎重な姿勢をみせている。
昨年後半には、落ち着きをみせていたスクラップ
価格だが、電炉の普及が進むベトナムなどの輸入
増加に加え、ブラジルでの大規模な鉱山事故の影
響で、鉄鉱石の供給に懸念が生じたこともあって、
このところ価格が押し上げられている。黒鉛電極や
バナジウムなどの副資材価格も大幅に上昇しており、
コストを押し上げている。鋼材の製品価格も徐々に
引き上げられてはいるものの、スプレッドの確保が
後手に回るケースも多く、鋼材メーカーの収益は厳
しい状況が続いている。
4～6月期の鋼材の生産についても、東京オリン

ピック関連の工事が徐々に減少していくこともあっ
て、前年を下回る水準で推移するとみられる。
1～3月期の鋳物の生産は、前年をやや下回った

とみられる。鋳鉄管は、昨年の年初あたりから振れ
を伴いながらも、緩やかに減少してきた。輸出用を
中心に堅調だった建設機械向けや工作機械向けに
ついても、中国の景気減速などの影響を受けて、昨
年の末頃から減少に転じたようだ。一方、東京オリ
ンピックや首都圏の再開発がらみで、景観材は引き
続き底堅く推移している。
コスト面は厳しい状況が続いている。スクラップ
や副資材の価格上昇に加えて、これまで電力需要
を分散させるために適用されてきたピークシフト割
引が廃止され、電気料金の負担が増しており、収益
面を圧迫している。
4～6月期については、相応の受注残を抱える先

も多いことから、大きく落ち込むことはないとみられ

るものの、前年の建設機械向け等の生産の水準が
高かったこともあり、鋳物全体でみても、生産は前年
を下回る見込みである。

 

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
上回った。発注状況に振れはあるものの、受注残は
多く、工事量も高水準で安定している。
内容は、建物、橋梁、道路などの改修・補修が多

い。とくに学校や公共施設などの建物については、
老朽化にともなう改修、設備更新の工事が多く、新
規の建設案件は少ない。耐震化も大きな物件はほ
ぼ終わったが、災害時に避難場所となる体育館など
で遅れているものもあり、対応が急がれている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。
民間工事：1～3月期の民間工事は、着工ベースでほ
ぼ前年並みで推移した。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多い。ただ、前
年に比べると工事量は減ってきている。また、企業
の収益が回復してきたことなどから、工場やビルの
リフォームや耐震化工事だけではなく、建て替えや
新設の案件もみられる。商業関連や宿泊、飲食、
サービス関連も好調を持続している。大手業者が都

内での優良工事を多く抱え、県内の工事は比較的
大きなものでも、県内建設業者が請け負うように
なっており、県内建設業者の受注、収益環境は良い。
先行きも、現状程度で推移する見込み。東京オリ

ンピック以降の需要減を懸念するところも多かった
が、都内ではそれ以降も繁忙な状況が続くとの見方
が多くなってきており、県内建設業者にとっては、当
面繁忙な状況、収益の確保が期待できる模様。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年をやや
下回った。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となり、契約率は好不
調の目安といわれる70％を下回っている。ただ、足
元では、さいたま新都心駅近くの大型物件の販売が
好調なことから、契約率は持ち直している。ニーズに
合った場所や価格などであれば需要を取り込むこと
ができている。一方、利便性に劣る物件は販売が厳
しく、県内全体での供給は抑え気味である。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しているなか、金利も低く、価格も
マンションに比べ割安感があることから、賃貸の賃
料との比較で購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
なお、消費増税に伴う駆け込み購入の動きは前

回増税時に比べると小さかった。
先行きは、マンションは高価格でも売れるもの以
外の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先
行きも安定した状況が期待されている。一方、貸家
は空室率が依然高く現状程度からやや弱含みの見
込み。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。暖冬傾向でコートなどの防寒衣料が伸び悩んだ。
ただ、3月からは気温も上がり春物に動きも出てきて
いる。冬のセールは1月上旬と下旬の2回に分けて
開催された。夏に比べ2回開催への顧客の認知度
が高まり反応は良かったが、2回合わせてみると売
上は昨年のセールとあまり変わらなかったようだ。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったが、食
料品が弱かったほか、主力の衣料品も減少が続い
た。衣料品は紳士・婦人ともに低迷が続いている。
高額品の売上は底堅く推移し、時計・宝飾品、高
級ブランド品などは引き続き売れている。富裕層が
顧客である外商売上も伸びている。一方、中間層の
消費は引き続き慎重な動きとなっている。所得環境
は改善しているが、消費に力強さが感じられない。
中国で輸入品のインターネット通販を規制する法
律が施行され、転売業者の仕入れが減少したため、
インバウンド（訪日外国人）による消費は減っている
が、県内百貨店では売上全体に占める割合も僅か
で全体の売上への影響は小さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年10～12月期まで14四半
期連続で減少が続いた。今年3月に入り春物に動き
があるものの、1～3月期も減少の見込みで県内百
貨店の売上に回復の兆しは見られていない。今後
は、催事の回数を例年より増やし、集客に注力する
といった戦略が聞かれた。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が期待されるが、中間層の消費の動きは依
然鈍く、今後も売上は前年を下回って推移すると予
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
を下回ったとみられる。品目別では、衣料品は増加
したが、主力の食料品の売上が前年割れとなったよ
うだ。食料品は、暖冬で冬物商材の売れ行きが鈍
かったほか、前年高騰していた野菜の相場安などに
より売上が減少した。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨秋
以降、弱い動きが続いている。昨年7～9月期は前
年を上回ったが10～12月期には前年割れとなり、
今年1、2月も減少した。
スーパーは同業態内での競争に加え、ドラッグス

トアなどの他業態やネット通販との競争が激化して
おり、店舗改装により集客力を高めようという動きも
あった。
消費者が価格により敏感になり、節約志向が強

まっているとの指摘もあった。人手不足に伴う物流
費や原材料費の高騰を背景に、今春から飲食料品
の値上げが相次いでいるが、値上げにより消費者
の購買姿勢がさらに慎重になるとの懸念もあった。
先行きについては、消費増税に伴う駆け込み購
入が期待されるが、前回増税時ほどの盛り上がりは
ないとの見方が多く、売上はやや前年を下回ると予
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＝汎用機械＋生産用機械＋業務用機械
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わが国の景気は、このところ輸出や生産の一部
に弱さがみられるが、個人消費は持ち直し、設備投
資が増加するなど、緩やかに回復している。先行き
についても、当面、一部に弱さが残るものの、雇用・
所得環境の改善が続くなか、緩やかな回復が続くこ
とが期待される。
埼玉県の景気は、一部に弱さがみられるものの、
持ち直している。生産はやや弱い動きとなっており、
先行きも弱含みで推移するとみられる。
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、鉄鋼、建設、曇が一般機械、輸送機械、
百貨店・スーパーであった。
4～6月期の天気図は、薄日が電気機械、建設、曇

が輸送機械、鉄鋼、百貨店・スーパー、小雨が一般
機械の見込みである。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を下回った模様である。
先行きの生産についても、前年を下回る水準で
推移するとみられる。
○電気機械の生産は前年並みで推移した。先行き
は一部で弱い動きがみられることから、前年をや
や下回ると予想される。
○輸送機械の生産は、前年をやや上回ったとみら
れる。先行きも、前年をやや上回って推移すると
予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をやや下回って推移したとみ
られる。先行きについても、前年を下回る水準で
推移するとみられる。
○建設は、全体としてはほぼ前年並みで推移した。
手持ちの工事量は引き続き多い。先行きも、現状
程度での推移が見込まれる。
○百貨店・スーパーの売上はともに前年割れとなっ
たとみられる。この傾向は先行きも変わらないと
予想される。
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調査 埼玉県における産業動向と見通し

生産はやや弱い動きとなっており、先行きも弱含みで推移するとみられる

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、それまで堅調
だった汎用機械の減速を受けて、7～9月期には同▲
4.1％と前年割れになった。10～12月期についても
同▲14.1％と、2四半期連続で前年を下回っている。
今年1～3月期を通してみても、パチンコなどの業
務用機械は比較的底堅く推移したとみられるもの
の、フラットパネル・ディスプレイ製造装置などの生
産用機械が落ち込んだことなどから、一般機械全体
でみると、生産は前年を下回った模様である。
昨年の秋頃まで堅調に推移していた空気圧機器

は、工作機械向けの落ち込みなどを受けて、このと
ころ減速している。自動化・省力化機器向けが堅調
に推移したこともあって、昨年末にかけていったん盛
り返していた歯車も、年明け以降は工作機械向けな
どを中心に再びやや減速している。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、昨年前
半は比較的底堅く推移していたものの、スマートフォ
ン向けが鈍化していることもあり、年後半は生産が
減少している。半導体製造装置については、全国的
には中国向けを中心に輸出が落ち込む企業が多い
ものの、企業ごとの業績のバラツキが大きい。県内
の半導体製造装置については、昨年後半はやや盛
り返していた。医療用機械器具は、落ち込んでいた
昨年前半の水準からは持ち直しており、足元の生産
は前年並みまで回復している模様である。
4～6月期についても、業務用機械については医
療用機械器具をはじめとして、足元で回復の兆しが
みられるものの、中国経済の景気減速などを受けて、
汎用機械や生産用機械の受注が落ち込んでいるこ
ともあり、先行きの生産は、引き続き前年を下回る
水準で推移するとみられる。

概況 主要産業の動向

情報通信機械は、大手電機メーカーの県内での
携帯電話等の生産が停止されたことの影響で大き
く落ち込んでいたが、カーナビ、カーオーディオなど、
自動車関連の製品を中心に、盛り返しの動きが続
いている。昨年4～6月期以降3四半期連続で前年
比プラス、とくに7～9月期、10～12月期は同2桁の
増加となった。今年1～3月期も増勢を持続している。
先行きについては、電子部品・デバイスは、中国

やアジアでの白物家電向け等は弱い動きが続くと
みられるが、国内向けや自動車向けは堅調なこと
から現状程度の動きが続くとみられる。産業機械
向けの電気機械は、輸出を含めて産業機械等の
生産調整が続くとみられることから、やや弱い動き
が見込まれる。情報通信機械関連では、通信技術
の高度化に伴う情報システム向けを含めた部品や
装置等の需要も期待され、比較的堅調に推移しよ
う。電気機械全体では前年をやや下回ると予想さ
れる。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲1.4％と2四半期ぶりに減少した。軽自動車が同
▲1.9％と8四半期ぶりに減少し、登録車（普通＋小
型乗用車）も同▲1.1％と2四半期ぶりに前年を下
回った。県内の乗用車の販売は一進一退からやや弱
含みで推移している。

られることから、部品メーカーの生産も前年をやや
上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期

までは、堅調な鋼材需要を受けて4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の工事
がかなり進捗してきたこともあって、7～9月期に前
年比横ばいとなり、10～12月期には前年比▲6.4％
と6四半期ぶりに前年を下回った。今年1～3月期に
ついても、前年の水準が比較的高かったこともあり、
前年割れで推移したとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。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一段落している。従来、病院
や学校などの建築では、防音性や断熱性に優れる
RC造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工

 
（2） 電気機械…前年並みで推移
1～3月期の電気機械の生産は、全体としては前
年並みで推移した模様である。昨年後半より中国
国内でのスマートフォンや自動車などの需要が減少
し、国内では大きな影響を受けたところもあるが、県
内ではスマートフォン向けは比較的少ないことも
あって、影響は小さいようだ。ただ、県内でも産業機
械などに組み込まれる電子部品や制御装置などは
大きく落ち込んでいる。
電子部品・デバイスの生産は、昨年10～12月期

まで11四半期連続で前年比プラスを続けてきたが、
今年1～3月期はやや弱含んでいる。中国のエアコ
ンや白物家電向けは、需要減少の影響を受けて生
産を調整している。また、産業機械や情報システム
向けの電子部品等も生産が落ちている。自動車向
けは、車の様々な動きを制御する部品の高度化、点
数の増加が続いており、生産も好調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、産業向け

が多く、県内で生産される電気機械は、ほとんどが
産業機械や情報システムなどに組み込まれる電気
関連の部品や制御・計測装置である。このため、昨
年後半からの産業機械の生産減の影響を大きく受
けている。組み込まれた機械は海外へ輸出されるこ
とも多く、中国向け輸出減速の影響も大きい。この
ため、こうした電気機械の生産は1～3月期に大きく
落ち込んだ模様である。

生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト
ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、昨年7
～9月期が前年比▲0.1％と微減だったが、10～12
月期は同＋1.7％と増加した。本年1月も同＋6.7％
と前年を上回り、1～3月期全体でも前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販
売台数は前年をやや下回ったものの、輸出向けの
生産台数が増加したため、県内での生産は増加し
ているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

も期待され販売は強含むとみられる。輸出も当面増
勢が続くと予想され、県内生産も前年をやや上回っ
て推移するだろう。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並み
となった模様だ。
販売は国内向けが前年を上回り、海外向けが減
少しているようだ。国内販売は、東京オリンピック関
連工事の需要、首都圏の再開発、ネット通販の拡大
による物流需要があり、底堅い動きが続いている。
海外向けは、米中貿易摩擦や中国景気の鈍化等を
受けた世界景気の減速もあり、弱含んでいるとみら
れる。
先行きもこうした傾向が続き、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、
前年をやや上回って推移したとみられ、自動車部品
の生産も前年を上回った模様だ。
企業業績面では、部品メーカーの売上は増加な

いし横ばいだが、輸送費、原材料費、人件費などの
コストアップで減益となるなど、収益環境は厳しいと
の声が聞かれた。また、人手不足が相変わらず深刻
で、新規採用が厳しいだけでなく、転職環境が良い
こともあり中途退社が多くなり、人繰りが厳しいとの
話もあった。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ

法と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材等を利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
をS造で立ち上げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売がや
や低調に推移している。マンション販売業者の多く
は、発売戸数の絞り込みで対応しようとしているも
のの、一部では値引きを余儀なくされるケースもあ
り、新規着工には慎重な姿勢をみせている。
昨年後半には、落ち着きをみせていたスクラップ
価格だが、電炉の普及が進むベトナムなどの輸入
増加に加え、ブラジルでの大規模な鉱山事故の影
響で、鉄鉱石の供給に懸念が生じたこともあって、
このところ価格が押し上げられている。黒鉛電極や
バナジウムなどの副資材価格も大幅に上昇しており、
コストを押し上げている。鋼材の製品価格も徐々に
引き上げられてはいるものの、スプレッドの確保が
後手に回るケースも多く、鋼材メーカーの収益は厳
しい状況が続いている。
4～6月期の鋼材の生産についても、東京オリン

ピック関連の工事が徐々に減少していくこともあっ
て、前年を下回る水準で推移するとみられる。
1～3月期の鋳物の生産は、前年をやや下回った

とみられる。鋳鉄管は、昨年の年初あたりから振れ
を伴いながらも、緩やかに減少してきた。輸出用を
中心に堅調だった建設機械向けや工作機械向けに
ついても、中国の景気減速などの影響を受けて、昨
年の末頃から減少に転じたようだ。一方、東京オリ
ンピックや首都圏の再開発がらみで、景観材は引き
続き底堅く推移している。
コスト面は厳しい状況が続いている。スクラップ
や副資材の価格上昇に加えて、これまで電力需要
を分散させるために適用されてきたピークシフト割
引が廃止され、電気料金の負担が増しており、収益
面を圧迫している。
4～6月期については、相応の受注残を抱える先

も多いことから、大きく落ち込むことはないとみられ

るものの、前年の建設機械向け等の生産の水準が
高かったこともあり、鋳物全体でみても、生産は前年
を下回る見込みである。

 

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
上回った。発注状況に振れはあるものの、受注残は
多く、工事量も高水準で安定している。
内容は、建物、橋梁、道路などの改修・補修が多

い。とくに学校や公共施設などの建物については、
老朽化にともなう改修、設備更新の工事が多く、新
規の建設案件は少ない。耐震化も大きな物件はほ
ぼ終わったが、災害時に避難場所となる体育館など
で遅れているものもあり、対応が急がれている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。
民間工事：1～3月期の民間工事は、着工ベースでほ
ぼ前年並みで推移した。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多い。ただ、前
年に比べると工事量は減ってきている。また、企業
の収益が回復してきたことなどから、工場やビルの
リフォームや耐震化工事だけではなく、建て替えや
新設の案件もみられる。商業関連や宿泊、飲食、
サービス関連も好調を持続している。大手業者が都

内での優良工事を多く抱え、県内の工事は比較的
大きなものでも、県内建設業者が請け負うように
なっており、県内建設業者の受注、収益環境は良い。
先行きも、現状程度で推移する見込み。東京オリ

ンピック以降の需要減を懸念するところも多かった
が、都内ではそれ以降も繁忙な状況が続くとの見方
が多くなってきており、県内建設業者にとっては、当
面繁忙な状況、収益の確保が期待できる模様。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年をやや
下回った。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となり、契約率は好不
調の目安といわれる70％を下回っている。ただ、足
元では、さいたま新都心駅近くの大型物件の販売が
好調なことから、契約率は持ち直している。ニーズに
合った場所や価格などであれば需要を取り込むこと
ができている。一方、利便性に劣る物件は販売が厳
しく、県内全体での供給は抑え気味である。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しているなか、金利も低く、価格も
マンションに比べ割安感があることから、賃貸の賃
料との比較で購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
なお、消費増税に伴う駆け込み購入の動きは前

回増税時に比べると小さかった。
先行きは、マンションは高価格でも売れるもの以
外の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先
行きも安定した状況が期待されている。一方、貸家
は空室率が依然高く現状程度からやや弱含みの見
込み。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。暖冬傾向でコートなどの防寒衣料が伸び悩んだ。
ただ、3月からは気温も上がり春物に動きも出てきて
いる。冬のセールは1月上旬と下旬の2回に分けて
開催された。夏に比べ2回開催への顧客の認知度
が高まり反応は良かったが、2回合わせてみると売
上は昨年のセールとあまり変わらなかったようだ。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったが、食
料品が弱かったほか、主力の衣料品も減少が続い
た。衣料品は紳士・婦人ともに低迷が続いている。
高額品の売上は底堅く推移し、時計・宝飾品、高
級ブランド品などは引き続き売れている。富裕層が
顧客である外商売上も伸びている。一方、中間層の
消費は引き続き慎重な動きとなっている。所得環境
は改善しているが、消費に力強さが感じられない。
中国で輸入品のインターネット通販を規制する法
律が施行され、転売業者の仕入れが減少したため、
インバウンド（訪日外国人）による消費は減っている
が、県内百貨店では売上全体に占める割合も僅か
で全体の売上への影響は小さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年10～12月期まで14四半
期連続で減少が続いた。今年3月に入り春物に動き
があるものの、1～3月期も減少の見込みで県内百
貨店の売上に回復の兆しは見られていない。今後
は、催事の回数を例年より増やし、集客に注力する
といった戦略が聞かれた。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が期待されるが、中間層の消費の動きは依
然鈍く、今後も売上は前年を下回って推移すると予
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
を下回ったとみられる。品目別では、衣料品は増加
したが、主力の食料品の売上が前年割れとなったよ
うだ。食料品は、暖冬で冬物商材の売れ行きが鈍
かったほか、前年高騰していた野菜の相場安などに
より売上が減少した。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨秋
以降、弱い動きが続いている。昨年7～9月期は前
年を上回ったが10～12月期には前年割れとなり、
今年1、2月も減少した。
スーパーは同業態内での競争に加え、ドラッグス

トアなどの他業態やネット通販との競争が激化して
おり、店舗改装により集客力を高めようという動きも
あった。
消費者が価格により敏感になり、節約志向が強

まっているとの指摘もあった。人手不足に伴う物流
費や原材料費の高騰を背景に、今春から飲食料品
の値上げが相次いでいるが、値上げにより消費者
の購買姿勢がさらに慎重になるとの懸念もあった。
先行きについては、消費増税に伴う駆け込み購
入が期待されるが、前回増税時ほどの盛り上がりは
ないとの見方が多く、売上はやや前年を下回ると予
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」

前年比（%）

-2

-1

0

1

2

3

4

18年1-3月 4-6月2017年7-9月 10-12月 10-12月7-9月 19年1月

18年1-3月 4-6月2017年7-9月 10-12月 10-12月7-9月 19年1月

●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＝汎用機械＋生産用機械＋業務用機械
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天気図の見方

現状
（1～3月）

今後
（4～6月）
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一般機械

建　　設

電気機械

百 貨 店・
スーパー

わが国の景気は、このところ輸出や生産の一部
に弱さがみられるが、個人消費は持ち直し、設備投
資が増加するなど、緩やかに回復している。先行き
についても、当面、一部に弱さが残るものの、雇用・
所得環境の改善が続くなか、緩やかな回復が続くこ
とが期待される。
埼玉県の景気は、一部に弱さがみられるものの、
持ち直している。生産はやや弱い動きとなっており、
先行きも弱含みで推移するとみられる。
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、鉄鋼、建設、曇が一般機械、輸送機械、
百貨店・スーパーであった。
4～6月期の天気図は、薄日が電気機械、建設、曇

が輸送機械、鉄鋼、百貨店・スーパー、小雨が一般
機械の見込みである。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を下回った模様である。
先行きの生産についても、前年を下回る水準で
推移するとみられる。
○電気機械の生産は前年並みで推移した。先行き
は一部で弱い動きがみられることから、前年をや
や下回ると予想される。
○輸送機械の生産は、前年をやや上回ったとみら
れる。先行きも、前年をやや上回って推移すると
予想される。
○鉄鋼の生産は、前年をやや下回って推移したとみ
られる。先行きについても、前年を下回る水準で
推移するとみられる。
○建設は、全体としてはほぼ前年並みで推移した。
手持ちの工事量は引き続き多い。先行きも、現状
程度での推移が見込まれる。
○百貨店・スーパーの売上はともに前年割れとなっ
たとみられる。この傾向は先行きも変わらないと
予想される。
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Research

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、それまで堅調
だった汎用機械の減速を受けて、7～9月期には同▲
4.1％と前年割れになった。10～12月期についても
同▲14.1％と、2四半期連続で前年を下回っている。
今年1～3月期を通してみても、パチンコなどの業
務用機械は比較的底堅く推移したとみられるもの
の、フラットパネル・ディスプレイ製造装置などの生
産用機械が落ち込んだことなどから、一般機械全体
でみると、生産は前年を下回った模様である。
昨年の秋頃まで堅調に推移していた空気圧機器

は、工作機械向けの落ち込みなどを受けて、このと
ころ減速している。自動化・省力化機器向けが堅調
に推移したこともあって、昨年末にかけていったん盛
り返していた歯車も、年明け以降は工作機械向けな
どを中心に再びやや減速している。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、昨年前
半は比較的底堅く推移していたものの、スマートフォ
ン向けが鈍化していることもあり、年後半は生産が
減少している。半導体製造装置については、全国的
には中国向けを中心に輸出が落ち込む企業が多い
ものの、企業ごとの業績のバラツキが大きい。県内
の半導体製造装置については、昨年後半はやや盛
り返していた。医療用機械器具は、落ち込んでいた
昨年前半の水準からは持ち直しており、足元の生産
は前年並みまで回復している模様である。
4～6月期についても、業務用機械については医
療用機械器具をはじめとして、足元で回復の兆しが
みられるものの、中国経済の景気減速などを受けて、
汎用機械や生産用機械の受注が落ち込んでいるこ
ともあり、先行きの生産は、引き続き前年を下回る
水準で推移するとみられる。

情報通信機械は、大手電機メーカーの県内での
携帯電話等の生産が停止されたことの影響で大き
く落ち込んでいたが、カーナビ、カーオーディオなど、
自動車関連の製品を中心に、盛り返しの動きが続
いている。昨年4～6月期以降3四半期連続で前年
比プラス、とくに7～9月期、10～12月期は同2桁の
増加となった。今年1～3月期も増勢を持続している。
先行きについては、電子部品・デバイスは、中国

やアジアでの白物家電向け等は弱い動きが続くと
みられるが、国内向けや自動車向けは堅調なこと
から現状程度の動きが続くとみられる。産業機械
向けの電気機械は、輸出を含めて産業機械等の
生産調整が続くとみられることから、やや弱い動き
が見込まれる。情報通信機械関連では、通信技術
の高度化に伴う情報システム向けを含めた部品や
装置等の需要も期待され、比較的堅調に推移しよ
う。電気機械全体では前年をやや下回ると予想さ
れる。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲1.4％と2四半期ぶりに減少した。軽自動車が同
▲1.9％と8四半期ぶりに減少し、登録車（普通＋小
型乗用車）も同▲1.1％と2四半期ぶりに前年を下
回った。県内の乗用車の販売は一進一退からやや弱
含みで推移している。

られることから、部品メーカーの生産も前年をやや
上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期

までは、堅調な鋼材需要を受けて4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の工事
がかなり進捗してきたこともあって、7～9月期に前
年比横ばいとなり、10～12月期には前年比▲6.4％
と6四半期ぶりに前年を下回った。今年1～3月期に
ついても、前年の水準が比較的高かったこともあり、
前年割れで推移したとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。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一段落している。従来、病院
や学校などの建築では、防音性や断熱性に優れる
RC造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工

 
（2） 電気機械…前年並みで推移
1～3月期の電気機械の生産は、全体としては前
年並みで推移した模様である。昨年後半より中国
国内でのスマートフォンや自動車などの需要が減少
し、国内では大きな影響を受けたところもあるが、県
内ではスマートフォン向けは比較的少ないことも
あって、影響は小さいようだ。ただ、県内でも産業機
械などに組み込まれる電子部品や制御装置などは
大きく落ち込んでいる。
電子部品・デバイスの生産は、昨年10～12月期

まで11四半期連続で前年比プラスを続けてきたが、
今年1～3月期はやや弱含んでいる。中国のエアコ
ンや白物家電向けは、需要減少の影響を受けて生
産を調整している。また、産業機械や情報システム
向けの電子部品等も生産が落ちている。自動車向
けは、車の様々な動きを制御する部品の高度化、点
数の増加が続いており、生産も好調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、産業向け

が多く、県内で生産される電気機械は、ほとんどが
産業機械や情報システムなどに組み込まれる電気
関連の部品や制御・計測装置である。このため、昨
年後半からの産業機械の生産減の影響を大きく受
けている。組み込まれた機械は海外へ輸出されるこ
とも多く、中国向け輸出減速の影響も大きい。この
ため、こうした電気機械の生産は1～3月期に大きく
落ち込んだ模様である。

生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト
ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、昨年7
～9月期が前年比▲0.1％と微減だったが、10～12
月期は同＋1.7％と増加した。本年1月も同＋6.7％
と前年を上回り、1～3月期全体でも前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販
売台数は前年をやや下回ったものの、輸出向けの
生産台数が増加したため、県内での生産は増加し
ているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

も期待され販売は強含むとみられる。輸出も当面増
勢が続くと予想され、県内生産も前年をやや上回っ
て推移するだろう。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並み
となった模様だ。
販売は国内向けが前年を上回り、海外向けが減
少しているようだ。国内販売は、東京オリンピック関
連工事の需要、首都圏の再開発、ネット通販の拡大
による物流需要があり、底堅い動きが続いている。
海外向けは、米中貿易摩擦や中国景気の鈍化等を
受けた世界景気の減速もあり、弱含んでいるとみら
れる。
先行きもこうした傾向が続き、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、
前年をやや上回って推移したとみられ、自動車部品
の生産も前年を上回った模様だ。
企業業績面では、部品メーカーの売上は増加な

いし横ばいだが、輸送費、原材料費、人件費などの
コストアップで減益となるなど、収益環境は厳しいと
の声が聞かれた。また、人手不足が相変わらず深刻
で、新規採用が厳しいだけでなく、転職環境が良い
こともあり中途退社が多くなり、人繰りが厳しいとの
話もあった。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ

法と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材等を利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
をS造で立ち上げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売がや
や低調に推移している。マンション販売業者の多く
は、発売戸数の絞り込みで対応しようとしているも
のの、一部では値引きを余儀なくされるケースもあ
り、新規着工には慎重な姿勢をみせている。
昨年後半には、落ち着きをみせていたスクラップ
価格だが、電炉の普及が進むベトナムなどの輸入
増加に加え、ブラジルでの大規模な鉱山事故の影
響で、鉄鉱石の供給に懸念が生じたこともあって、
このところ価格が押し上げられている。黒鉛電極や
バナジウムなどの副資材価格も大幅に上昇しており、
コストを押し上げている。鋼材の製品価格も徐々に
引き上げられてはいるものの、スプレッドの確保が
後手に回るケースも多く、鋼材メーカーの収益は厳
しい状況が続いている。
4～6月期の鋼材の生産についても、東京オリン

ピック関連の工事が徐々に減少していくこともあっ
て、前年を下回る水準で推移するとみられる。
1～3月期の鋳物の生産は、前年をやや下回った

とみられる。鋳鉄管は、昨年の年初あたりから振れ
を伴いながらも、緩やかに減少してきた。輸出用を
中心に堅調だった建設機械向けや工作機械向けに
ついても、中国の景気減速などの影響を受けて、昨
年の末頃から減少に転じたようだ。一方、東京オリ
ンピックや首都圏の再開発がらみで、景観材は引き
続き底堅く推移している。
コスト面は厳しい状況が続いている。スクラップ
や副資材の価格上昇に加えて、これまで電力需要
を分散させるために適用されてきたピークシフト割
引が廃止され、電気料金の負担が増しており、収益
面を圧迫している。
4～6月期については、相応の受注残を抱える先

も多いことから、大きく落ち込むことはないとみられ

るものの、前年の建設機械向け等の生産の水準が
高かったこともあり、鋳物全体でみても、生産は前年
を下回る見込みである。

 

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
上回った。発注状況に振れはあるものの、受注残は
多く、工事量も高水準で安定している。
内容は、建物、橋梁、道路などの改修・補修が多

い。とくに学校や公共施設などの建物については、
老朽化にともなう改修、設備更新の工事が多く、新
規の建設案件は少ない。耐震化も大きな物件はほ
ぼ終わったが、災害時に避難場所となる体育館など
で遅れているものもあり、対応が急がれている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。
民間工事：1～3月期の民間工事は、着工ベースでほ
ぼ前年並みで推移した。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多い。ただ、前
年に比べると工事量は減ってきている。また、企業
の収益が回復してきたことなどから、工場やビルの
リフォームや耐震化工事だけではなく、建て替えや
新設の案件もみられる。商業関連や宿泊、飲食、
サービス関連も好調を持続している。大手業者が都

内での優良工事を多く抱え、県内の工事は比較的
大きなものでも、県内建設業者が請け負うように
なっており、県内建設業者の受注、収益環境は良い。
先行きも、現状程度で推移する見込み。東京オリ

ンピック以降の需要減を懸念するところも多かった
が、都内ではそれ以降も繁忙な状況が続くとの見方
が多くなってきており、県内建設業者にとっては、当
面繁忙な状況、収益の確保が期待できる模様。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年をやや
下回った。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となり、契約率は好不
調の目安といわれる70％を下回っている。ただ、足
元では、さいたま新都心駅近くの大型物件の販売が
好調なことから、契約率は持ち直している。ニーズに
合った場所や価格などであれば需要を取り込むこと
ができている。一方、利便性に劣る物件は販売が厳
しく、県内全体での供給は抑え気味である。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しているなか、金利も低く、価格も
マンションに比べ割安感があることから、賃貸の賃
料との比較で購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
なお、消費増税に伴う駆け込み購入の動きは前

回増税時に比べると小さかった。
先行きは、マンションは高価格でも売れるもの以
外の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先
行きも安定した状況が期待されている。一方、貸家
は空室率が依然高く現状程度からやや弱含みの見
込み。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。暖冬傾向でコートなどの防寒衣料が伸び悩んだ。
ただ、3月からは気温も上がり春物に動きも出てきて
いる。冬のセールは1月上旬と下旬の2回に分けて
開催された。夏に比べ2回開催への顧客の認知度
が高まり反応は良かったが、2回合わせてみると売
上は昨年のセールとあまり変わらなかったようだ。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったが、食
料品が弱かったほか、主力の衣料品も減少が続い
た。衣料品は紳士・婦人ともに低迷が続いている。
高額品の売上は底堅く推移し、時計・宝飾品、高
級ブランド品などは引き続き売れている。富裕層が
顧客である外商売上も伸びている。一方、中間層の
消費は引き続き慎重な動きとなっている。所得環境
は改善しているが、消費に力強さが感じられない。
中国で輸入品のインターネット通販を規制する法
律が施行され、転売業者の仕入れが減少したため、
インバウンド（訪日外国人）による消費は減っている
が、県内百貨店では売上全体に占める割合も僅か
で全体の売上への影響は小さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年10～12月期まで14四半
期連続で減少が続いた。今年3月に入り春物に動き
があるものの、1～3月期も減少の見込みで県内百
貨店の売上に回復の兆しは見られていない。今後
は、催事の回数を例年より増やし、集客に注力する
といった戦略が聞かれた。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が期待されるが、中間層の消費の動きは依
然鈍く、今後も売上は前年を下回って推移すると予
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
を下回ったとみられる。品目別では、衣料品は増加
したが、主力の食料品の売上が前年割れとなったよ
うだ。食料品は、暖冬で冬物商材の売れ行きが鈍
かったほか、前年高騰していた野菜の相場安などに
より売上が減少した。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨秋
以降、弱い動きが続いている。昨年7～9月期は前
年を上回ったが10～12月期には前年割れとなり、
今年1、2月も減少した。
スーパーは同業態内での競争に加え、ドラッグス

トアなどの他業態やネット通販との競争が激化して
おり、店舗改装により集客力を高めようという動きも
あった。
消費者が価格により敏感になり、節約志向が強

まっているとの指摘もあった。人手不足に伴う物流
費や原材料費の高騰を背景に、今春から飲食料品
の値上げが相次いでいるが、値上げにより消費者
の購買姿勢がさらに慎重になるとの懸念もあった。
先行きについては、消費増税に伴う駆け込み購
入が期待されるが、前回増税時ほどの盛り上がりは
ないとの見方が多く、売上はやや前年を下回ると予
想される。

●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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●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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Research

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、それまで堅調
だった汎用機械の減速を受けて、7～9月期には同▲
4.1％と前年割れになった。10～12月期についても
同▲14.1％と、2四半期連続で前年を下回っている。
今年1～3月期を通してみても、パチンコなどの業
務用機械は比較的底堅く推移したとみられるもの
の、フラットパネル・ディスプレイ製造装置などの生
産用機械が落ち込んだことなどから、一般機械全体
でみると、生産は前年を下回った模様である。
昨年の秋頃まで堅調に推移していた空気圧機器

は、工作機械向けの落ち込みなどを受けて、このと
ころ減速している。自動化・省力化機器向けが堅調
に推移したこともあって、昨年末にかけていったん盛
り返していた歯車も、年明け以降は工作機械向けな
どを中心に再びやや減速している。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、昨年前
半は比較的底堅く推移していたものの、スマートフォ
ン向けが鈍化していることもあり、年後半は生産が
減少している。半導体製造装置については、全国的
には中国向けを中心に輸出が落ち込む企業が多い
ものの、企業ごとの業績のバラツキが大きい。県内
の半導体製造装置については、昨年後半はやや盛
り返していた。医療用機械器具は、落ち込んでいた
昨年前半の水準からは持ち直しており、足元の生産
は前年並みまで回復している模様である。
4～6月期についても、業務用機械については医
療用機械器具をはじめとして、足元で回復の兆しが
みられるものの、中国経済の景気減速などを受けて、
汎用機械や生産用機械の受注が落ち込んでいるこ
ともあり、先行きの生産は、引き続き前年を下回る
水準で推移するとみられる。

情報通信機械は、大手電機メーカーの県内での
携帯電話等の生産が停止されたことの影響で大き
く落ち込んでいたが、カーナビ、カーオーディオなど、
自動車関連の製品を中心に、盛り返しの動きが続
いている。昨年4～6月期以降3四半期連続で前年
比プラス、とくに7～9月期、10～12月期は同2桁の
増加となった。今年1～3月期も増勢を持続している。
先行きについては、電子部品・デバイスは、中国

やアジアでの白物家電向け等は弱い動きが続くと
みられるが、国内向けや自動車向けは堅調なこと
から現状程度の動きが続くとみられる。産業機械
向けの電気機械は、輸出を含めて産業機械等の
生産調整が続くとみられることから、やや弱い動き
が見込まれる。情報通信機械関連では、通信技術
の高度化に伴う情報システム向けを含めた部品や
装置等の需要も期待され、比較的堅調に推移しよ
う。電気機械全体では前年をやや下回ると予想さ
れる。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲1.4％と2四半期ぶりに減少した。軽自動車が同
▲1.9％と8四半期ぶりに減少し、登録車（普通＋小
型乗用車）も同▲1.1％と2四半期ぶりに前年を下
回った。県内の乗用車の販売は一進一退からやや弱
含みで推移している。

られることから、部品メーカーの生産も前年をやや
上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期

までは、堅調な鋼材需要を受けて4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の工事
がかなり進捗してきたこともあって、7～9月期に前
年比横ばいとなり、10～12月期には前年比▲6.4％
と6四半期ぶりに前年を下回った。今年1～3月期に
ついても、前年の水準が比較的高かったこともあり、
前年割れで推移したとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。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一段落している。従来、病院
や学校などの建築では、防音性や断熱性に優れる
RC造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工

 
（2） 電気機械…前年並みで推移
1～3月期の電気機械の生産は、全体としては前
年並みで推移した模様である。昨年後半より中国
国内でのスマートフォンや自動車などの需要が減少
し、国内では大きな影響を受けたところもあるが、県
内ではスマートフォン向けは比較的少ないことも
あって、影響は小さいようだ。ただ、県内でも産業機
械などに組み込まれる電子部品や制御装置などは
大きく落ち込んでいる。
電子部品・デバイスの生産は、昨年10～12月期

まで11四半期連続で前年比プラスを続けてきたが、
今年1～3月期はやや弱含んでいる。中国のエアコ
ンや白物家電向けは、需要減少の影響を受けて生
産を調整している。また、産業機械や情報システム
向けの電子部品等も生産が落ちている。自動車向
けは、車の様々な動きを制御する部品の高度化、点
数の増加が続いており、生産も好調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、産業向け

が多く、県内で生産される電気機械は、ほとんどが
産業機械や情報システムなどに組み込まれる電気
関連の部品や制御・計測装置である。このため、昨
年後半からの産業機械の生産減の影響を大きく受
けている。組み込まれた機械は海外へ輸出されるこ
とも多く、中国向け輸出減速の影響も大きい。この
ため、こうした電気機械の生産は1～3月期に大きく
落ち込んだ模様である。

生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト
ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、昨年7
～9月期が前年比▲0.1％と微減だったが、10～12
月期は同＋1.7％と増加した。本年1月も同＋6.7％
と前年を上回り、1～3月期全体でも前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販
売台数は前年をやや下回ったものの、輸出向けの
生産台数が増加したため、県内での生産は増加し
ているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

も期待され販売は強含むとみられる。輸出も当面増
勢が続くと予想され、県内生産も前年をやや上回っ
て推移するだろう。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並み
となった模様だ。
販売は国内向けが前年を上回り、海外向けが減
少しているようだ。国内販売は、東京オリンピック関
連工事の需要、首都圏の再開発、ネット通販の拡大
による物流需要があり、底堅い動きが続いている。
海外向けは、米中貿易摩擦や中国景気の鈍化等を
受けた世界景気の減速もあり、弱含んでいるとみら
れる。
先行きもこうした傾向が続き、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、
前年をやや上回って推移したとみられ、自動車部品
の生産も前年を上回った模様だ。
企業業績面では、部品メーカーの売上は増加な

いし横ばいだが、輸送費、原材料費、人件費などの
コストアップで減益となるなど、収益環境は厳しいと
の声が聞かれた。また、人手不足が相変わらず深刻
で、新規採用が厳しいだけでなく、転職環境が良い
こともあり中途退社が多くなり、人繰りが厳しいとの
話もあった。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ

法と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材等を利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
をS造で立ち上げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売がや
や低調に推移している。マンション販売業者の多く
は、発売戸数の絞り込みで対応しようとしているも
のの、一部では値引きを余儀なくされるケースもあ
り、新規着工には慎重な姿勢をみせている。
昨年後半には、落ち着きをみせていたスクラップ
価格だが、電炉の普及が進むベトナムなどの輸入
増加に加え、ブラジルでの大規模な鉱山事故の影
響で、鉄鉱石の供給に懸念が生じたこともあって、
このところ価格が押し上げられている。黒鉛電極や
バナジウムなどの副資材価格も大幅に上昇しており、
コストを押し上げている。鋼材の製品価格も徐々に
引き上げられてはいるものの、スプレッドの確保が
後手に回るケースも多く、鋼材メーカーの収益は厳
しい状況が続いている。
4～6月期の鋼材の生産についても、東京オリン

ピック関連の工事が徐々に減少していくこともあっ
て、前年を下回る水準で推移するとみられる。
1～3月期の鋳物の生産は、前年をやや下回った

とみられる。鋳鉄管は、昨年の年初あたりから振れ
を伴いながらも、緩やかに減少してきた。輸出用を
中心に堅調だった建設機械向けや工作機械向けに
ついても、中国の景気減速などの影響を受けて、昨
年の末頃から減少に転じたようだ。一方、東京オリ
ンピックや首都圏の再開発がらみで、景観材は引き
続き底堅く推移している。
コスト面は厳しい状況が続いている。スクラップ
や副資材の価格上昇に加えて、これまで電力需要
を分散させるために適用されてきたピークシフト割
引が廃止され、電気料金の負担が増しており、収益
面を圧迫している。
4～6月期については、相応の受注残を抱える先

も多いことから、大きく落ち込むことはないとみられ

るものの、前年の建設機械向け等の生産の水準が
高かったこともあり、鋳物全体でみても、生産は前年
を下回る見込みである。

 

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
上回った。発注状況に振れはあるものの、受注残は
多く、工事量も高水準で安定している。
内容は、建物、橋梁、道路などの改修・補修が多

い。とくに学校や公共施設などの建物については、
老朽化にともなう改修、設備更新の工事が多く、新
規の建設案件は少ない。耐震化も大きな物件はほ
ぼ終わったが、災害時に避難場所となる体育館など
で遅れているものもあり、対応が急がれている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。
民間工事：1～3月期の民間工事は、着工ベースでほ
ぼ前年並みで推移した。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多い。ただ、前
年に比べると工事量は減ってきている。また、企業
の収益が回復してきたことなどから、工場やビルの
リフォームや耐震化工事だけではなく、建て替えや
新設の案件もみられる。商業関連や宿泊、飲食、
サービス関連も好調を持続している。大手業者が都

内での優良工事を多く抱え、県内の工事は比較的
大きなものでも、県内建設業者が請け負うように
なっており、県内建設業者の受注、収益環境は良い。
先行きも、現状程度で推移する見込み。東京オリ

ンピック以降の需要減を懸念するところも多かった
が、都内ではそれ以降も繁忙な状況が続くとの見方
が多くなってきており、県内建設業者にとっては、当
面繁忙な状況、収益の確保が期待できる模様。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年をやや
下回った。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となり、契約率は好不
調の目安といわれる70％を下回っている。ただ、足
元では、さいたま新都心駅近くの大型物件の販売が
好調なことから、契約率は持ち直している。ニーズに
合った場所や価格などであれば需要を取り込むこと
ができている。一方、利便性に劣る物件は販売が厳
しく、県内全体での供給は抑え気味である。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しているなか、金利も低く、価格も
マンションに比べ割安感があることから、賃貸の賃
料との比較で購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
なお、消費増税に伴う駆け込み購入の動きは前

回増税時に比べると小さかった。
先行きは、マンションは高価格でも売れるもの以
外の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先
行きも安定した状況が期待されている。一方、貸家
は空室率が依然高く現状程度からやや弱含みの見
込み。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。暖冬傾向でコートなどの防寒衣料が伸び悩んだ。
ただ、3月からは気温も上がり春物に動きも出てきて
いる。冬のセールは1月上旬と下旬の2回に分けて
開催された。夏に比べ2回開催への顧客の認知度
が高まり反応は良かったが、2回合わせてみると売
上は昨年のセールとあまり変わらなかったようだ。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったが、食
料品が弱かったほか、主力の衣料品も減少が続い
た。衣料品は紳士・婦人ともに低迷が続いている。
高額品の売上は底堅く推移し、時計・宝飾品、高
級ブランド品などは引き続き売れている。富裕層が
顧客である外商売上も伸びている。一方、中間層の
消費は引き続き慎重な動きとなっている。所得環境
は改善しているが、消費に力強さが感じられない。
中国で輸入品のインターネット通販を規制する法
律が施行され、転売業者の仕入れが減少したため、
インバウンド（訪日外国人）による消費は減っている
が、県内百貨店では売上全体に占める割合も僅か
で全体の売上への影響は小さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年10～12月期まで14四半
期連続で減少が続いた。今年3月に入り春物に動き
があるものの、1～3月期も減少の見込みで県内百
貨店の売上に回復の兆しは見られていない。今後
は、催事の回数を例年より増やし、集客に注力する
といった戦略が聞かれた。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が期待されるが、中間層の消費の動きは依
然鈍く、今後も売上は前年を下回って推移すると予
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
を下回ったとみられる。品目別では、衣料品は増加
したが、主力の食料品の売上が前年割れとなったよ
うだ。食料品は、暖冬で冬物商材の売れ行きが鈍
かったほか、前年高騰していた野菜の相場安などに
より売上が減少した。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨秋
以降、弱い動きが続いている。昨年7～9月期は前
年を上回ったが10～12月期には前年割れとなり、
今年1、2月も減少した。
スーパーは同業態内での競争に加え、ドラッグス

トアなどの他業態やネット通販との競争が激化して
おり、店舗改装により集客力を高めようという動きも
あった。
消費者が価格により敏感になり、節約志向が強

まっているとの指摘もあった。人手不足に伴う物流
費や原材料費の高騰を背景に、今春から飲食料品
の値上げが相次いでいるが、値上げにより消費者
の購買姿勢がさらに慎重になるとの懸念もあった。
先行きについては、消費増税に伴う駆け込み購
入が期待されるが、前回増税時ほどの盛り上がりは
ないとの見方が多く、売上はやや前年を下回ると予
想される。

●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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●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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Research

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、それまで堅調
だった汎用機械の減速を受けて、7～9月期には同▲
4.1％と前年割れになった。10～12月期についても
同▲14.1％と、2四半期連続で前年を下回っている。
今年1～3月期を通してみても、パチンコなどの業
務用機械は比較的底堅く推移したとみられるもの
の、フラットパネル・ディスプレイ製造装置などの生
産用機械が落ち込んだことなどから、一般機械全体
でみると、生産は前年を下回った模様である。
昨年の秋頃まで堅調に推移していた空気圧機器

は、工作機械向けの落ち込みなどを受けて、このと
ころ減速している。自動化・省力化機器向けが堅調
に推移したこともあって、昨年末にかけていったん盛
り返していた歯車も、年明け以降は工作機械向けな
どを中心に再びやや減速している。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、昨年前
半は比較的底堅く推移していたものの、スマートフォ
ン向けが鈍化していることもあり、年後半は生産が
減少している。半導体製造装置については、全国的
には中国向けを中心に輸出が落ち込む企業が多い
ものの、企業ごとの業績のバラツキが大きい。県内
の半導体製造装置については、昨年後半はやや盛
り返していた。医療用機械器具は、落ち込んでいた
昨年前半の水準からは持ち直しており、足元の生産
は前年並みまで回復している模様である。
4～6月期についても、業務用機械については医
療用機械器具をはじめとして、足元で回復の兆しが
みられるものの、中国経済の景気減速などを受けて、
汎用機械や生産用機械の受注が落ち込んでいるこ
ともあり、先行きの生産は、引き続き前年を下回る
水準で推移するとみられる。

情報通信機械は、大手電機メーカーの県内での
携帯電話等の生産が停止されたことの影響で大き
く落ち込んでいたが、カーナビ、カーオーディオなど、
自動車関連の製品を中心に、盛り返しの動きが続
いている。昨年4～6月期以降3四半期連続で前年
比プラス、とくに7～9月期、10～12月期は同2桁の
増加となった。今年1～3月期も増勢を持続している。
先行きについては、電子部品・デバイスは、中国

やアジアでの白物家電向け等は弱い動きが続くと
みられるが、国内向けや自動車向けは堅調なこと
から現状程度の動きが続くとみられる。産業機械
向けの電気機械は、輸出を含めて産業機械等の
生産調整が続くとみられることから、やや弱い動き
が見込まれる。情報通信機械関連では、通信技術
の高度化に伴う情報システム向けを含めた部品や
装置等の需要も期待され、比較的堅調に推移しよ
う。電気機械全体では前年をやや下回ると予想さ
れる。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲1.4％と2四半期ぶりに減少した。軽自動車が同
▲1.9％と8四半期ぶりに減少し、登録車（普通＋小
型乗用車）も同▲1.1％と2四半期ぶりに前年を下
回った。県内の乗用車の販売は一進一退からやや弱
含みで推移している。

られることから、部品メーカーの生産も前年をやや
上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期

までは、堅調な鋼材需要を受けて4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の工事
がかなり進捗してきたこともあって、7～9月期に前
年比横ばいとなり、10～12月期には前年比▲6.4％
と6四半期ぶりに前年を下回った。今年1～3月期に
ついても、前年の水準が比較的高かったこともあり、
前年割れで推移したとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。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一段落している。従来、病院
や学校などの建築では、防音性や断熱性に優れる
RC造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工

 
（2） 電気機械…前年並みで推移
1～3月期の電気機械の生産は、全体としては前
年並みで推移した模様である。昨年後半より中国
国内でのスマートフォンや自動車などの需要が減少
し、国内では大きな影響を受けたところもあるが、県
内ではスマートフォン向けは比較的少ないことも
あって、影響は小さいようだ。ただ、県内でも産業機
械などに組み込まれる電子部品や制御装置などは
大きく落ち込んでいる。
電子部品・デバイスの生産は、昨年10～12月期

まで11四半期連続で前年比プラスを続けてきたが、
今年1～3月期はやや弱含んでいる。中国のエアコ
ンや白物家電向けは、需要減少の影響を受けて生
産を調整している。また、産業機械や情報システム
向けの電子部品等も生産が落ちている。自動車向
けは、車の様々な動きを制御する部品の高度化、点
数の増加が続いており、生産も好調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、産業向け

が多く、県内で生産される電気機械は、ほとんどが
産業機械や情報システムなどに組み込まれる電気
関連の部品や制御・計測装置である。このため、昨
年後半からの産業機械の生産減の影響を大きく受
けている。組み込まれた機械は海外へ輸出されるこ
とも多く、中国向け輸出減速の影響も大きい。この
ため、こうした電気機械の生産は1～3月期に大きく
落ち込んだ模様である。

生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト
ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、昨年7
～9月期が前年比▲0.1％と微減だったが、10～12
月期は同＋1.7％と増加した。本年1月も同＋6.7％
と前年を上回り、1～3月期全体でも前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販
売台数は前年をやや下回ったものの、輸出向けの
生産台数が増加したため、県内での生産は増加し
ているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

も期待され販売は強含むとみられる。輸出も当面増
勢が続くと予想され、県内生産も前年をやや上回っ
て推移するだろう。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並み
となった模様だ。
販売は国内向けが前年を上回り、海外向けが減
少しているようだ。国内販売は、東京オリンピック関
連工事の需要、首都圏の再開発、ネット通販の拡大
による物流需要があり、底堅い動きが続いている。
海外向けは、米中貿易摩擦や中国景気の鈍化等を
受けた世界景気の減速もあり、弱含んでいるとみら
れる。
先行きもこうした傾向が続き、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、
前年をやや上回って推移したとみられ、自動車部品
の生産も前年を上回った模様だ。
企業業績面では、部品メーカーの売上は増加な

いし横ばいだが、輸送費、原材料費、人件費などの
コストアップで減益となるなど、収益環境は厳しいと
の声が聞かれた。また、人手不足が相変わらず深刻
で、新規採用が厳しいだけでなく、転職環境が良い
こともあり中途退社が多くなり、人繰りが厳しいとの
話もあった。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ

法と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材等を利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
をS造で立ち上げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売がや
や低調に推移している。マンション販売業者の多く
は、発売戸数の絞り込みで対応しようとしているも
のの、一部では値引きを余儀なくされるケースもあ
り、新規着工には慎重な姿勢をみせている。
昨年後半には、落ち着きをみせていたスクラップ
価格だが、電炉の普及が進むベトナムなどの輸入
増加に加え、ブラジルでの大規模な鉱山事故の影
響で、鉄鉱石の供給に懸念が生じたこともあって、
このところ価格が押し上げられている。黒鉛電極や
バナジウムなどの副資材価格も大幅に上昇しており、
コストを押し上げている。鋼材の製品価格も徐々に
引き上げられてはいるものの、スプレッドの確保が
後手に回るケースも多く、鋼材メーカーの収益は厳
しい状況が続いている。
4～6月期の鋼材の生産についても、東京オリン

ピック関連の工事が徐々に減少していくこともあっ
て、前年を下回る水準で推移するとみられる。
1～3月期の鋳物の生産は、前年をやや下回った

とみられる。鋳鉄管は、昨年の年初あたりから振れ
を伴いながらも、緩やかに減少してきた。輸出用を
中心に堅調だった建設機械向けや工作機械向けに
ついても、中国の景気減速などの影響を受けて、昨
年の末頃から減少に転じたようだ。一方、東京オリ
ンピックや首都圏の再開発がらみで、景観材は引き
続き底堅く推移している。
コスト面は厳しい状況が続いている。スクラップ
や副資材の価格上昇に加えて、これまで電力需要
を分散させるために適用されてきたピークシフト割
引が廃止され、電気料金の負担が増しており、収益
面を圧迫している。
4～6月期については、相応の受注残を抱える先

も多いことから、大きく落ち込むことはないとみられ

るものの、前年の建設機械向け等の生産の水準が
高かったこともあり、鋳物全体でみても、生産は前年
を下回る見込みである。

 

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
上回った。発注状況に振れはあるものの、受注残は
多く、工事量も高水準で安定している。
内容は、建物、橋梁、道路などの改修・補修が多

い。とくに学校や公共施設などの建物については、
老朽化にともなう改修、設備更新の工事が多く、新
規の建設案件は少ない。耐震化も大きな物件はほ
ぼ終わったが、災害時に避難場所となる体育館など
で遅れているものもあり、対応が急がれている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。
民間工事：1～3月期の民間工事は、着工ベースでほ
ぼ前年並みで推移した。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多い。ただ、前
年に比べると工事量は減ってきている。また、企業
の収益が回復してきたことなどから、工場やビルの
リフォームや耐震化工事だけではなく、建て替えや
新設の案件もみられる。商業関連や宿泊、飲食、
サービス関連も好調を持続している。大手業者が都

内での優良工事を多く抱え、県内の工事は比較的
大きなものでも、県内建設業者が請け負うように
なっており、県内建設業者の受注、収益環境は良い。
先行きも、現状程度で推移する見込み。東京オリ

ンピック以降の需要減を懸念するところも多かった
が、都内ではそれ以降も繁忙な状況が続くとの見方
が多くなってきており、県内建設業者にとっては、当
面繁忙な状況、収益の確保が期待できる模様。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年をやや
下回った。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となり、契約率は好不
調の目安といわれる70％を下回っている。ただ、足
元では、さいたま新都心駅近くの大型物件の販売が
好調なことから、契約率は持ち直している。ニーズに
合った場所や価格などであれば需要を取り込むこと
ができている。一方、利便性に劣る物件は販売が厳
しく、県内全体での供給は抑え気味である。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しているなか、金利も低く、価格も
マンションに比べ割安感があることから、賃貸の賃
料との比較で購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
なお、消費増税に伴う駆け込み購入の動きは前

回増税時に比べると小さかった。
先行きは、マンションは高価格でも売れるもの以
外の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先
行きも安定した状況が期待されている。一方、貸家
は空室率が依然高く現状程度からやや弱含みの見
込み。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。暖冬傾向でコートなどの防寒衣料が伸び悩んだ。
ただ、3月からは気温も上がり春物に動きも出てきて
いる。冬のセールは1月上旬と下旬の2回に分けて
開催された。夏に比べ2回開催への顧客の認知度
が高まり反応は良かったが、2回合わせてみると売
上は昨年のセールとあまり変わらなかったようだ。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったが、食
料品が弱かったほか、主力の衣料品も減少が続い
た。衣料品は紳士・婦人ともに低迷が続いている。
高額品の売上は底堅く推移し、時計・宝飾品、高
級ブランド品などは引き続き売れている。富裕層が
顧客である外商売上も伸びている。一方、中間層の
消費は引き続き慎重な動きとなっている。所得環境
は改善しているが、消費に力強さが感じられない。
中国で輸入品のインターネット通販を規制する法
律が施行され、転売業者の仕入れが減少したため、
インバウンド（訪日外国人）による消費は減っている
が、県内百貨店では売上全体に占める割合も僅か
で全体の売上への影響は小さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年10～12月期まで14四半
期連続で減少が続いた。今年3月に入り春物に動き
があるものの、1～3月期も減少の見込みで県内百
貨店の売上に回復の兆しは見られていない。今後
は、催事の回数を例年より増やし、集客に注力する
といった戦略が聞かれた。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が期待されるが、中間層の消費の動きは依
然鈍く、今後も売上は前年を下回って推移すると予
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
を下回ったとみられる。品目別では、衣料品は増加
したが、主力の食料品の売上が前年割れとなったよ
うだ。食料品は、暖冬で冬物商材の売れ行きが鈍
かったほか、前年高騰していた野菜の相場安などに
より売上が減少した。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨秋
以降、弱い動きが続いている。昨年7～9月期は前
年を上回ったが10～12月期には前年割れとなり、
今年1、2月も減少した。
スーパーは同業態内での競争に加え、ドラッグス

トアなどの他業態やネット通販との競争が激化して
おり、店舗改装により集客力を高めようという動きも
あった。
消費者が価格により敏感になり、節約志向が強

まっているとの指摘もあった。人手不足に伴う物流
費や原材料費の高騰を背景に、今春から飲食料品
の値上げが相次いでいるが、値上げにより消費者
の購買姿勢がさらに慎重になるとの懸念もあった。
先行きについては、消費増税に伴う駆け込み購
入が期待されるが、前回増税時ほどの盛り上がりは
ないとの見方が多く、売上はやや前年を下回ると予
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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●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（%）

-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3

●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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Research

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、それまで堅調
だった汎用機械の減速を受けて、7～9月期には同▲
4.1％と前年割れになった。10～12月期についても
同▲14.1％と、2四半期連続で前年を下回っている。
今年1～3月期を通してみても、パチンコなどの業
務用機械は比較的底堅く推移したとみられるもの
の、フラットパネル・ディスプレイ製造装置などの生
産用機械が落ち込んだことなどから、一般機械全体
でみると、生産は前年を下回った模様である。
昨年の秋頃まで堅調に推移していた空気圧機器

は、工作機械向けの落ち込みなどを受けて、このと
ころ減速している。自動化・省力化機器向けが堅調
に推移したこともあって、昨年末にかけていったん盛
り返していた歯車も、年明け以降は工作機械向けな
どを中心に再びやや減速している。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、昨年前
半は比較的底堅く推移していたものの、スマートフォ
ン向けが鈍化していることもあり、年後半は生産が
減少している。半導体製造装置については、全国的
には中国向けを中心に輸出が落ち込む企業が多い
ものの、企業ごとの業績のバラツキが大きい。県内
の半導体製造装置については、昨年後半はやや盛
り返していた。医療用機械器具は、落ち込んでいた
昨年前半の水準からは持ち直しており、足元の生産
は前年並みまで回復している模様である。
4～6月期についても、業務用機械については医
療用機械器具をはじめとして、足元で回復の兆しが
みられるものの、中国経済の景気減速などを受けて、
汎用機械や生産用機械の受注が落ち込んでいるこ
ともあり、先行きの生産は、引き続き前年を下回る
水準で推移するとみられる。

情報通信機械は、大手電機メーカーの県内での
携帯電話等の生産が停止されたことの影響で大き
く落ち込んでいたが、カーナビ、カーオーディオなど、
自動車関連の製品を中心に、盛り返しの動きが続
いている。昨年4～6月期以降3四半期連続で前年
比プラス、とくに7～9月期、10～12月期は同2桁の
増加となった。今年1～3月期も増勢を持続している。
先行きについては、電子部品・デバイスは、中国

やアジアでの白物家電向け等は弱い動きが続くと
みられるが、国内向けや自動車向けは堅調なこと
から現状程度の動きが続くとみられる。産業機械
向けの電気機械は、輸出を含めて産業機械等の
生産調整が続くとみられることから、やや弱い動き
が見込まれる。情報通信機械関連では、通信技術
の高度化に伴う情報システム向けを含めた部品や
装置等の需要も期待され、比較的堅調に推移しよ
う。電気機械全体では前年をやや下回ると予想さ
れる。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲1.4％と2四半期ぶりに減少した。軽自動車が同
▲1.9％と8四半期ぶりに減少し、登録車（普通＋小
型乗用車）も同▲1.1％と2四半期ぶりに前年を下
回った。県内の乗用車の販売は一進一退からやや弱
含みで推移している。

られることから、部品メーカーの生産も前年をやや
上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期

までは、堅調な鋼材需要を受けて4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の工事
がかなり進捗してきたこともあって、7～9月期に前
年比横ばいとなり、10～12月期には前年比▲6.4％
と6四半期ぶりに前年を下回った。今年1～3月期に
ついても、前年の水準が比較的高かったこともあり、
前年割れで推移したとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。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一段落している。従来、病院
や学校などの建築では、防音性や断熱性に優れる
RC造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工

 
（2） 電気機械…前年並みで推移
1～3月期の電気機械の生産は、全体としては前
年並みで推移した模様である。昨年後半より中国
国内でのスマートフォンや自動車などの需要が減少
し、国内では大きな影響を受けたところもあるが、県
内ではスマートフォン向けは比較的少ないことも
あって、影響は小さいようだ。ただ、県内でも産業機
械などに組み込まれる電子部品や制御装置などは
大きく落ち込んでいる。
電子部品・デバイスの生産は、昨年10～12月期

まで11四半期連続で前年比プラスを続けてきたが、
今年1～3月期はやや弱含んでいる。中国のエアコ
ンや白物家電向けは、需要減少の影響を受けて生
産を調整している。また、産業機械や情報システム
向けの電子部品等も生産が落ちている。自動車向
けは、車の様々な動きを制御する部品の高度化、点
数の増加が続いており、生産も好調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、産業向け

が多く、県内で生産される電気機械は、ほとんどが
産業機械や情報システムなどに組み込まれる電気
関連の部品や制御・計測装置である。このため、昨
年後半からの産業機械の生産減の影響を大きく受
けている。組み込まれた機械は海外へ輸出されるこ
とも多く、中国向け輸出減速の影響も大きい。この
ため、こうした電気機械の生産は1～3月期に大きく
落ち込んだ模様である。

生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト
ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、昨年7
～9月期が前年比▲0.1％と微減だったが、10～12
月期は同＋1.7％と増加した。本年1月も同＋6.7％
と前年を上回り、1～3月期全体でも前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販
売台数は前年をやや下回ったものの、輸出向けの
生産台数が増加したため、県内での生産は増加し
ているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

も期待され販売は強含むとみられる。輸出も当面増
勢が続くと予想され、県内生産も前年をやや上回っ
て推移するだろう。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並み
となった模様だ。
販売は国内向けが前年を上回り、海外向けが減
少しているようだ。国内販売は、東京オリンピック関
連工事の需要、首都圏の再開発、ネット通販の拡大
による物流需要があり、底堅い動きが続いている。
海外向けは、米中貿易摩擦や中国景気の鈍化等を
受けた世界景気の減速もあり、弱含んでいるとみら
れる。
先行きもこうした傾向が続き、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、
前年をやや上回って推移したとみられ、自動車部品
の生産も前年を上回った模様だ。
企業業績面では、部品メーカーの売上は増加な

いし横ばいだが、輸送費、原材料費、人件費などの
コストアップで減益となるなど、収益環境は厳しいと
の声が聞かれた。また、人手不足が相変わらず深刻
で、新規採用が厳しいだけでなく、転職環境が良い
こともあり中途退社が多くなり、人繰りが厳しいとの
話もあった。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ

法と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材等を利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
をS造で立ち上げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売がや
や低調に推移している。マンション販売業者の多く
は、発売戸数の絞り込みで対応しようとしているも
のの、一部では値引きを余儀なくされるケースもあ
り、新規着工には慎重な姿勢をみせている。
昨年後半には、落ち着きをみせていたスクラップ
価格だが、電炉の普及が進むベトナムなどの輸入
増加に加え、ブラジルでの大規模な鉱山事故の影
響で、鉄鉱石の供給に懸念が生じたこともあって、
このところ価格が押し上げられている。黒鉛電極や
バナジウムなどの副資材価格も大幅に上昇しており、
コストを押し上げている。鋼材の製品価格も徐々に
引き上げられてはいるものの、スプレッドの確保が
後手に回るケースも多く、鋼材メーカーの収益は厳
しい状況が続いている。
4～6月期の鋼材の生産についても、東京オリン

ピック関連の工事が徐々に減少していくこともあっ
て、前年を下回る水準で推移するとみられる。
1～3月期の鋳物の生産は、前年をやや下回った

とみられる。鋳鉄管は、昨年の年初あたりから振れ
を伴いながらも、緩やかに減少してきた。輸出用を
中心に堅調だった建設機械向けや工作機械向けに
ついても、中国の景気減速などの影響を受けて、昨
年の末頃から減少に転じたようだ。一方、東京オリ
ンピックや首都圏の再開発がらみで、景観材は引き
続き底堅く推移している。
コスト面は厳しい状況が続いている。スクラップ
や副資材の価格上昇に加えて、これまで電力需要
を分散させるために適用されてきたピークシフト割
引が廃止され、電気料金の負担が増しており、収益
面を圧迫している。
4～6月期については、相応の受注残を抱える先

も多いことから、大きく落ち込むことはないとみられ

るものの、前年の建設機械向け等の生産の水準が
高かったこともあり、鋳物全体でみても、生産は前年
を下回る見込みである。

 

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
上回った。発注状況に振れはあるものの、受注残は
多く、工事量も高水準で安定している。
内容は、建物、橋梁、道路などの改修・補修が多

い。とくに学校や公共施設などの建物については、
老朽化にともなう改修、設備更新の工事が多く、新
規の建設案件は少ない。耐震化も大きな物件はほ
ぼ終わったが、災害時に避難場所となる体育館など
で遅れているものもあり、対応が急がれている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。
民間工事：1～3月期の民間工事は、着工ベースでほ
ぼ前年並みで推移した。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多い。ただ、前
年に比べると工事量は減ってきている。また、企業
の収益が回復してきたことなどから、工場やビルの
リフォームや耐震化工事だけではなく、建て替えや
新設の案件もみられる。商業関連や宿泊、飲食、
サービス関連も好調を持続している。大手業者が都

内での優良工事を多く抱え、県内の工事は比較的
大きなものでも、県内建設業者が請け負うように
なっており、県内建設業者の受注、収益環境は良い。
先行きも、現状程度で推移する見込み。東京オリ

ンピック以降の需要減を懸念するところも多かった
が、都内ではそれ以降も繁忙な状況が続くとの見方
が多くなってきており、県内建設業者にとっては、当
面繁忙な状況、収益の確保が期待できる模様。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年をやや
下回った。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となり、契約率は好不
調の目安といわれる70％を下回っている。ただ、足
元では、さいたま新都心駅近くの大型物件の販売が
好調なことから、契約率は持ち直している。ニーズに
合った場所や価格などであれば需要を取り込むこと
ができている。一方、利便性に劣る物件は販売が厳
しく、県内全体での供給は抑え気味である。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しているなか、金利も低く、価格も
マンションに比べ割安感があることから、賃貸の賃
料との比較で購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
なお、消費増税に伴う駆け込み購入の動きは前

回増税時に比べると小さかった。
先行きは、マンションは高価格でも売れるもの以
外の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先
行きも安定した状況が期待されている。一方、貸家
は空室率が依然高く現状程度からやや弱含みの見
込み。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。暖冬傾向でコートなどの防寒衣料が伸び悩んだ。
ただ、3月からは気温も上がり春物に動きも出てきて
いる。冬のセールは1月上旬と下旬の2回に分けて
開催された。夏に比べ2回開催への顧客の認知度
が高まり反応は良かったが、2回合わせてみると売
上は昨年のセールとあまり変わらなかったようだ。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったが、食
料品が弱かったほか、主力の衣料品も減少が続い
た。衣料品は紳士・婦人ともに低迷が続いている。
高額品の売上は底堅く推移し、時計・宝飾品、高
級ブランド品などは引き続き売れている。富裕層が
顧客である外商売上も伸びている。一方、中間層の
消費は引き続き慎重な動きとなっている。所得環境
は改善しているが、消費に力強さが感じられない。
中国で輸入品のインターネット通販を規制する法
律が施行され、転売業者の仕入れが減少したため、
インバウンド（訪日外国人）による消費は減っている
が、県内百貨店では売上全体に占める割合も僅か
で全体の売上への影響は小さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年10～12月期まで14四半
期連続で減少が続いた。今年3月に入り春物に動き
があるものの、1～3月期も減少の見込みで県内百
貨店の売上に回復の兆しは見られていない。今後
は、催事の回数を例年より増やし、集客に注力する
といった戦略が聞かれた。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が期待されるが、中間層の消費の動きは依
然鈍く、今後も売上は前年を下回って推移すると予
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
を下回ったとみられる。品目別では、衣料品は増加
したが、主力の食料品の売上が前年割れとなったよ
うだ。食料品は、暖冬で冬物商材の売れ行きが鈍
かったほか、前年高騰していた野菜の相場安などに
より売上が減少した。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨秋
以降、弱い動きが続いている。昨年7～9月期は前
年を上回ったが10～12月期には前年割れとなり、
今年1、2月も減少した。
スーパーは同業態内での競争に加え、ドラッグス

トアなどの他業態やネット通販との競争が激化して
おり、店舗改装により集客力を高めようという動きも
あった。
消費者が価格により敏感になり、節約志向が強

まっているとの指摘もあった。人手不足に伴う物流
費や原材料費の高騰を背景に、今春から飲食料品
の値上げが相次いでいるが、値上げにより消費者
の購買姿勢がさらに慎重になるとの懸念もあった。
先行きについては、消費増税に伴う駆け込み購
入が期待されるが、前回増税時ほどの盛り上がりは
ないとの見方が多く、売上はやや前年を下回ると予
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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●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㈱
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アンケート調査

埼玉県内設備投資動向調査
設備投資の「計画有り」は4年ぶりに減少

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、それまで堅調
だった汎用機械の減速を受けて、7～9月期には同▲
4.1％と前年割れになった。10～12月期についても
同▲14.1％と、2四半期連続で前年を下回っている。
今年1～3月期を通してみても、パチンコなどの業
務用機械は比較的底堅く推移したとみられるもの
の、フラットパネル・ディスプレイ製造装置などの生
産用機械が落ち込んだことなどから、一般機械全体
でみると、生産は前年を下回った模様である。
昨年の秋頃まで堅調に推移していた空気圧機器

は、工作機械向けの落ち込みなどを受けて、このと
ころ減速している。自動化・省力化機器向けが堅調
に推移したこともあって、昨年末にかけていったん盛
り返していた歯車も、年明け以降は工作機械向けな
どを中心に再びやや減速している。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、昨年前
半は比較的底堅く推移していたものの、スマートフォ
ン向けが鈍化していることもあり、年後半は生産が
減少している。半導体製造装置については、全国的
には中国向けを中心に輸出が落ち込む企業が多い
ものの、企業ごとの業績のバラツキが大きい。県内
の半導体製造装置については、昨年後半はやや盛
り返していた。医療用機械器具は、落ち込んでいた
昨年前半の水準からは持ち直しており、足元の生産
は前年並みまで回復している模様である。
4～6月期についても、業務用機械については医
療用機械器具をはじめとして、足元で回復の兆しが
みられるものの、中国経済の景気減速などを受けて、
汎用機械や生産用機械の受注が落ち込んでいるこ
ともあり、先行きの生産は、引き続き前年を下回る
水準で推移するとみられる。

情報通信機械は、大手電機メーカーの県内での
携帯電話等の生産が停止されたことの影響で大き
く落ち込んでいたが、カーナビ、カーオーディオなど、
自動車関連の製品を中心に、盛り返しの動きが続
いている。昨年4～6月期以降3四半期連続で前年
比プラス、とくに7～9月期、10～12月期は同2桁の
増加となった。今年1～3月期も増勢を持続している。
先行きについては、電子部品・デバイスは、中国

やアジアでの白物家電向け等は弱い動きが続くと
みられるが、国内向けや自動車向けは堅調なこと
から現状程度の動きが続くとみられる。産業機械
向けの電気機械は、輸出を含めて産業機械等の
生産調整が続くとみられることから、やや弱い動き
が見込まれる。情報通信機械関連では、通信技術
の高度化に伴う情報システム向けを含めた部品や
装置等の需要も期待され、比較的堅調に推移しよ
う。電気機械全体では前年をやや下回ると予想さ
れる。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲1.4％と2四半期ぶりに減少した。軽自動車が同
▲1.9％と8四半期ぶりに減少し、登録車（普通＋小
型乗用車）も同▲1.1％と2四半期ぶりに前年を下
回った。県内の乗用車の販売は一進一退からやや弱
含みで推移している。

られることから、部品メーカーの生産も前年をやや
上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期

までは、堅調な鋼材需要を受けて4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の工事
がかなり進捗してきたこともあって、7～9月期に前
年比横ばいとなり、10～12月期には前年比▲6.4％
と6四半期ぶりに前年を下回った。今年1～3月期に
ついても、前年の水準が比較的高かったこともあり、
前年割れで推移したとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。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一段落している。従来、病院
や学校などの建築では、防音性や断熱性に優れる
RC造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工

 
（2） 電気機械…前年並みで推移
1～3月期の電気機械の生産は、全体としては前
年並みで推移した模様である。昨年後半より中国
国内でのスマートフォンや自動車などの需要が減少
し、国内では大きな影響を受けたところもあるが、県
内ではスマートフォン向けは比較的少ないことも
あって、影響は小さいようだ。ただ、県内でも産業機
械などに組み込まれる電子部品や制御装置などは
大きく落ち込んでいる。
電子部品・デバイスの生産は、昨年10～12月期

まで11四半期連続で前年比プラスを続けてきたが、
今年1～3月期はやや弱含んでいる。中国のエアコ
ンや白物家電向けは、需要減少の影響を受けて生
産を調整している。また、産業機械や情報システム
向けの電子部品等も生産が落ちている。自動車向
けは、車の様々な動きを制御する部品の高度化、点
数の増加が続いており、生産も好調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、産業向け

が多く、県内で生産される電気機械は、ほとんどが
産業機械や情報システムなどに組み込まれる電気
関連の部品や制御・計測装置である。このため、昨
年後半からの産業機械の生産減の影響を大きく受
けている。組み込まれた機械は海外へ輸出されるこ
とも多く、中国向け輸出減速の影響も大きい。この
ため、こうした電気機械の生産は1～3月期に大きく
落ち込んだ模様である。

生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト
ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、昨年7
～9月期が前年比▲0.1％と微減だったが、10～12
月期は同＋1.7％と増加した。本年1月も同＋6.7％
と前年を上回り、1～3月期全体でも前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販
売台数は前年をやや下回ったものの、輸出向けの
生産台数が増加したため、県内での生産は増加し
ているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

も期待され販売は強含むとみられる。輸出も当面増
勢が続くと予想され、県内生産も前年をやや上回っ
て推移するだろう。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並み
となった模様だ。
販売は国内向けが前年を上回り、海外向けが減
少しているようだ。国内販売は、東京オリンピック関
連工事の需要、首都圏の再開発、ネット通販の拡大
による物流需要があり、底堅い動きが続いている。
海外向けは、米中貿易摩擦や中国景気の鈍化等を
受けた世界景気の減速もあり、弱含んでいるとみら
れる。
先行きもこうした傾向が続き、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、
前年をやや上回って推移したとみられ、自動車部品
の生産も前年を上回った模様だ。
企業業績面では、部品メーカーの売上は増加な

いし横ばいだが、輸送費、原材料費、人件費などの
コストアップで減益となるなど、収益環境は厳しいと
の声が聞かれた。また、人手不足が相変わらず深刻
で、新規採用が厳しいだけでなく、転職環境が良い
こともあり中途退社が多くなり、人繰りが厳しいとの
話もあった。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ

法と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材等を利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
をS造で立ち上げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売がや
や低調に推移している。マンション販売業者の多く
は、発売戸数の絞り込みで対応しようとしているも
のの、一部では値引きを余儀なくされるケースもあ
り、新規着工には慎重な姿勢をみせている。
昨年後半には、落ち着きをみせていたスクラップ
価格だが、電炉の普及が進むベトナムなどの輸入
増加に加え、ブラジルでの大規模な鉱山事故の影
響で、鉄鉱石の供給に懸念が生じたこともあって、
このところ価格が押し上げられている。黒鉛電極や
バナジウムなどの副資材価格も大幅に上昇しており、
コストを押し上げている。鋼材の製品価格も徐々に
引き上げられてはいるものの、スプレッドの確保が
後手に回るケースも多く、鋼材メーカーの収益は厳
しい状況が続いている。
4～6月期の鋼材の生産についても、東京オリン

ピック関連の工事が徐々に減少していくこともあっ
て、前年を下回る水準で推移するとみられる。
1～3月期の鋳物の生産は、前年をやや下回った

とみられる。鋳鉄管は、昨年の年初あたりから振れ
を伴いながらも、緩やかに減少してきた。輸出用を
中心に堅調だった建設機械向けや工作機械向けに
ついても、中国の景気減速などの影響を受けて、昨
年の末頃から減少に転じたようだ。一方、東京オリ
ンピックや首都圏の再開発がらみで、景観材は引き
続き底堅く推移している。
コスト面は厳しい状況が続いている。スクラップ
や副資材の価格上昇に加えて、これまで電力需要
を分散させるために適用されてきたピークシフト割
引が廃止され、電気料金の負担が増しており、収益
面を圧迫している。
4～6月期については、相応の受注残を抱える先

も多いことから、大きく落ち込むことはないとみられ

るものの、前年の建設機械向け等の生産の水準が
高かったこともあり、鋳物全体でみても、生産は前年
を下回る見込みである。

 

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
上回った。発注状況に振れはあるものの、受注残は
多く、工事量も高水準で安定している。
内容は、建物、橋梁、道路などの改修・補修が多

い。とくに学校や公共施設などの建物については、
老朽化にともなう改修、設備更新の工事が多く、新
規の建設案件は少ない。耐震化も大きな物件はほ
ぼ終わったが、災害時に避難場所となる体育館など
で遅れているものもあり、対応が急がれている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。
民間工事：1～3月期の民間工事は、着工ベースでほ
ぼ前年並みで推移した。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多い。ただ、前
年に比べると工事量は減ってきている。また、企業
の収益が回復してきたことなどから、工場やビルの
リフォームや耐震化工事だけではなく、建て替えや
新設の案件もみられる。商業関連や宿泊、飲食、
サービス関連も好調を持続している。大手業者が都

内での優良工事を多く抱え、県内の工事は比較的
大きなものでも、県内建設業者が請け負うように
なっており、県内建設業者の受注、収益環境は良い。
先行きも、現状程度で推移する見込み。東京オリ

ンピック以降の需要減を懸念するところも多かった
が、都内ではそれ以降も繁忙な状況が続くとの見方
が多くなってきており、県内建設業者にとっては、当
面繁忙な状況、収益の確保が期待できる模様。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年をやや
下回った。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となり、契約率は好不
調の目安といわれる70％を下回っている。ただ、足
元では、さいたま新都心駅近くの大型物件の販売が
好調なことから、契約率は持ち直している。ニーズに
合った場所や価格などであれば需要を取り込むこと
ができている。一方、利便性に劣る物件は販売が厳
しく、県内全体での供給は抑え気味である。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しているなか、金利も低く、価格も
マンションに比べ割安感があることから、賃貸の賃
料との比較で購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
なお、消費増税に伴う駆け込み購入の動きは前

回増税時に比べると小さかった。
先行きは、マンションは高価格でも売れるもの以
外の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先
行きも安定した状況が期待されている。一方、貸家
は空室率が依然高く現状程度からやや弱含みの見
込み。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。暖冬傾向でコートなどの防寒衣料が伸び悩んだ。
ただ、3月からは気温も上がり春物に動きも出てきて
いる。冬のセールは1月上旬と下旬の2回に分けて
開催された。夏に比べ2回開催への顧客の認知度
が高まり反応は良かったが、2回合わせてみると売
上は昨年のセールとあまり変わらなかったようだ。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったが、食
料品が弱かったほか、主力の衣料品も減少が続い
た。衣料品は紳士・婦人ともに低迷が続いている。
高額品の売上は底堅く推移し、時計・宝飾品、高
級ブランド品などは引き続き売れている。富裕層が
顧客である外商売上も伸びている。一方、中間層の
消費は引き続き慎重な動きとなっている。所得環境
は改善しているが、消費に力強さが感じられない。
中国で輸入品のインターネット通販を規制する法
律が施行され、転売業者の仕入れが減少したため、
インバウンド（訪日外国人）による消費は減っている
が、県内百貨店では売上全体に占める割合も僅か
で全体の売上への影響は小さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年10～12月期まで14四半
期連続で減少が続いた。今年3月に入り春物に動き
があるものの、1～3月期も減少の見込みで県内百
貨店の売上に回復の兆しは見られていない。今後
は、催事の回数を例年より増やし、集客に注力する
といった戦略が聞かれた。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が期待されるが、中間層の消費の動きは依
然鈍く、今後も売上は前年を下回って推移すると予
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
を下回ったとみられる。品目別では、衣料品は増加
したが、主力の食料品の売上が前年割れとなったよ
うだ。食料品は、暖冬で冬物商材の売れ行きが鈍
かったほか、前年高騰していた野菜の相場安などに
より売上が減少した。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨秋
以降、弱い動きが続いている。昨年7～9月期は前
年を上回ったが10～12月期には前年割れとなり、
今年1、2月も減少した。
スーパーは同業態内での競争に加え、ドラッグス

トアなどの他業態やネット通販との競争が激化して
おり、店舗改装により集客力を高めようという動きも
あった。
消費者が価格により敏感になり、節約志向が強

まっているとの指摘もあった。人手不足に伴う物流
費や原材料費の高騰を背景に、今春から飲食料品
の値上げが相次いでいるが、値上げにより消費者
の購買姿勢がさらに慎重になるとの懸念もあった。
先行きについては、消費増税に伴う駆け込み購
入が期待されるが、前回増税時ほどの盛り上がりは
ないとの見方が多く、売上はやや前年を下回ると予
想される。

2019年１月中旬実施。対象企業数955社、
回答企業数206社、回答率21.6％。

設備投資計画の有無
2019年度に設備投資の「計画有り」とした企業は、

回答企業 206社のうち 121社で、58.7％となり、前年
調査（2018年1月実施）と比べ▲2.5ポイントと、2015
年以来4年ぶりに減少となった。
このところの米中の貿易摩擦や中国経済の減速、ま
た、10月に予定されている消費増税などから景気の先
行きを懸念するところも増えており、設備投資を計画
する企業割合は、水準としては引き続き高いものの、
設備投資意欲にやや慎重な姿勢がみられる。
業種別にみると、「計画有り」とした企業は、製造業

が71.2％（前年比▲4.1ポイント）、非製造業は51.9％
（同▲0.7ポイント）となり、製造業、非製造業ともに前
年比で減少となった。
規模別にみると、「計画有り」とした企業は、大企業

が86.4％（前年比±0.0ポイント）となり前年と同水準、
中小企業は55.4％（同▲2.9ポイント）で前年に比べ
減少となった。
個別業種で「計画有り」とした企業割合が高かった

のは、製造業では「飲食料品」、「化学」、「窯業・土

石」、「非鉄金属」、「金属製品」（いずれも100％）、
「輸送機械」（80.0％）で、非製造業では「運輸・倉庫」
（90.0％）であった。

設備投資計画額
2019年度の設備投資計画額は、当該企業の2018
年度実績見込みに対して▲25.9％となり、前年と比べ
減少した。設備投資の「計画有り」と回答する企業が
前年より減少するなか、投資額においても前年を下回
る動きとなっている。
なお、例年この時期の調査では、多くの企業で計画
段階のため、後に上方修正される傾向があり、今後、
減少幅は縮小することも考えられる。
業種別にみると、製造業は前年度実績見込み比▲
14.7％、非製造業は同▲34.3％となり、製造業、非製
造業ともに前年を下回った。
規模別にみると、大企業は前年度実績見込み比▲
20.0％、中小企業は同▲29.3％と、大企業、中小企業
ともに減少となった。

設備投資理由
設備投資を行う理由は（複数回答）、例年同様に「設
備更新」（83.5％）を挙げる企業が最も多く、以下順に
「コストダウン・合理化に対応」（38.8％）、「技術革新・

品質向上に対応」（33.1％）、「新製品開発に対応」
（23.1％）、「売上・受注見通しの好転」（13.2％）と続く。
前年調査と比べると、「売上・受注見通しの好転」

（前年比▲11.2ポイント）の減少が目立っている。景気
の先行きに不透明感があることから、売上・受注につ
いて、やや慎重な見方をしているようだ。一方で、「設
備更新」（同＋6.4ポイント）は前年より増えており、景
気の先行き不安はあるものの、必要な既存設備の更
新については行っていくとするところが多い。
業種別にみると、製造業では「設備更新」（78.8％）

が最も多く、次いで「コストダウン・合理化に対応」
（50.0％）、「技術革新・品質向上に対応」（46.2％）と
なり、非製造業も「設備更新」（87.0％）が最も多く、次
いで「コストダウン・合理化に対応」（30.4％）、「技術
革新・品質向上に対応」（23.2％）となった。前年と比
べ、製造業、非製造業ともに「設備更新」がそれぞれ＋
5.0ポイント、＋7.0ポイントと増加し、「売上・受注見通
しの好転」がそれぞれ▲9.2ポイント、▲12.7ポイント
と減少した。

設備投資対象物件
設備投資の対象物件は（複数回答）、例年同様「生
産機械」（52.9％）が最も多く、以下「建物・構築物」
（48.8％）、「情報関連・事務用機器」（41.3％）、「車両
運搬具」（35.5％）、「販売機器」（14.9％）、「土地」
（9.9％）となった。
前年調査と比べ増加したのは「建物・構築物」（前

年比＋7.6ポイント）、「車両運搬具」（同＋4.2ポイント）、
「販売機器」（同＋2.7ポイント）で、減少となったのは
「生産機械」（同▲2.8ポイント）、「情報関連・事務用
機器」（同▲0.7ポイント）であった。　
業種別にみると、製造業では「生産機械」　

（90.4％）が最も多く、以下「建物・構築物」（44.2％）、
「情報関連・事務用機器」（30.8％）と続く。非製造業
では「建物・構築物」（52.2％）が最も多く、以下「情報
関連・事務用機器」（49 . 3％）、「車両運搬具」
（43.5％）と続いた。 （辻　和）
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アンケート調査

埼玉県内設備投資動向調査
設備投資の「計画有り」は4年ぶりに減少

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期まで5
四半期連続で前年を上回っていたが、それまで堅調
だった汎用機械の減速を受けて、7～9月期には同▲
4.1％と前年割れになった。10～12月期についても
同▲14.1％と、2四半期連続で前年を下回っている。
今年1～3月期を通してみても、パチンコなどの業
務用機械は比較的底堅く推移したとみられるもの
の、フラットパネル・ディスプレイ製造装置などの生
産用機械が落ち込んだことなどから、一般機械全体
でみると、生産は前年を下回った模様である。
昨年の秋頃まで堅調に推移していた空気圧機器

は、工作機械向けの落ち込みなどを受けて、このと
ころ減速している。自動化・省力化機器向けが堅調
に推移したこともあって、昨年末にかけていったん盛
り返していた歯車も、年明け以降は工作機械向けな
どを中心に再びやや減速している。
フラットパネル・ディスプレイ製造装置は、昨年前
半は比較的底堅く推移していたものの、スマートフォ
ン向けが鈍化していることもあり、年後半は生産が
減少している。半導体製造装置については、全国的
には中国向けを中心に輸出が落ち込む企業が多い
ものの、企業ごとの業績のバラツキが大きい。県内
の半導体製造装置については、昨年後半はやや盛
り返していた。医療用機械器具は、落ち込んでいた
昨年前半の水準からは持ち直しており、足元の生産
は前年並みまで回復している模様である。
4～6月期についても、業務用機械については医
療用機械器具をはじめとして、足元で回復の兆しが
みられるものの、中国経済の景気減速などを受けて、
汎用機械や生産用機械の受注が落ち込んでいるこ
ともあり、先行きの生産は、引き続き前年を下回る
水準で推移するとみられる。

情報通信機械は、大手電機メーカーの県内での
携帯電話等の生産が停止されたことの影響で大き
く落ち込んでいたが、カーナビ、カーオーディオなど、
自動車関連の製品を中心に、盛り返しの動きが続
いている。昨年4～6月期以降3四半期連続で前年
比プラス、とくに7～9月期、10～12月期は同2桁の
増加となった。今年1～3月期も増勢を持続している。
先行きについては、電子部品・デバイスは、中国

やアジアでの白物家電向け等は弱い動きが続くと
みられるが、国内向けや自動車向けは堅調なこと
から現状程度の動きが続くとみられる。産業機械
向けの電気機械は、輸出を含めて産業機械等の
生産調整が続くとみられることから、やや弱い動き
が見込まれる。情報通信機械関連では、通信技術
の高度化に伴う情報システム向けを含めた部品や
装置等の需要も期待され、比較的堅調に推移しよ
う。電気機械全体では前年をやや下回ると予想さ
れる。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲1.4％と2四半期ぶりに減少した。軽自動車が同
▲1.9％と8四半期ぶりに減少し、登録車（普通＋小
型乗用車）も同▲1.1％と2四半期ぶりに前年を下
回った。県内の乗用車の販売は一進一退からやや弱
含みで推移している。

られることから、部品メーカーの生産も前年をやや
上回って推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…前年をやや下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、昨年4～6月期

までは、堅調な鋼材需要を受けて4四半期連続で前
年を上回っていたが、東京オリンピック関連の工事
がかなり進捗してきたこともあって、7～9月期に前
年比横ばいとなり、10～12月期には前年比▲6.4％
と6四半期ぶりに前年を下回った。今年1～3月期に
ついても、前年の水準が比較的高かったこともあり、
前年割れで推移したとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、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おり、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。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一段落している。従来、病院
や学校などの建築では、防音性や断熱性に優れる
RC造が選ばれることが多かったが、プレキャスト工

 
（2） 電気機械…前年並みで推移
1～3月期の電気機械の生産は、全体としては前
年並みで推移した模様である。昨年後半より中国
国内でのスマートフォンや自動車などの需要が減少
し、国内では大きな影響を受けたところもあるが、県
内ではスマートフォン向けは比較的少ないことも
あって、影響は小さいようだ。ただ、県内でも産業機
械などに組み込まれる電子部品や制御装置などは
大きく落ち込んでいる。
電子部品・デバイスの生産は、昨年10～12月期

まで11四半期連続で前年比プラスを続けてきたが、
今年1～3月期はやや弱含んでいる。中国のエアコ
ンや白物家電向けは、需要減少の影響を受けて生
産を調整している。また、産業機械や情報システム
向けの電子部品等も生産が落ちている。自動車向
けは、車の様々な動きを制御する部品の高度化、点
数の増加が続いており、生産も好調に推移している。
電気機械は国内で生産されるものは、産業向け

が多く、県内で生産される電気機械は、ほとんどが
産業機械や情報システムなどに組み込まれる電気
関連の部品や制御・計測装置である。このため、昨
年後半からの産業機械の生産減の影響を大きく受
けている。組み込まれた機械は海外へ輸出されるこ
とも多く、中国向け輸出減速の影響も大きい。この
ため、こうした電気機械の生産は1～3月期に大きく
落ち込んだ模様である。

生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト
ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、昨年7
～9月期が前年比▲0.1％と微減だったが、10～12
月期は同＋1.7％と増加した。本年1月も同＋6.7％
と前年を上回り、1～3月期全体でも前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販
売台数は前年をやや下回ったものの、輸出向けの
生産台数が増加したため、県内での生産は増加し
ているとみられる。
先行きについては、消費増税前の駆け込み購入

も期待され販売は強含むとみられる。輸出も当面増
勢が続くと予想され、県内生産も前年をやや上回っ
て推移するだろう。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年並み
となった模様だ。
販売は国内向けが前年を上回り、海外向けが減
少しているようだ。国内販売は、東京オリンピック関
連工事の需要、首都圏の再開発、ネット通販の拡大
による物流需要があり、底堅い動きが続いている。
海外向けは、米中貿易摩擦や中国景気の鈍化等を
受けた世界景気の減速もあり、弱含んでいるとみら
れる。
先行きもこうした傾向が続き、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、
前年をやや上回って推移したとみられ、自動車部品
の生産も前年を上回った模様だ。
企業業績面では、部品メーカーの売上は増加な

いし横ばいだが、輸送費、原材料費、人件費などの
コストアップで減益となるなど、収益環境は厳しいと
の声が聞かれた。また、人手不足が相変わらず深刻
で、新規採用が厳しいだけでなく、転職環境が良い
こともあり中途退社が多くなり、人繰りが厳しいとの
話もあった。
先行きについては、乗用車の生産は前年をやや
上回り、トラックの生産は前年並みで推移するとみ

法と呼ばれる、成形済みのコンクリート壁材等を利
用することで、防音性などを確保しつつ、本体部分
をS造で立ち上げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売がや
や低調に推移している。マンション販売業者の多く
は、発売戸数の絞り込みで対応しようとしているも
のの、一部では値引きを余儀なくされるケースもあ
り、新規着工には慎重な姿勢をみせている。
昨年後半には、落ち着きをみせていたスクラップ
価格だが、電炉の普及が進むベトナムなどの輸入
増加に加え、ブラジルでの大規模な鉱山事故の影
響で、鉄鉱石の供給に懸念が生じたこともあって、
このところ価格が押し上げられている。黒鉛電極や
バナジウムなどの副資材価格も大幅に上昇しており、
コストを押し上げている。鋼材の製品価格も徐々に
引き上げられてはいるものの、スプレッドの確保が
後手に回るケースも多く、鋼材メーカーの収益は厳
しい状況が続いている。
4～6月期の鋼材の生産についても、東京オリン

ピック関連の工事が徐々に減少していくこともあっ
て、前年を下回る水準で推移するとみられる。
1～3月期の鋳物の生産は、前年をやや下回った

とみられる。鋳鉄管は、昨年の年初あたりから振れ
を伴いながらも、緩やかに減少してきた。輸出用を
中心に堅調だった建設機械向けや工作機械向けに
ついても、中国の景気減速などの影響を受けて、昨
年の末頃から減少に転じたようだ。一方、東京オリ
ンピックや首都圏の再開発がらみで、景観材は引き
続き底堅く推移している。
コスト面は厳しい状況が続いている。スクラップ
や副資材の価格上昇に加えて、これまで電力需要
を分散させるために適用されてきたピークシフト割
引が廃止され、電気料金の負担が増しており、収益
面を圧迫している。
4～6月期については、相応の受注残を抱える先

も多いことから、大きく落ち込むことはないとみられ

るものの、前年の建設機械向け等の生産の水準が
高かったこともあり、鋳物全体でみても、生産は前年
を下回る見込みである。

 

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：1～3月期の公共工事の受注額は前年を
上回った。発注状況に振れはあるものの、受注残は
多く、工事量も高水準で安定している。
内容は、建物、橋梁、道路などの改修・補修が多

い。とくに学校や公共施設などの建物については、
老朽化にともなう改修、設備更新の工事が多く、新
規の建設案件は少ない。耐震化も大きな物件はほ
ぼ終わったが、災害時に避難場所となる体育館など
で遅れているものもあり、対応が急がれている。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、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。
民間工事：1～3月期の民間工事は、着工ベースでほ
ぼ前年並みで推移した。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多い。ただ、前
年に比べると工事量は減ってきている。また、企業
の収益が回復してきたことなどから、工場やビルの
リフォームや耐震化工事だけではなく、建て替えや
新設の案件もみられる。商業関連や宿泊、飲食、
サービス関連も好調を持続している。大手業者が都

内での優良工事を多く抱え、県内の工事は比較的
大きなものでも、県内建設業者が請け負うように
なっており、県内建設業者の受注、収益環境は良い。
先行きも、現状程度で推移する見込み。東京オリ

ンピック以降の需要減を懸念するところも多かった
が、都内ではそれ以降も繁忙な状況が続くとの見方
が多くなってきており、県内建設業者にとっては、当
面繁忙な状況、収益の確保が期待できる模様。
住宅：1～3月期の住宅建設は、全体では前年をやや
下回った。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となり、契約率は好不
調の目安といわれる70％を下回っている。ただ、足
元では、さいたま新都心駅近くの大型物件の販売が
好調なことから、契約率は持ち直している。ニーズに
合った場所や価格などであれば需要を取り込むこと
ができている。一方、利便性に劣る物件は販売が厳
しく、県内全体での供給は抑え気味である。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しているなか、金利も低く、価格も
マンションに比べ割安感があることから、賃貸の賃
料との比較で購入する人も多い。
貸家は、供給過剰の懸念から着工が手控えられ

てきた。空室率はこのところ低下傾向にあるが、新
規の着工は引き続き手控えられている。
なお、消費増税に伴う駆け込み購入の動きは前

回増税時に比べると小さかった。
先行きは、マンションは高価格でも売れるもの以
外の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先
行きも安定した状況が期待されている。一方、貸家
は空室率が依然高く現状程度からやや弱含みの見
込み。

（6） 百貨店・スーパー…前年を下回る
百貨店：1～3月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。暖冬傾向でコートなどの防寒衣料が伸び悩んだ。
ただ、3月からは気温も上がり春物に動きも出てきて
いる。冬のセールは1月上旬と下旬の2回に分けて
開催された。夏に比べ2回開催への顧客の認知度
が高まり反応は良かったが、2回合わせてみると売
上は昨年のセールとあまり変わらなかったようだ。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったが、食
料品が弱かったほか、主力の衣料品も減少が続い
た。衣料品は紳士・婦人ともに低迷が続いている。
高額品の売上は底堅く推移し、時計・宝飾品、高
級ブランド品などは引き続き売れている。富裕層が
顧客である外商売上も伸びている。一方、中間層の
消費は引き続き慎重な動きとなっている。所得環境
は改善しているが、消費に力強さが感じられない。
中国で輸入品のインターネット通販を規制する法
律が施行され、転売業者の仕入れが減少したため、
インバウンド（訪日外国人）による消費は減っている
が、県内百貨店では売上全体に占める割合も僅か
で全体の売上への影響は小さい。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年10～12月期まで14四半
期連続で減少が続いた。今年3月に入り春物に動き
があるものの、1～3月期も減少の見込みで県内百
貨店の売上に回復の兆しは見られていない。今後
は、催事の回数を例年より増やし、集客に注力する
といった戦略が聞かれた。
先行きをみると、10月の消費増税に伴う駆け込

み購入が期待されるが、中間層の消費の動きは依
然鈍く、今後も売上は前年を下回って推移すると予
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
を下回ったとみられる。品目別では、衣料品は増加
したが、主力の食料品の売上が前年割れとなったよ
うだ。食料品は、暖冬で冬物商材の売れ行きが鈍
かったほか、前年高騰していた野菜の相場安などに
より売上が減少した。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は昨秋
以降、弱い動きが続いている。昨年7～9月期は前
年を上回ったが10～12月期には前年割れとなり、
今年1、2月も減少した。
スーパーは同業態内での競争に加え、ドラッグス

トアなどの他業態やネット通販との競争が激化して
おり、店舗改装により集客力を高めようという動きも
あった。
消費者が価格により敏感になり、節約志向が強

まっているとの指摘もあった。人手不足に伴う物流
費や原材料費の高騰を背景に、今春から飲食料品
の値上げが相次いでいるが、値上げにより消費者
の購買姿勢がさらに慎重になるとの懸念もあった。
先行きについては、消費増税に伴う駆け込み購
入が期待されるが、前回増税時ほどの盛り上がりは
ないとの見方が多く、売上はやや前年を下回ると予
想される。

2019年１月中旬実施。対象企業数955社、
回答企業数206社、回答率21.6％。

設備投資計画の有無
2019年度に設備投資の「計画有り」とした企業は、

回答企業 206社のうち 121社で、58.7％となり、前年
調査（2018年1月実施）と比べ▲2.5ポイントと、2015
年以来4年ぶりに減少となった。
このところの米中の貿易摩擦や中国経済の減速、ま
た、10月に予定されている消費増税などから景気の先
行きを懸念するところも増えており、設備投資を計画
する企業割合は、水準としては引き続き高いものの、
設備投資意欲にやや慎重な姿勢がみられる。
業種別にみると、「計画有り」とした企業は、製造業

が71.2％（前年比▲4.1ポイント）、非製造業は51.9％
（同▲0.7ポイント）となり、製造業、非製造業ともに前
年比で減少となった。
規模別にみると、「計画有り」とした企業は、大企業

が86.4％（前年比±0.0ポイント）となり前年と同水準、
中小企業は55.4％（同▲2.9ポイント）で前年に比べ
減少となった。
個別業種で「計画有り」とした企業割合が高かった

のは、製造業では「飲食料品」、「化学」、「窯業・土

石」、「非鉄金属」、「金属製品」（いずれも100％）、
「輸送機械」（80.0％）で、非製造業では「運輸・倉庫」
（90.0％）であった。

設備投資計画額
2019年度の設備投資計画額は、当該企業の2018
年度実績見込みに対して▲25.9％となり、前年と比べ
減少した。設備投資の「計画有り」と回答する企業が
前年より減少するなか、投資額においても前年を下回
る動きとなっている。
なお、例年この時期の調査では、多くの企業で計画
段階のため、後に上方修正される傾向があり、今後、
減少幅は縮小することも考えられる。
業種別にみると、製造業は前年度実績見込み比▲
14.7％、非製造業は同▲34.3％となり、製造業、非製
造業ともに前年を下回った。
規模別にみると、大企業は前年度実績見込み比▲
20.0％、中小企業は同▲29.3％と、大企業、中小企業
ともに減少となった。

設備投資理由
設備投資を行う理由は（複数回答）、例年同様に「設
備更新」（83.5％）を挙げる企業が最も多く、以下順に
「コストダウン・合理化に対応」（38.8％）、「技術革新・

品質向上に対応」（33.1％）、「新製品開発に対応」
（23.1％）、「売上・受注見通しの好転」（13.2％）と続く。
前年調査と比べると、「売上・受注見通しの好転」

（前年比▲11.2ポイント）の減少が目立っている。景気
の先行きに不透明感があることから、売上・受注につ
いて、やや慎重な見方をしているようだ。一方で、「設
備更新」（同＋6.4ポイント）は前年より増えており、景
気の先行き不安はあるものの、必要な既存設備の更
新については行っていくとするところが多い。
業種別にみると、製造業では「設備更新」（78.8％）

が最も多く、次いで「コストダウン・合理化に対応」
（50.0％）、「技術革新・品質向上に対応」（46.2％）と
なり、非製造業も「設備更新」（87.0％）が最も多く、次
いで「コストダウン・合理化に対応」（30.4％）、「技術
革新・品質向上に対応」（23.2％）となった。前年と比
べ、製造業、非製造業ともに「設備更新」がそれぞれ＋
5.0ポイント、＋7.0ポイントと増加し、「売上・受注見通
しの好転」がそれぞれ▲9.2ポイント、▲12.7ポイント
と減少した。

設備投資対象物件
設備投資の対象物件は（複数回答）、例年同様「生
産機械」（52.9％）が最も多く、以下「建物・構築物」
（48.8％）、「情報関連・事務用機器」（41.3％）、「車両
運搬具」（35.5％）、「販売機器」（14.9％）、「土地」
（9.9％）となった。
前年調査と比べ増加したのは「建物・構築物」（前

年比＋7.6ポイント）、「車両運搬具」（同＋4.2ポイント）、
「販売機器」（同＋2.7ポイント）で、減少となったのは
「生産機械」（同▲2.8ポイント）、「情報関連・事務用
機器」（同▲0.7ポイント）であった。　
業種別にみると、製造業では「生産機械」　

（90.4％）が最も多く、以下「建物・構築物」（44.2％）、
「情報関連・事務用機器」（30.8％）と続く。非製造業
では「建物・構築物」（52.2％）が最も多く、以下「情報
関連・事務用機器」（49 . 3％）、「車両運搬具」
（43.5％）と続いた。 （辻　和）
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概況 埼玉県の景気は、一部に弱さがみられるものの、持ち  直している。

景気動向指数 悪化を示している

1月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：107.1（前月比▲2.1ポイント）、一致指数：97.7
（同▲3.8ポイント）、遅行指数：101.0（同＋1.1ポイ
ント）となった。
先行指数は3カ月連続で下降した。
一致指数は5カ月連続の下降となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比▲1.70ポイン
トと、8カ月連続で下降した。埼玉県は景気の基調判
断を、5カ月連続で「悪化を示している」としている。
遅行指数は5カ月ぶりの上昇となった。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が5カ月連続で減少

2月の百貨店・スーパー販売額は735億円、前年
比▲2.9％（既存店）と5カ月連続で減少した。業態
別では、百貨店（同▲4 . 8％）、スーパー（同
▲2.5％）ともに減少した。新設店を含む全店ベー
スの販売額は同▲1.4％と2カ月連続で減少した。
3月の新車販売台数（乗用車）は18,367台、前
年比▲4.8％と2カ月ぶりに減少した。車種別では
普通乗用車が10,714台（同▲4.7％）、小型乗用
車は7,653台（同▲5.1％）だった。

住 宅 2カ月連続で前年を下回る

2月の新設住宅着工戸数は4,178戸、前年比
▲11.1％と2カ月連続で前年を下回った。
利用関係別では、持家が1 ,233戸（前年比

＋15.0％）、分譲が1,782戸（同＋13.1％）といずれ
も3カ月連続で増加したものの、貸家が1,163戸（同
▲43.3％）と、2カ月連続で減少した。
分譲住宅は、マンションが529戸（前年比62.3％）

と3カ月連続で増加したが、戸建は1,237戸（同
▲1.0％）と3カ月ぶりに減少した。

公共工事 3カ月連続で前年を上回る

3月の公共工事請負金額は166億円、前年比＋
9.0％と3カ月連続で前年を上回った。2018年4月～
2019年3月までの年度累計では、同▲2.2％と前年
を下回っている。
発注者別では、国（前年比▲13.1％）と県（同▲
30.6％）が減少したものの、市町村（同＋106.7％）
と独立行政法人等（同＋222.9％）が増加した。
なお、3月の請負件数も271件（同＋14.3％）と前
年を上回っている。

生 産 3カ月連続で減少

1月の鉱工業指数をみると、生産指数は94.2、前
月比▲5.8％と3カ月連続で減少した。業種別では、
食料品、金属製品、皮革製品など3業種が増加した
ものの、生産用機械、情報通信機械、プラスチック製
品など19業種が減少した。
在庫指数は86.6、前月比▲0.1％と4カ月連続で
減少した。業種別では、電子部品・デバイス、金属製
品、窯業・土石製品など10業種が増加したものの、
生産用機械、プラスチック製品、その他製品など10
業種が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.31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ポイント下降の1.31倍となった。　
有効求職者数が74,815人（前年比▲1.3％）と、
105カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数も
107,226人（同▲0.7％）と、5カ月連続で前年を下
回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.01ポイント下降の2.00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）

も、前月から0.02ポイント下降の1.48倍であった。

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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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

2015年=100 前月比（％）2015年＝100 前月比（％） 2015年=100 前月比（％）2015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、Ｐは速報値

埼玉県

●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

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

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（％）

●百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース

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（％）
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▲ 0.6

▲ 1.3

▲ 0.4

0.3

▲ 0.4

2.9

▲ 1.0
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9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

資料出所

57,357

61,981

59,617

58,517

4,363

4,699

3,863

5,521

4,789

5,777

4,729

5,762

4,430

5,090

4,506

4,988

4,083

4,178

1.5

8.1

▲ 3.8

▲ 1.8

▲ 5.5

6.5

▲ 8.7

7.5

▲ 2.3

4.1

▲ 5.2

6.3

▲ 18.5

8.1

▲ 18.4

6.1

▲ 6.4

▲ 11.1

909,299

967,237

964,641

942,370

66,358

69,071

69,616

84,226

79,539

81,275

82,615

81,860

81,903

83,330

84,213

78,364

67,087

71,966

1.9

6.4

▲ 0.3

▲ 2.3

▲ 13.2

▲ 2.6

▲ 8.3

0.3

1.3

▲ 7.1

▲ 0.7

1.6

▲ 1.5

0.3

▲ 0.6

2.1

1.1

4.2

16.8

16.5

17.0

17.4

16.5

18.0

17.7

17.7

16.2

17.0

18.0

17.6

18.2

17.2

17.2

17.9

14.6

▲ 6.9

▲ 2.2

3.1

2.4

3.1

0.0

2.2

0.6

3.2

2.4

7.8

6.7

2.9

▲ 0.6

▲ 2.2

2.8

▲ 11.5

17.6

17.5

17.9

18.0

16.9

18.6

19.0

18.5

16.9

17.7

17.9

16.8

17.8

18.6

19.0

18.5

16.2

P17.6

▲ 0.4

▲ 0.6

2.4

0.6

1.8

1.1

2.8

1.1

1.2

1.2

1.1

▲ 1.7

▲ 1.2

1.1

0.6

▲ 2.1

▲ 4.2

P▲ 5.4

100.0

99.7

99.4

100.8

100.4

99.1

97.3

100.3

101.0

101.6

101.2

101.7

101.7

101.8

101.7

101.6

101.2

1.5

▲ 0.3

▲ 0.3

1.4

0.7

▲ 0.2

▲ 1.2

1.7

1.8

1.7

1.4

2.0

1.9

1.9

2.3

2.5

0.8

100.0

100.9

102.3

102.7

101.9

101.9

101.1

103.0

103.4

103.3

103.2

103.0

102.8

102.9

103.1

103.1

103.2

P102.8

1.1

0.9

1.4

0.4

0.6

0.9

0.7

0.5

0.6

0.5

0.2

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

1.3

P0.9

2015年

2016年

2017年

2018年

18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

19年  1月

2月

3月

資料出所

0.85

1.04

1.23

1.33

1.31

1.30

1.30

1.31

1.32

1.35

1.36

1.36

1.34

1.33

1.32

1.32

1.33

1.31

1.20

1.36

1.50

1.61

1.59

1.59

1.59

1.60

1.61

1.61

1.62

1.63

1.63

1.62

1.63

1.63

1.63

1.63

27,136

30,731

35,167

36,049

37,936

38,616

35,711

33,061

36,445

37,063

34,008

36,561

35,558

39,299

35,323

33,007

38,720

37,821

9.0

13.2

14.4

2.5

0.3

5.7

9.8

1.6

9.0

11.4

4.7

2.3

▲ 4.7

▲ 0.1

▲ 3.6

▲ 4.0

2.1

▲ 2.1

863

911

963

977

1,030

1,016

1,011

966

962

966

957

976

931

1,070

967

869

1,059

1,037

3.5

5.5

5.7

1.5

2.3

0.2

3.1

4.6

5.5

0.2

3.7

3.4

▲ 6.6

4.6

2.6

▲ 5.7

2.8

2.1

10,573

10,186

10,101

10,138

845

745

854

804

822

838

882

814

804

819

845

1,066

837

735

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

▲ 0.8

0.1

0.8

▲ 0.3

▲ 1.8

▲ 2.4

0.8

▲ 1.0

▲ 0.4

1.4

▲ 1.5

▲ 3.3

▲ 1.3

▲ 2.5

▲ 2.9

200,491

195,979

196,025

196,044

16,826

14,565

16,381

15,565

15,664

16,030

17,002

15,751

15,135

15,862

16,437

20,825

16,322

14,345

0.4

▲ 0.9

0.0

▲ 0.5

0.4

0.6

0.2

▲ 0.8

▲ 2.0

1.5

▲ 1.6

▲ 0.1

0.4

▲ 0.8

▲ 2.1

▲ 1.0

▲ 3.3

▲ 1.8

2015年

2016年

2017年

2018年

18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

19年  1月

2月

3月

資料出所

147,166

152,979

158,237

156,244

12,298

14,259

19,300

9,826

10,923

13,002

13,097

10,894

14,421

12,659

13,143

12,422

12,191

14,798

18,367

▲ 5.8

3.9

3.4

▲ 1.3

▲ 4.5

▲ 5.5

▲ 7.8

▲ 1.1

▲ 1.6

▲ 9.6

1.1

2.1

▲ 5.3

19.0

8.6

0.7

▲ 0.9

3.8

▲ 4.8

2,704,485

2,801,491

2,943,010

2,895,454

215,058

259,780

378,898

193,585

202,031

252,477

245,068

200,355

265,059

227,172

240,819

215,152

217,762

261,007

357,254

▲ 5.5

3.6

5.1

▲ 1.6

▲ 6.1

▲ 5.1

▲ 4.8

▲ 1.2

▲ 2.4

▲ 7.9

1.6

2.1

▲ 4.0

13.3

8.0

▲ 5.8

1.3

0.5

▲ 5.7

359

354

361

361

19

34

44

27

25

24

37

30

32

22

40

27

28

22

12

36,187

65,358

42,138

80,882

1,390

5,001

16,670

3,266

2,061

2,815

3,057

11,258

1,508

27,750

3,793

2,313

1,455

2,815

349

8,812

8,446

8,405

8,235

635

617

789

650

767

690

702

694

621

730

718

622

666

589

662

2,112,382

2,006,119

3,167,637

1,485,469

104,559

89,979

132,672

95,467

104,399

219,527

112,711

121,268

184,197

117,619

121,279

81,792

168,374

195,534

97,114

100.0

99.7

100.0

100.9

100.6

100.7

100.6

100.7

100.5

100.5

100.8

101.4

101.2

101.7

101.6

101.2

101.3

101.3

0.9

▲ 0.3

0.3

0.9

1.2

1.4

0.9

0.6

0.3

0.6

1.0

1.4

1.0

1.5

0.9

0.2

0.6

0.5

100.0

99.9

100.4

101.3

101.3

101.3

101.0

100.9

101.0

100.9

101.0

101.6

101.7

102.0

101.8

101.5

101.5

101.5

0.8

▲ 0.1

0.5

1.0

1.4

1.5

1.1

0.6

0.7

0.7

0.9

1.3

1.2

1.4

0.8

0.3

0.2

0.2
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鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業在庫指数（季調値） 建築着工床面積（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

2015年=100 前月比（％）2015年＝100 前月比（％） 2015年=100 前月比（％）2015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、Ｐは速報値

埼玉県

●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

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

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（％）

●百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース

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（％）

2015年

2016年

2017年

2018年

18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

19年  1月

2月

3月

資料出所

100.0

100.2

100.8

101.5

95.5

99.9

102.2

101.8

104.5

101.0

104.6

106.3

100.4

101.6

100.1

100.0

94.2

▲ 3.5

0.2

0.6

0.7

▲ 7.7

4.6

2.3

▲ 0.4

2.7

▲ 3.3

3.6

1.6

▲ 5.6

1.2

▲ 1.5

▲ 0.1

▲ 5.8

100.0

100.0

103.1

104.1

100.8

103.5

105.7

105.4

104.8

103.4

103.0

103.3

102.9

105.9

104.8

104.7

101.1

P102.5

▲ 1.2

0.0

3.1

1.0

▲ 4.7

2.7

2.1

▲ 0.3

▲ 0.6

▲ 1.3

▲ 0.4

0.3

▲ 0.4

2.9

▲ 1.0

▲ 0.1

▲ 3.4

P1.4

99.3

89.1

92.5

88.5

89.3

87.9

89.4

88.9

90.6

89.2

90.3

89.5

89.6

87.6

87.3

86.7

86.6

▲ 8.1

▲ 10.3

3.8

▲ 4.3

▲ 1.4

▲ 1.6

1.7

▲ 0.6

1.9

▲ 1.5

1.2

▲ 0.9

0.1

▲ 2.2

▲ 0.3

▲ 0.7

▲ 0.1

98.0

94.9

98.8

100.7

100.5

100.8

104.1

103.2

103.2

101.4

101.6

101.4

102.6

101.3

101.4

103.1

101.7

P102.2

▲ 2.3

▲ 3.2

4.1

1.9

▲ 0.6

0.3

3.3

▲ 0.9

0.0

▲ 1.7

0.2

▲ 0.2

1.2

▲ 1.3

0.1

1.7

▲ 1.4

P0.5

2,376 

2,391 

3,014 

2,950 

118

325

382

327

392

170

249

202

121

288

183

192

173

278

▲ 21.8

0.6

26.1

▲ 2.1

▲ 23.9

12.4

12.5

45.2

174.4

▲ 49.2

▲ 12.7

▲ 38.3

▲ 16.6

43.4

▲ 19.9

▲ 43.5

45.9

▲ 14.6

50,515

50,753

52,968

52,432

3,930

4,359

4,131

4,624

4,193

4,565

4,958

4,204

4,423

4,602

4,151

4,293

3,970

3,700

▲ 6.1

0.5

4.4

▲ 1.0

▲ 6.8

0.4

17.5

0.5

▲ 6.8

▲ 5.0

8.8

▲ 10.9

▲ 7.3

▲ 3.2

▲ 7.0

15.3

1.0

▲ 15.1

2015年

2016年

2017年

2018年

18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

19年  1月

2月

3月

資料出所

57,357

61,981

59,617

58,517

4,363

4,699

3,863

5,521

4,789

5,777

4,729

5,762

4,430

5,090

4,506

4,988

4,083

4,178

1.5

8.1

▲ 3.8

▲ 1.8

▲ 5.5

6.5

▲ 8.7

7.5

▲ 2.3

4.1

▲ 5.2

6.3

▲ 18.5

8.1

▲ 18.4

6.1

▲ 6.4

▲ 11.1

909,299

967,237

964,641

942,370

66,358

69,071

69,616

84,226

79,539

81,275

82,615

81,860

81,903

83,330

84,213

78,364

67,087

71,966

1.9

6.4

▲ 0.3

▲ 2.3

▲ 13.2

▲ 2.6

▲ 8.3

0.3

1.3

▲ 7.1

▲ 0.7

1.6

▲ 1.5

0.3

▲ 0.6

2.1

1.1

4.2

16.8

16.5

17.0

17.4

16.5

18.0

17.7

17.7

16.2

17.0

18.0

17.6

18.2

17.2

17.2

17.9

14.6

▲ 6.9

▲ 2.2

3.1

2.4

3.1

0.0

2.2

0.6

3.2

2.4

7.8

6.7

2.9

▲ 0.6

▲ 2.2

2.8

▲ 11.5

17.6

17.5

17.9

18.0

16.9

18.6

19.0

18.5

16.9

17.7

17.9

16.8

17.8

18.6

19.0

18.5

16.2

P17.6

▲ 0.4

▲ 0.6

2.4

0.6

1.8

1.1

2.8

1.1

1.2

1.2

1.1

▲ 1.7

▲ 1.2

1.1

0.6

▲ 2.1

▲ 4.2

P▲ 5.4

100.0

99.7

99.4

100.8

100.4

99.1

97.3

100.3

101.0

101.6

101.2

101.7

101.7

101.8

101.7

101.6

101.2

1.5

▲ 0.3

▲ 0.3

1.4

0.7

▲ 0.2

▲ 1.2

1.7

1.8

1.7

1.4

2.0

1.9

1.9

2.3

2.5

0.8

100.0

100.9

102.3

102.7

101.9

101.9

101.1

103.0

103.4

103.3

103.2

103.0

102.8

102.9

103.1

103.1

103.2

P102.8

1.1

0.9

1.4

0.4

0.6

0.9

0.7

0.5

0.6

0.5

0.2

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

1.3

P0.9

2015年

2016年

2017年

2018年

18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

19年  1月

2月

3月

資料出所

0.85

1.04

1.23

1.33

1.31

1.30

1.30

1.31

1.32

1.35

1.36

1.36

1.34

1.33

1.32

1.32

1.33

1.31

1.20

1.36

1.50

1.61

1.59

1.59

1.59

1.60

1.61

1.61

1.62

1.63

1.63

1.62

1.63

1.63

1.63

1.63

27,136

30,731

35,167

36,049

37,936

38,616

35,711

33,061

36,445

37,063

34,008

36,561

35,558

39,299

35,323

33,007

38,720

37,821

9.0

13.2

14.4

2.5

0.3

5.7

9.8

1.6

9.0

11.4

4.7

2.3

▲ 4.7

▲ 0.1

▲ 3.6

▲ 4.0

2.1

▲ 2.1

863

911

963

977

1,030

1,016

1,011

966

962

966

957

976

931

1,070

967

869

1,059

1,037

3.5

5.5

5.7

1.5

2.3

0.2

3.1

4.6

5.5

0.2

3.7

3.4

▲ 6.6

4.6

2.6

▲ 5.7

2.8

2.1

10,573

10,186

10,101

10,138

845

745

854

804

822

838

882

814

804

819

845

1,066

837

735

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

▲ 0.8

0.1

0.8

▲ 0.3

▲ 1.8

▲ 2.4

0.8

▲ 1.0

▲ 0.4

1.4

▲ 1.5

▲ 3.3

▲ 1.3

▲ 2.5

▲ 2.9

200,491

195,979

196,025

196,044

16,826

14,565

16,381

15,565

15,664

16,030

17,002

15,751

15,135

15,862

16,437

20,825

16,322

14,345

0.4

▲ 0.9

0.0

▲ 0.5

0.4

0.6

0.2

▲ 0.8

▲ 2.0

1.5

▲ 1.6

▲ 0.1

0.4

▲ 0.8

▲ 2.1

▲ 1.0

▲ 3.3

▲ 1.8

2015年

2016年

2017年

2018年

18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

19年  1月
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ときがわ町長　渡邉 一美氏

ときがわ町
町長のメッセージ
平成18年2月に旧玉川村と旧都幾川村が合併し、ときがわ町として新たなスタートを
切りました。
奥武蔵の山々から流れる一級河川「都幾川」に沿って集落を形成し、昔から林業と木工建
具を地場産業としてきました。近年は、この自然豊かな土地柄を売りに、標高差800ｍの立
体的な地形の中にさまざまな癒しの観光スポットを用意し、来訪者をお迎えしています。
子育て世代や自然農法に取り組む若者にも人気です。
是非一度ときがわ町にお越しください。

田舎にこそ夢がある　

●ＪＲ八高線　明覚駅
●関越自動車道　東松山ＩＣから町役場まで約10㎞

主な交通機関

資料:「平成30年埼玉県統計年鑑」ほか

ときがわ町概要
人口（平成31年4月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成31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

11,199人

4,736世帯

52.7歳

55.90k㎡

70所

561.7億円

90店

55.8億円

38.1％

はじめに
ときがわ町は都心から北西約60km、埼玉県の
中央部に位置し、東を嵐山町、北を小川町と東秩
父村、西を秩父市と横瀬町、南を鳩山町、越生町、
飯能市に接している。外秩父山地が武蔵野に接す
る比企西部山間地域に属し、中心を町名の由来で
ある都幾川が西から東に貫流している。交通面で
は、JR八高線明覚駅が町の玄関口で、地場産の木
材を使ったログハウスの駅舎（関東の駅百選認定
駅）が人々を温かく迎えてくれる。道路では、県道
172号線が東西に、同30号線が南北に走っている。
町は水と緑に囲まれた豊かな自然環境に恵まれ

ている。都幾川とその支流は清流として有名で、
様々な水生生物や鳥類が生息している。町の面積
の多くを占める山林では、古樹、巨木が点在してい
る。空気は澄んでおり、星空観測を楽しむこともでき
る。自然の美しさや心地よさを感じるため、多くのハ
イキング客が訪れ、川べりではバーベキューも盛ん
に行われている。
町にある「慈光寺」は、寺伝によると飛鳥時代に

修験道の開祖・役小角が建立したとされ、後に仏教
寺院として開山した関東屈指の古刹で、仏道修行
ならびに修験の拠点として栄えた。日本三大装飾
経の一つとして有名な国宝・法華経一品経など
様々な文化財が所蔵されている。近代以降、林業
や木工建具生産などで栄え、平成18年に旧玉川
村と旧都幾川村が合併して、ときがわ町が誕生した。

木育て、ときがわ
ときがわ町は、町の面積の約7割が山林で占めら
れ、公共施設での地域産木材利用を積極的に行っ
ている。平成12年からは小中学校の校舎の内装を
木質化してきた。骨組みは既存の鉄筋コンクリート
を活かし、校舎の内装を木の床と壁で覆う工法で、
経費を抑えながら、新築同様の状態に回復させる。
耐震補強、外壁の塗り替え、屋上の防水加工など、
老朽化が進む部分を改修して、さらに内装を木質
化するその手法は「ときがわ方式」といわれている。
学校施設の内装木質化により、木材の調湿機能

が教室内の湿度を一定に保つことで快適性を向上
させている。また、ぬくもりと癒しの効果をもたらし、
校内の雰囲気が落ち着き、教育面での効果は高い。
地域産木材の活用と併せて、全国的に高く評価さ
れている。

こうした取り組みをさらに進めて、幼年期から木材
に親しんでもらおうと、町では1歳6カ月児健診の際
に、木製誕生祝品「ときがわ木つみ木」をプレゼント
している。子どもの頃から木とふれあい、木を大切に
し、木や森と人の関わりを考えられる心を育む「木育
て」の一環で、「ウッドスタート」とよばれる活動のひ
とつである。ヒノキ材で作られたつみ木は、慈光寺に
ある巨木「多羅葉樹」がモチーフになっている。

ときがわ水辺の道
「ときがわ水辺の道」は、町の中心を流れる都幾
川沿いに整備された、緑と清流に囲まれた約
7.3kmの遊歩道。埼玉県の「川のまるごと再生プ
ロジェクト」の一つであり、既存の道と新たに整備し
た道を組み合わせ、里山の魅力あふれる町の自然
を満喫できる遊歩道となった。清流とともに季節ご
とに咲く桜、花菖蒲、彼岸花など様々な花々、岩と清
流が美しい三波渓谷、近代土木遺産にも指定され
る大正10年建設のコンクリート橋「玉川橋」など、
たくさんの見どころがある。鉄橋を通過する八高線
の列車を見上げることのできる川辺スポットも人気
を博している（表紙写真）。
町では、健康づくりのためにわずかなことから始め

ようとする「スモールチェンジ活動」を推進している。
「ときがわ水辺の道」の一部は「スモールチェンジ
コース」として設定され、ウォーキングによる健康づく
りにも活用され県民の健康増進の一助ともなっている。

おためし住宅「やまんなか」
ときがわ町では、人口減少への対応、賑わいの
形成などのため、移住・定住施策を進めている。静
かな山間にある、おためし住宅「やまんなか」は、築
80年以上の古民家を改修し、ときがわ町の暮らし
を実際に体験し、生活環境を確認することで移住
者の増加に繋げようと、平成29年6月より利用者を
受け入れている。駅や役場から近い町なかでは、同
じく古民家を改修し、若者が共同で協力し生活する
施設としてシェアハウス「まちんなか」を整備し、平
成30年度より入居が始まった。また、空き家バンク
による情報提供なども積極的に行っている。
町では、移住・定住に当たっては、子育てにやさし

い町づくりが重要だとの考えから、中学生までの医
療費の無償化、木の学校づくりなどの施策を進め
るとともに、豊かな自然や地域の人 と々のふれあい
など子育てしやすい環境のアピールに努めている。

（吉嶺暢嗣）

木製誕生祝品「ときがわ木つみ木」 おためし住宅「やまんなか」
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「ときがわ水辺の道」から見上げる八高線（ときがわ町）

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31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

市町村名

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/㎡）

200,000

135,400

53,600

198,900

34,700

54,600

168,600

87,100

34,200

41,600

56,500

87,100

107,400

28,900

66,600

43,900

113,600

135,600

131,500

244,700

229,100

102,000

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴 ヶ 島 市

日 高 市

吉 川 市

ふ じ み 野 市

白 岡 市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

平均価格
（円/㎡）

234,600

230,600

247,700

186,000

92,300

60,100

85,800

125,800

168,800

113,100

89,100

90,200

47,600

94,400

50,400

91,200

180,800

82,100

134,400

84,800

139,300

38,000

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

平均価格
（円/㎡）

24,800

53,300

37,200

26,500

35,800

28,700

31,200

18,500

33,300

32,900

23,600

15,400

14,200

35,500

35,400

58,300

55,400

61,900

48,600

127,100

平均変動率
（％）

1.9

0.9

0.0

1.5

▲ 1.2

▲ 0.2

1.2

▲ 0.2

▲ 0.4

▲ 0.6

0.4

▲ 0.1

▲ 0.2

▲ 1.3

▲ 0.3

0.0

0.3

2.0

1.1

0.9

2.2

▲ 0.2

平均変動率
（％）

2.1

1.3

3.3

1.0

▲ 0.1

0.0

▲ 0.2

0.8

2.1

0.1

0.3

0.1

▲ 0.4

0.1

▲ 0.5

0.0

2.5

0.2

0.8

0.1

1.7

▲ 0.8

平均変動率
（％）

▲ 0.8

0.2

▲ 0.8

▲ 1.1

▲ 0.6

▲ 0.5

0.2

▲ 1.4

▲ 0.9

▲ 1.8

▲ 1.3

▲ 0.7

▲ 0.7

0.0

▲ 0.5

▲ 0.1

▲ 0.2

▲ 0.4

▲ 0.3

0.7

彩論  関東財務局長 田中 　　 氏
 地域活性化につながるオープンイノベーション

ズームアップ  株式会社ハーベス
経営者セミナー 健康経営Ⓡに期待される効果
  東北大学大学院医学系研究科 公衆衛生学分野 教授 辻 一郎氏
調査  埼玉県における産業動向と見通し
 生産はやや弱い動きとなっており、先行きも弱含みで推移するとみられる

アンケート調査  埼玉県内設備投資動向調査
 設備投資の「計画有り」は4年ぶりに減少

県内経済の動き

月次経済指標

タウンスケープ  ときがわ町
 田舎にこそ夢がある

市町村経済データ

市町村名 市町村名

1

2

5

9

15

17

19

21

裏表紙

(平成31年1月１日現在）


