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市町村名 前年比
（％）

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

平成
28年度
(戸）

13,556

3,284

1,395

5,486

382

278

2,800

606

865

553

1,027

1,530

866

307

814

1,013

1,653

2,823

3,069

1,089

936

950

0.9

▲ 13.1

▲ 15.3

11.2

11.0

▲ 10.4

▲ 7.9

▲ 21.5

▲ 6.0

23.1

▲ 34.1

▲ 13.5

18.2

18.9

23.3

▲ 6.8

▲ 1.6

▲ 11.8

▲ 8.5

▲ 34.3

0.0

▲ 0.9

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

前年比
（％）

平成
28年度
(戸）

986

540

667

1,074

522

1,046

334

2,342

881

1,775

448

693

199

534

324

492

842

460

59,441

281

267

144

15.6

2.0

50.7

▲ 7.4

35.1

4.0

▲ 11.7

▲ 45.2

6.7

▲ 42.8

1.3

3.9

27.6

6.7

▲ 16.7

▲ 24.8

▲ 24.7

▲ 8.9

▲ 4.8

12.1

▲ 8.2

▲ 21.5

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

前年比
（％）

平成
28年度
(戸）

41

192

88

90

44

65

51

28

24

42

33

23

1

84

62

196

141

289

160

175

2,521

61,962

平成
29年度
(戸）

13,676

2,853

1,181

6,101

424

249

2,578

476

813

681

677

1,324

1,024

365

1,004

944

1,627

2,490

2,809

715

936

941

平成
29年度
(戸）

1,140

551

1,005

995

705

1,088

295

1,284

940

1,016

454

720

254

570

270

370

634

419

56,598

315

245

113

平成
29年度
(戸）

38

207

144

123

108

53

34

18

26

23

18

18

0

58

49

207

206

304

247

128

2,682

59,280

▲ 7.3

7.8

63.6

36.7

145.5

▲ 18.5

▲ 33.3

▲ 35.7

8.3

▲ 45.2

▲ 45.5

▲ 21.7

▲ 100.0

▲ 31.0

▲ 21.0

5.6

46.1

5.2

54.4

▲ 26.9

6.4

▲ 4.3

1

2

5

9

13

15
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21

裏表紙

彩論  関東農政局長　浅川 京子 氏
 がんばれ！地場産業＠埼玉

ズームアップ  株式会社ケンゾー
経営者セミナー わが社のグローバル経営
  ポーライト株式会社 代表取締役会長　菊池 眞紀 氏
調査   埼玉県における空き家の現状と課題
アンケート調査①  埼玉県内新卒者採用状況調査
 採用計画「有り」が20年ぶりの高水準

アンケート調査②  埼玉県内賃金改定状況調査
県内経済の動き

月次経済指標

タウンスケープ  蕨市
 安心とにぎわい　みんなにあたたかい　日本一のコンパクトシティ蕨

市町村経済データ

市町村名 市町村名
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ズ ー ムアップ

大型ショッピングモールやスーパーマーケット
チェーン、食品ディスカウントストアなど、さまざまな業
態の食品スーパーがつばぜり合いを繰り広げる羽生
市。そんな中、トップクラスのシェアを誇る地域密着
型スーパーがある。株式会社ケンゾーが展開する
スーパー「ケンゾー」だ。同社は羽生市に4店舗（本
店、ウエスト店、ノール店、ココモ店）、隣接する群馬
県に2店舗（アジュール店、メイワ店）を展開する。さ
らに「庭の中のレストランORTON（オルトン）」の運
営、「道の駅はにゅう」の指定管理者も務める。
「当社スーパーの周りには大型店がいくつもありま
すが、当店の武器は魚。そこに力を入れて毎日の仕
入れで勝負をしています。一度、刺身などの鮮魚で当
店を気に入ってもらえると、たとえ周りに大型店がで
きても、お客さまは離れずにいてくれる。自分たちが
勝負できるものをさらに磨いていくということが、最
大の生き残り策だと思うんですね」（木村健造社長）
ちょっと違うぞこのスーパー―をキャッチフレー
ズに掲げ、鮮魚をはじめとする数々の“ちょっと違う
ぞ”をセールスポイントにして他店との差別化を図っ
てきた同社。そこには、大型店には真似できない、地

毎年1回、同社は「ケンゾー寄席」を開催している。
同社スーパーのポイント会員ならチケット代1,200円
（一般チケット代金は2,500円）で人気落語家の噺が
楽しめる（福祉施設の入居者には同社からチケット
200枚を贈呈）。毎回チケットは完売で、地域の人た
ちが心待ちにする一大イベントとなっている。
また、同社は行政と連携して一人親の雇用を積極
的に行っており、厚生労働省の「平成27年度はたらく
母子家庭・父子家庭応援企業表彰」を受賞した。現
在は全店舗で約20人が在籍。従業員の理解や仲間
意識に支えられ、ベテランとなって活躍しているという。
「この街にケンゾーがあってよかった、そう思っても
らえるような店をつくるというのが私の信念です」
さらに将来は、羽生市に観光農園を手がけていくプ
ランも練る。地場スーパーとして地域活性化や地域雇
用に貢献するスーパーケンゾー。それが地域との絆を
強くし、長く愛される理由の一つでもあるのだ。

同社は、給食用食材の納品や仕出し部門「味健」
にも力を入れている。病院や介護施設、工場等へ食
事を供給する給食施設の料理が、近年、冷凍食品か
ら手づくりへと移行している背景もあり、食材納品事
業の受注が急伸。さらに、地域の運動会や町内の集
まりでの仕出し需要も伸びている。
「数年前から、商品を高く売らずに安い価格のまま
利益を上げていこうと言っています。在庫を管理し、
無駄な仕入れをやめて廃棄をなくすことで、利益を
上げようという姿勢です」
地域第一、お客さま第一主義を旗印に大型店でさ

え時に白旗を上げる戦い方を見せるスーパーケンゾー。
地域住民の舌とハートと財布をしっかりとつかんだ同
社は、今後も「この街にケンゾーがあってよかった」と
多くの人に思われ・愛される店づくりにまい進する。

昭和63年、社長は食品スーパーを開く決意をする。
「うちよりあとに開業したスーパーはありません。当
社が最後発でした。当時の埼玉銀行(現･埼玉りそな
銀行）の支店長さんがいろいろと支えてくれました」
支店長とともに数多くのスーパーを見て回り、あら

ゆる勉強をした木村社長。小売事業者が連携して商
品仕入れを行うボランタリーチェーンに加盟し、スタッ
フを集め、平成元年（1989）「ケンゾー」本店をオー
プンさせた。
最後発という不利な形勢の中、地域に愛される店

にするにはどうしたらいいのか？　考えた末に出した
答えが、チラシを使った“ラブレター”であった。
「当時、チラシの3分の1は私の話でした(笑)。こん
な素敵な人と出会いました。その人に負けない笑顔
をみなさまにも届けたいので、どうぞ当店に来てくだ
さいといったラブレターです。それでケンゾーのチラ
シって面白いよねと、ジワジワと評判になりました」
開店後しばらくは、客足が伸びずに苦しい経営が続

いたが、その後、先行する近くのスーパーが改装で休
店するという追い風が吹いて、客足は伸びていった。

「魚屋でしたから、地域の人たちが好む鮮魚の売
れ筋は肌で感じていました。今でも、品ぞろえが豊富
で目新しい鮮魚を置いているのは当店だと思ってい
ます。お客さまも楽しみにしてくださっていますね」
仕入れは社長と仕入れ担当者が毎日市場に足を

運ぶ。中でもマグロは鮮度や味を1本1本吟味してそ
の日の一番を仕入れる。また、たとえ仕入れ予定のな
い鮮魚であっても、評判がよかったものや逸品であれ
ば迷うことなく買い付ける。この機動性の高さやエリ
アごとの嗜好を把握した臨機応変な仕入れは、大型
店には決して真似できない。長年鮮魚店を営んでき
た実績から市場との太いパイプもあり、上質な鮮魚
や珍しい鮮魚を手に入れやすいのも強みだ。当然な
がら、「ケンゾーの刺身はおいしい」「目新しいものが

おいしくイキのいい鮮魚で他店との差別化を図り、
地域に根差したサービスで人気を集める総合食品スーパー
羽生市を中心に生鮮品、食品を取り扱う総合食品スーパー、ケンゾー。中でも鮮魚の質、味、品ぞろえのよさで地域の
人たちの人気を集める。大型スーパーが立ち並ぶ場所にありながら、エリアの嗜好に合わせた商品ラインアップ、
地域に根差したサービス、地域貢献など独自の戦術で存在感を示す同社。今後も地域の人たちに愛される店づくり
にまい進する。

株式会社ケンゾー

ある」と来店客の評判は高い。独自の戦術はそれだ
けではない。
例えば自社でつくる総菜や弁当。手をかけ原価を

かけつつも価格を抑え、利益率を下げてでも顧客満
足度の高いコストパフォーマンスで戦う。カレーライ
スだとゴロゴロとした野菜が入り、ボリューム満点で
300円台という驚きのプライス。こうした家庭で母親
がつくるような野菜たっぷりの手づくり風カレーは、大
型店にはあまり見られない商品だ。
「当店のようなスーパーが大型店と同じやり方をし
ていては負けてしまいます。ですから、ほかの方法で

手をかけ、他店が売らないものを売っています」
品ぞろえが豊富で、ボリューム満点かつ価格抑え

目といったケンゾーの総菜は、来店客の人気を集め
る。今では売り場面積も広く取り、同社の収益の柱と
なって鮮魚と肩を並べるほどの戦力となっている。

木村社長が大事にしているものに“お客さま目線”
がある。店内が暑すぎないか、音楽がうるさくないか
等、顧客目線で細かい点に常に気を配っているという。

「いかに快適なショッピングの場をつくるかという
ことが大事なんです。そして自分がお客さまの立場
だったら買いたいと思うか？　その目線で常に考える。
総菜・鮮魚などコーナーごとに感動を与えられる店を
つくってくれといつも言っています」
ケンゾーの店内を見せてもらうと、鮮魚や野菜等
のコーナーには数々のポップが掲げられ、食材の栄
養価や珍しい食材には詳しい説明が付けられていた。
このポップは、各売り場担当者がきちんと下調べをし
て作成しているのだという。これを読んで目新しい食
材を手に取る来店客も多いらしい。きめ細やかなお

客さま目線は随所で実を結んでいるようだ。
さらに、スタッフが積極的に来店客に声がけを行っ
ており、店内には和やかな雰囲気が漂う。時に社長
の姿を見て、来店客から声がかかることもあるという。
「先日、私がチラシに書いたラブレターの返事が来
たんです。『おいしかったですよ』と。そんな風にお客
さまと対話できるのが当店の特徴かもしれません」
一昨年にオープンした群馬県明和町のメイワ店は、

地域住民のラブコールでスーパーが誘致され、同社
に白羽の矢が立った。今では、明和町になくてはなら
ないスーパーとして存在感を示している。

●代 表 者 代表取締役　木村 健造
●設　　立 昭和28年
●資 本 金 5,000万円
●従業員数 240名
●事業内容 総合食品販売
●所 在 地 〒348-0053 埼玉県羽生市南5-9-26
 TEL 048-563-2200　FAX 048-563-2201
●U R L http://www.super-kenzo.jp/

代表取締役　木村 健造氏

域密着型スーパーならではの戦術があった。

昭和28（1953）年、現社長の父が有限会社木村
魚店を開業。そのあとを木村社長が受け継ぐ。まだ羽
生に鮮魚店が7～8店あった時代。当時の鮮魚店の
小売り競争も、さまざまなスーパーが競い合う現在と
同じく厳しい状況で、同社も苦戦を強いられていた。
「お客さまに何かしらアピールしないとダメだと思
い、当時マグロの刺身がよく売れていたものですから、
店名を『お刺身の木村』に変えたんです」
「～魚店」という店名の鮮魚店が立ち並ぶ中で掲
げた「お刺身の木村」の看板。これは、刺身に対する
絶対的な自信を表すと同時に、他店との差別化を
図った巧みなブランディング戦略であった。こうして
同社は、“刺身と言えば木村”と地域の人々に認知さ
れていく。そして鮮度、味のよさ、豊富な品ぞろえで
刺身好きのファンを獲得して離さなかった。
しかし、やがて周囲にスーパーが建ち、地域の鮮
魚店や青果店、精肉店は徐々に姿を消していった。

関東農政局長
浅川 京子氏

東京２３区から川口市に引っ越して２０年以上に
なります。これまでは都内に通勤する「埼玉都民」
でしたが、昨年７月からさいたま市内に勤務地が変
わり名実ともに「埼玉県民」になりました。埼玉県
民として本稿執筆を依頼されたということで、埼玉
について日頃から感じてきたことを書きたいと思い
ます。
川口市に住んでみると、いい意味での「田舎らし

さ」が残っていることに気づきました。盆踊りや秋祭
り、町内会対抗運動会などの行事や町内会による
資源ごみ回収など、地域外から転入した新住民が
多いにもかかわらず、活発な地域活動を通じて住
民の間に「顔の見える関係」が保たれています。ま
た、地域活動には新住民も違和感なく溶け込んで
参加しています。新住民をオープンに受け入れ同
化させてしまうところは、人の出入りが激しい都市
圏でもあり、人のつながりを大事にする田舎でもあ
るという、埼玉ならではの良いところではないかと
思います。
ただ、このごろは埼玉でも人間関係が薄れてきて

いるようです。川口市は「キューポラ」でおなじみで、
今でも鋳物工場が稼働していますが、「新築マン
ション住民の皆様へ　私たちが昔からここで鋳物
を作ってきたことにご理解をお願いします」といった
掲示がされており、地場産業を営んできた古くから
の住民と新住民との間に軋轢があることがうかが
われます。新住民の転入により人口が増えるのは
良いことですが、地場産業が遠慮してしまうとその

地域らしさ、面白みも失われていきます。新住民は、
これまで埼玉独特の文化や個性を受け継いできた
地場産業や古くからの住民と共存しながら、埼玉の
新しい価値を創造していく必要があるのではない
でしょうか。
同時に、地場産業側も新住民と交流し理解しあ

うことが大切です。私は、川口市民として、かねてよ
り地元の鋳物工業を勉強したいと願っていましたが
なかなかその機会がなく、平成28年にようやく市の
商工会議所が企画した地場産業ツアーで鋳物工
場を見学し、学ぶことができました。実際に工場で
鋳物の製造過程を見ながら、鋳物の技術や鋳物工
業の将来など様々なお話を聴けたことで、鋳物工業
が川口市の魅力を形作ってきたことがよく理解でき、
１市民として応援していこうと思いました。その後こ
のようなツアーは開催されていないようですが、地
域に開かれた地場産業の実現に向けた良い取組
であり、これからも続けていくべきと考えます。
最後に、私が担当している農業についていえば、

埼玉では大消費地に位置するという地の利を活か
して多種多様な農産物が生産されており、農業生
産（金額ベース）は４７都道府県中１７位と健闘して
います。しかし、農業においても新住民との調整に
苦労しながら営まれているという話を現場でよく聞
きます。農業は埼玉にとって大事な地場産業の１つ。
埼玉農業がこれからも地域の中で住民と共存共栄
し、元気に持ち味を発揮し続けられるようサポートし
ていきたいと思います。

「お刺身の木村」へ店名変更

がんばれ！地場産業＠埼玉
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ズ ー ムアップ

大型ショッピングモールやスーパーマーケット
チェーン、食品ディスカウントストアなど、さまざまな業
態の食品スーパーがつばぜり合いを繰り広げる羽生
市。そんな中、トップクラスのシェアを誇る地域密着
型スーパーがある。株式会社ケンゾーが展開する
スーパー「ケンゾー」だ。同社は羽生市に4店舗（本
店、ウエスト店、ノール店、ココモ店）、隣接する群馬
県に2店舗（アジュール店、メイワ店）を展開する。さ
らに「庭の中のレストランORTON（オルトン）」の運
営、「道の駅はにゅう」の指定管理者も務める。
「当社スーパーの周りには大型店がいくつもありま
すが、当店の武器は魚。そこに力を入れて毎日の仕
入れで勝負をしています。一度、刺身などの鮮魚で当
店を気に入ってもらえると、たとえ周りに大型店がで
きても、お客さまは離れずにいてくれる。自分たちが
勝負できるものをさらに磨いていくということが、最
大の生き残り策だと思うんですね」（木村健造社長）
ちょっと違うぞこのスーパー―をキャッチフレー
ズに掲げ、鮮魚をはじめとする数々の“ちょっと違う
ぞ”をセールスポイントにして他店との差別化を図っ
てきた同社。そこには、大型店には真似できない、地

毎年1回、同社は「ケンゾー寄席」を開催している。
同社スーパーのポイント会員ならチケット代1,200円
（一般チケット代金は2,500円）で人気落語家の噺が
楽しめる（福祉施設の入居者には同社からチケット
200枚を贈呈）。毎回チケットは完売で、地域の人た
ちが心待ちにする一大イベントとなっている。
また、同社は行政と連携して一人親の雇用を積極
的に行っており、厚生労働省の「平成27年度はたらく
母子家庭・父子家庭応援企業表彰」を受賞した。現
在は全店舗で約20人が在籍。従業員の理解や仲間
意識に支えられ、ベテランとなって活躍しているという。
「この街にケンゾーがあってよかった、そう思っても
らえるような店をつくるというのが私の信念です」
さらに将来は、羽生市に観光農園を手がけていくプ
ランも練る。地場スーパーとして地域活性化や地域雇
用に貢献するスーパーケンゾー。それが地域との絆を
強くし、長く愛される理由の一つでもあるのだ。

同社は、給食用食材の納品や仕出し部門「味健」
にも力を入れている。病院や介護施設、工場等へ食
事を供給する給食施設の料理が、近年、冷凍食品か
ら手づくりへと移行している背景もあり、食材納品事
業の受注が急伸。さらに、地域の運動会や町内の集
まりでの仕出し需要も伸びている。
「数年前から、商品を高く売らずに安い価格のまま
利益を上げていこうと言っています。在庫を管理し、
無駄な仕入れをやめて廃棄をなくすことで、利益を
上げようという姿勢です」
地域第一、お客さま第一主義を旗印に大型店でさ

え時に白旗を上げる戦い方を見せるスーパーケンゾー。
地域住民の舌とハートと財布をしっかりとつかんだ同
社は、今後も「この街にケンゾーがあってよかった」と
多くの人に思われ・愛される店づくりにまい進する。

昭和63年、社長は食品スーパーを開く決意をする。
「うちよりあとに開業したスーパーはありません。当
社が最後発でした。当時の埼玉銀行(現･埼玉りそな
銀行）の支店長さんがいろいろと支えてくれました」
支店長とともに数多くのスーパーを見て回り、あら

ゆる勉強をした木村社長。小売事業者が連携して商
品仕入れを行うボランタリーチェーンに加盟し、スタッ
フを集め、平成元年（1989）「ケンゾー」本店をオー
プンさせた。
最後発という不利な形勢の中、地域に愛される店

にするにはどうしたらいいのか？　考えた末に出した
答えが、チラシを使った“ラブレター”であった。
「当時、チラシの3分の1は私の話でした(笑)。こん
な素敵な人と出会いました。その人に負けない笑顔
をみなさまにも届けたいので、どうぞ当店に来てくだ
さいといったラブレターです。それでケンゾーのチラ
シって面白いよねと、ジワジワと評判になりました」
開店後しばらくは、客足が伸びずに苦しい経営が続

いたが、その後、先行する近くのスーパーが改装で休
店するという追い風が吹いて、客足は伸びていった。

「魚屋でしたから、地域の人たちが好む鮮魚の売
れ筋は肌で感じていました。今でも、品ぞろえが豊富
で目新しい鮮魚を置いているのは当店だと思ってい
ます。お客さまも楽しみにしてくださっていますね」
仕入れは社長と仕入れ担当者が毎日市場に足を

運ぶ。中でもマグロは鮮度や味を1本1本吟味してそ
の日の一番を仕入れる。また、たとえ仕入れ予定のな
い鮮魚であっても、評判がよかったものや逸品であれ
ば迷うことなく買い付ける。この機動性の高さやエリ
アごとの嗜好を把握した臨機応変な仕入れは、大型
店には決して真似できない。長年鮮魚店を営んでき
た実績から市場との太いパイプもあり、上質な鮮魚
や珍しい鮮魚を手に入れやすいのも強みだ。当然な
がら、「ケンゾーの刺身はおいしい」「目新しいものが

おいしくイキのいい鮮魚で他店との差別化を図り、
地域に根差したサービスで人気を集める総合食品スーパー
羽生市を中心に生鮮品、食品を取り扱う総合食品スーパー、ケンゾー。中でも鮮魚の質、味、品ぞろえのよさで地域の
人たちの人気を集める。大型スーパーが立ち並ぶ場所にありながら、エリアの嗜好に合わせた商品ラインアップ、
地域に根差したサービス、地域貢献など独自の戦術で存在感を示す同社。今後も地域の人たちに愛される店づくり
にまい進する。

株式会社ケンゾー

ある」と来店客の評判は高い。独自の戦術はそれだ
けではない。
例えば自社でつくる総菜や弁当。手をかけ原価を

かけつつも価格を抑え、利益率を下げてでも顧客満
足度の高いコストパフォーマンスで戦う。カレーライ
スだとゴロゴロとした野菜が入り、ボリューム満点で
300円台という驚きのプライス。こうした家庭で母親
がつくるような野菜たっぷりの手づくり風カレーは、大
型店にはあまり見られない商品だ。
「当店のようなスーパーが大型店と同じやり方をし
ていては負けてしまいます。ですから、ほかの方法で

手をかけ、他店が売らないものを売っています」
品ぞろえが豊富で、ボリューム満点かつ価格抑え

目といったケンゾーの総菜は、来店客の人気を集め
る。今では売り場面積も広く取り、同社の収益の柱と
なって鮮魚と肩を並べるほどの戦力となっている。

木村社長が大事にしているものに“お客さま目線”
がある。店内が暑すぎないか、音楽がうるさくないか
等、顧客目線で細かい点に常に気を配っているという。

「いかに快適なショッピングの場をつくるかという
ことが大事なんです。そして自分がお客さまの立場
だったら買いたいと思うか？　その目線で常に考える。
総菜・鮮魚などコーナーごとに感動を与えられる店を
つくってくれといつも言っています」
ケンゾーの店内を見せてもらうと、鮮魚や野菜等
のコーナーには数々のポップが掲げられ、食材の栄
養価や珍しい食材には詳しい説明が付けられていた。
このポップは、各売り場担当者がきちんと下調べをし
て作成しているのだという。これを読んで目新しい食
材を手に取る来店客も多いらしい。きめ細やかなお

客さま目線は随所で実を結んでいるようだ。
さらに、スタッフが積極的に来店客に声がけを行っ
ており、店内には和やかな雰囲気が漂う。時に社長
の姿を見て、来店客から声がかかることもあるという。
「先日、私がチラシに書いたラブレターの返事が来
たんです。『おいしかったですよ』と。そんな風にお客
さまと対話できるのが当店の特徴かもしれません」
一昨年にオープンした群馬県明和町のメイワ店は、

地域住民のラブコールでスーパーが誘致され、同社
に白羽の矢が立った。今では、明和町になくてはなら
ないスーパーとして存在感を示している。

●代 表 者 代表取締役　木村 健造
●設　　立 昭和28年
●資 本 金 5,000万円
●従業員数 240名
●事業内容 総合食品販売
●所 在 地 〒348-0053 埼玉県羽生市南5-9-26
 TEL 048-563-2200　FAX 048-563-2201
●U R L http://www.super-kenzo.jp/

代表取締役　木村 健造氏

域密着型スーパーならではの戦術があった。

昭和28（1953）年、現社長の父が有限会社木村
魚店を開業。そのあとを木村社長が受け継ぐ。まだ羽
生に鮮魚店が7～8店あった時代。当時の鮮魚店の
小売り競争も、さまざまなスーパーが競い合う現在と
同じく厳しい状況で、同社も苦戦を強いられていた。
「お客さまに何かしらアピールしないとダメだと思
い、当時マグロの刺身がよく売れていたものですから、
店名を『お刺身の木村』に変えたんです」
「～魚店」という店名の鮮魚店が立ち並ぶ中で掲
げた「お刺身の木村」の看板。これは、刺身に対する
絶対的な自信を表すと同時に、他店との差別化を
図った巧みなブランディング戦略であった。こうして
同社は、“刺身と言えば木村”と地域の人々に認知さ
れていく。そして鮮度、味のよさ、豊富な品ぞろえで
刺身好きのファンを獲得して離さなかった。
しかし、やがて周囲にスーパーが建ち、地域の鮮
魚店や青果店、精肉店は徐々に姿を消していった。

関東農政局長
浅川 京子氏

東京２３区から川口市に引っ越して２０年以上に
なります。これまでは都内に通勤する「埼玉都民」
でしたが、昨年７月からさいたま市内に勤務地が変
わり名実ともに「埼玉県民」になりました。埼玉県
民として本稿執筆を依頼されたということで、埼玉
について日頃から感じてきたことを書きたいと思い
ます。
川口市に住んでみると、いい意味での「田舎らし

さ」が残っていることに気づきました。盆踊りや秋祭
り、町内会対抗運動会などの行事や町内会による
資源ごみ回収など、地域外から転入した新住民が
多いにもかかわらず、活発な地域活動を通じて住
民の間に「顔の見える関係」が保たれています。ま
た、地域活動には新住民も違和感なく溶け込んで
参加しています。新住民をオープンに受け入れ同
化させてしまうところは、人の出入りが激しい都市
圏でもあり、人のつながりを大事にする田舎でもあ
るという、埼玉ならではの良いところではないかと
思います。
ただ、このごろは埼玉でも人間関係が薄れてきて

いるようです。川口市は「キューポラ」でおなじみで、
今でも鋳物工場が稼働していますが、「新築マン
ション住民の皆様へ　私たちが昔からここで鋳物
を作ってきたことにご理解をお願いします」といった
掲示がされており、地場産業を営んできた古くから
の住民と新住民との間に軋轢があることがうかが
われます。新住民の転入により人口が増えるのは
良いことですが、地場産業が遠慮してしまうとその

地域らしさ、面白みも失われていきます。新住民は、
これまで埼玉独特の文化や個性を受け継いできた
地場産業や古くからの住民と共存しながら、埼玉の
新しい価値を創造していく必要があるのではない
でしょうか。
同時に、地場産業側も新住民と交流し理解しあ

うことが大切です。私は、川口市民として、かねてよ
り地元の鋳物工業を勉強したいと願っていましたが
なかなかその機会がなく、平成28年にようやく市の
商工会議所が企画した地場産業ツアーで鋳物工
場を見学し、学ぶことができました。実際に工場で
鋳物の製造過程を見ながら、鋳物の技術や鋳物工
業の将来など様々なお話を聴けたことで、鋳物工業
が川口市の魅力を形作ってきたことがよく理解でき、
１市民として応援していこうと思いました。その後こ
のようなツアーは開催されていないようですが、地
域に開かれた地場産業の実現に向けた良い取組
であり、これからも続けていくべきと考えます。
最後に、私が担当している農業についていえば、

埼玉では大消費地に位置するという地の利を活か
して多種多様な農産物が生産されており、農業生
産（金額ベース）は４７都道府県中１７位と健闘して
います。しかし、農業においても新住民との調整に
苦労しながら営まれているという話を現場でよく聞
きます。農業は埼玉にとって大事な地場産業の１つ。
埼玉農業がこれからも地域の中で住民と共存共栄
し、元気に持ち味を発揮し続けられるようサポートし
ていきたいと思います。

「お刺身の木村」へ店名変更

がんばれ！地場産業＠埼玉
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人気の鮮魚商品

大型ショッピングモールやスーパーマーケット
チェーン、食品ディスカウントストアなど、さまざまな業
態の食品スーパーがつばぜり合いを繰り広げる羽生
市。そんな中、トップクラスのシェアを誇る地域密着
型スーパーがある。株式会社ケンゾーが展開する
スーパー「ケンゾー」だ。同社は羽生市に4店舗（本
店、ウエスト店、ノール店、ココモ店）、隣接する群馬
県に2店舗（アジュール店、メイワ店）を展開する。さ
らに「庭の中のレストランORTON（オルトン）」の運
営、「道の駅はにゅう」の指定管理者も務める。
「当社スーパーの周りには大型店がいくつもありま
すが、当店の武器は魚。そこに力を入れて毎日の仕
入れで勝負をしています。一度、刺身などの鮮魚で当
店を気に入ってもらえると、たとえ周りに大型店がで
きても、お客さまは離れずにいてくれる。自分たちが
勝負できるものをさらに磨いていくということが、最
大の生き残り策だと思うんですね」（木村健造社長）
ちょっと違うぞこのスーパー―をキャッチフレー
ズに掲げ、鮮魚をはじめとする数々の“ちょっと違う
ぞ”をセールスポイントにして他店との差別化を図っ
てきた同社。そこには、大型店には真似できない、地

毎年1回、同社は「ケンゾー寄席」を開催している。
同社スーパーのポイント会員ならチケット代1,200円
（一般チケット代金は2,500円）で人気落語家の噺が
楽しめる（福祉施設の入居者には同社からチケット
200枚を贈呈）。毎回チケットは完売で、地域の人た
ちが心待ちにする一大イベントとなっている。
また、同社は行政と連携して一人親の雇用を積極
的に行っており、厚生労働省の「平成27年度はたらく
母子家庭・父子家庭応援企業表彰」を受賞した。現
在は全店舗で約20人が在籍。従業員の理解や仲間
意識に支えられ、ベテランとなって活躍しているという。
「この街にケンゾーがあってよかった、そう思っても
らえるような店をつくるというのが私の信念です」
さらに将来は、羽生市に観光農園を手がけていくプ
ランも練る。地場スーパーとして地域活性化や地域雇
用に貢献するスーパーケンゾー。それが地域との絆を
強くし、長く愛される理由の一つでもあるのだ。

同社は、給食用食材の納品や仕出し部門「味健」
にも力を入れている。病院や介護施設、工場等へ食
事を供給する給食施設の料理が、近年、冷凍食品か
ら手づくりへと移行している背景もあり、食材納品事
業の受注が急伸。さらに、地域の運動会や町内の集
まりでの仕出し需要も伸びている。
「数年前から、商品を高く売らずに安い価格のまま
利益を上げていこうと言っています。在庫を管理し、
無駄な仕入れをやめて廃棄をなくすことで、利益を
上げようという姿勢です」
地域第一、お客さま第一主義を旗印に大型店でさ

え時に白旗を上げる戦い方を見せるスーパーケンゾー。
地域住民の舌とハートと財布をしっかりとつかんだ同
社は、今後も「この街にケンゾーがあってよかった」と
多くの人に思われ・愛される店づくりにまい進する。

昭和63年、社長は食品スーパーを開く決意をする。
「うちよりあとに開業したスーパーはありません。当
社が最後発でした。当時の埼玉銀行(現･埼玉りそな
銀行）の支店長さんがいろいろと支えてくれました」
支店長とともに数多くのスーパーを見て回り、あら

ゆる勉強をした木村社長。小売事業者が連携して商
品仕入れを行うボランタリーチェーンに加盟し、スタッ
フを集め、平成元年（1989）「ケンゾー」本店をオー
プンさせた。
最後発という不利な形勢の中、地域に愛される店

にするにはどうしたらいいのか？　考えた末に出した
答えが、チラシを使った“ラブレター”であった。
「当時、チラシの3分の1は私の話でした(笑)。こん
な素敵な人と出会いました。その人に負けない笑顔
をみなさまにも届けたいので、どうぞ当店に来てくだ
さいといったラブレターです。それでケンゾーのチラ
シって面白いよねと、ジワジワと評判になりました」
開店後しばらくは、客足が伸びずに苦しい経営が続

いたが、その後、先行する近くのスーパーが改装で休
店するという追い風が吹いて、客足は伸びていった。

「魚屋でしたから、地域の人たちが好む鮮魚の売
れ筋は肌で感じていました。今でも、品ぞろえが豊富
で目新しい鮮魚を置いているのは当店だと思ってい
ます。お客さまも楽しみにしてくださっていますね」
仕入れは社長と仕入れ担当者が毎日市場に足を
運ぶ。中でもマグロは鮮度や味を1本1本吟味してそ
の日の一番を仕入れる。また、たとえ仕入れ予定のな
い鮮魚であっても、評判がよかったものや逸品であれ
ば迷うことなく買い付ける。この機動性の高さやエリ
アごとの嗜好を把握した臨機応変な仕入れは、大型
店には決して真似できない。長年鮮魚店を営んでき
た実績から市場との太いパイプもあり、上質な鮮魚
や珍しい鮮魚を手に入れやすいのも強みだ。当然な
がら、「ケンゾーの刺身はおいしい」「目新しいものが

無駄を削減して利益を出す

株式会社ケンゾーZOOM UP

ある」と来店客の評判は高い。独自の戦術はそれだ
けではない。
例えば自社でつくる総菜や弁当。手をかけ原価を

かけつつも価格を抑え、利益率を下げてでも顧客満
足度の高いコストパフォーマンスで戦う。カレーライ
スだとゴロゴロとした野菜が入り、ボリューム満点で
300円台という驚きのプライス。こうした家庭で母親
がつくるような野菜たっぷりの手づくり風カレーは、大
型店にはあまり見られない商品だ。
「当店のようなスーパーが大型店と同じやり方をし
ていては負けてしまいます。ですから、ほかの方法で

手をかけ、他店が売らないものを売っています」
品ぞろえが豊富で、ボリューム満点かつ価格抑え

目といったケンゾーの総菜は、来店客の人気を集め
る。今では売り場面積も広く取り、同社の収益の柱と
なって鮮魚と肩を並べるほどの戦力となっている。

木村社長が大事にしているものに“お客さま目線”
がある。店内が暑すぎないか、音楽がうるさくないか
等、顧客目線で細かい点に常に気を配っているという。

「いかに快適なショッピングの場をつくるかという
ことが大事なんです。そして自分がお客さまの立場
だったら買いたいと思うか？　その目線で常に考える。
総菜・鮮魚などコーナーごとに感動を与えられる店を
つくってくれといつも言っています」
ケンゾーの店内を見せてもらうと、鮮魚や野菜等
のコーナーには数々のポップが掲げられ、食材の栄
養価や珍しい食材には詳しい説明が付けられていた。
このポップは、各売り場担当者がきちんと下調べをし
て作成しているのだという。これを読んで目新しい食
材を手に取る来店客も多いらしい。きめ細やかなお

客さま目線は随所で実を結んでいるようだ。
さらに、スタッフが積極的に来店客に声がけを行っ
ており、店内には和やかな雰囲気が漂う。時に社長
の姿を見て、来店客から声がかかることもあるという。
「先日、私がチラシに書いたラブレターの返事が来
たんです。『おいしかったですよ』と。そんな風にお客
さまと対話できるのが当店の特徴かもしれません」
一昨年にオープンした群馬県明和町のメイワ店は、
地域住民のラブコールでスーパーが誘致され、同社
に白羽の矢が立った。今では、明和町になくてはなら
ないスーパーとして存在感を示している。

ケンゾー本店

域密着型スーパーならではの戦術があった。

昭和28（1953）年、現社長の父が有限会社木村
魚店を開業。そのあとを木村社長が受け継ぐ。まだ羽
生に鮮魚店が7～8店あった時代。当時の鮮魚店の
小売り競争も、さまざまなスーパーが競い合う現在と
同じく厳しい状況で、同社も苦戦を強いられていた。
「お客さまに何かしらアピールしないとダメだと思
い、当時マグロの刺身がよく売れていたものですから、
店名を『お刺身の木村』に変えたんです」
「～魚店」という店名の鮮魚店が立ち並ぶ中で掲
げた「お刺身の木村」の看板。これは、刺身に対する
絶対的な自信を表すと同時に、他店との差別化を
図った巧みなブランディング戦略であった。こうして
同社は、“刺身と言えば木村”と地域の人々に認知さ
れていく。そして鮮度、味のよさ、豊富な品ぞろえで
刺身好きのファンを獲得して離さなかった。
しかし、やがて周囲にスーパーが建ち、地域の鮮
魚店や青果店、精肉店は徐々に姿を消していった。

大型店とは違う商品で挑む

快適かつ感動を与える店づくり

店内総菜コーナー

イベント開催、一人親雇用で地域貢献

道の駅はにゅう ケンゾー寄席（立川談四楼氏）
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人気の鮮魚商品

大型ショッピングモールやスーパーマーケット
チェーン、食品ディスカウントストアなど、さまざまな業
態の食品スーパーがつばぜり合いを繰り広げる羽生
市。そんな中、トップクラスのシェアを誇る地域密着
型スーパーがある。株式会社ケンゾーが展開する
スーパー「ケンゾー」だ。同社は羽生市に4店舗（本
店、ウエスト店、ノール店、ココモ店）、隣接する群馬
県に2店舗（アジュール店、メイワ店）を展開する。さ
らに「庭の中のレストランORTON（オルトン）」の運
営、「道の駅はにゅう」の指定管理者も務める。
「当社スーパーの周りには大型店がいくつもありま
すが、当店の武器は魚。そこに力を入れて毎日の仕
入れで勝負をしています。一度、刺身などの鮮魚で当
店を気に入ってもらえると、たとえ周りに大型店がで
きても、お客さまは離れずにいてくれる。自分たちが
勝負できるものをさらに磨いていくということが、最
大の生き残り策だと思うんですね」（木村健造社長）
ちょっと違うぞこのスーパー―をキャッチフレー
ズに掲げ、鮮魚をはじめとする数々の“ちょっと違う
ぞ”をセールスポイントにして他店との差別化を図っ
てきた同社。そこには、大型店には真似できない、地

毎年1回、同社は「ケンゾー寄席」を開催している。
同社スーパーのポイント会員ならチケット代1,200円
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用に貢献するスーパーケンゾー。それが地域との絆を
強くし、長く愛される理由の一つでもあるのだ。

同社は、給食用食材の納品や仕出し部門「味健」
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シって面白いよねと、ジワジワと評判になりました」
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仕入れは社長と仕入れ担当者が毎日市場に足を
運ぶ。中でもマグロは鮮度や味を1本1本吟味してそ
の日の一番を仕入れる。また、たとえ仕入れ予定のな
い鮮魚であっても、評判がよかったものや逸品であれ
ば迷うことなく買い付ける。この機動性の高さやエリ
アごとの嗜好を把握した臨機応変な仕入れは、大型
店には決して真似できない。長年鮮魚店を営んでき
た実績から市場との太いパイプもあり、上質な鮮魚
や珍しい鮮魚を手に入れやすいのも強みだ。当然な
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木村社長が大事にしているものに“お客さま目線”
がある。店内が暑すぎないか、音楽がうるさくないか
等、顧客目線で細かい点に常に気を配っているという。

「いかに快適なショッピングの場をつくるかという
ことが大事なんです。そして自分がお客さまの立場
だったら買いたいと思うか？　その目線で常に考える。
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のコーナーには数々のポップが掲げられ、食材の栄
養価や珍しい食材には詳しい説明が付けられていた。
このポップは、各売り場担当者がきちんと下調べをし
て作成しているのだという。これを読んで目新しい食
材を手に取る来店客も多いらしい。きめ細やかなお

客さま目線は随所で実を結んでいるようだ。
さらに、スタッフが積極的に来店客に声がけを行っ
ており、店内には和やかな雰囲気が漂う。時に社長
の姿を見て、来店客から声がかかることもあるという。
「先日、私がチラシに書いたラブレターの返事が来
たんです。『おいしかったですよ』と。そんな風にお客
さまと対話できるのが当店の特徴かもしれません」
一昨年にオープンした群馬県明和町のメイワ店は、
地域住民のラブコールでスーパーが誘致され、同社
に白羽の矢が立った。今では、明和町になくてはなら
ないスーパーとして存在感を示している。
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域密着型スーパーならではの戦術があった。

昭和28（1953）年、現社長の父が有限会社木村
魚店を開業。そのあとを木村社長が受け継ぐ。まだ羽
生に鮮魚店が7～8店あった時代。当時の鮮魚店の
小売り競争も、さまざまなスーパーが競い合う現在と
同じく厳しい状況で、同社も苦戦を強いられていた。
「お客さまに何かしらアピールしないとダメだと思
い、当時マグロの刺身がよく売れていたものですから、
店名を『お刺身の木村』に変えたんです」
「～魚店」という店名の鮮魚店が立ち並ぶ中で掲
げた「お刺身の木村」の看板。これは、刺身に対する
絶対的な自信を表すと同時に、他店との差別化を
図った巧みなブランディング戦略であった。こうして
同社は、“刺身と言えば木村”と地域の人々に認知さ
れていく。そして鮮度、味のよさ、豊富な品ぞろえで
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家率の多くがこの空き家率①である。この空き家率
①は別荘等の二次的住宅も分子に含めて計算され
るため、別荘の多い都道府県が上位になりやすい。
いわゆる「空き家」のイメージに最も近い空き家
率である、持家その他空き家率②では、鹿児島県
16.7%が最も高く、以下高知県、愛媛県となってお
り、埼玉県は5.5%で2番目に低い水準となっている。
賃貸空き家率③では、山梨県29.2%が最も高く、
以下栃木県、群馬県、茨城県と続き、関東地方3県が
上位5位中3県を占める。関東地方では次いで千葉
県が19.9%で23位、埼玉県は18.8%で28位となっ
ている。埼玉県は全国平均18.8%と同水準である。
埼玉県においては空き家率①、②は低いものの、
賃貸空き家率③が全国平均レベルとなっている他、
総住宅数が全国で5番目に多いことから空き家率
は低くても、空き家数は355千戸と全国で8番目に
多い水準となっている。

埼玉県の空き家の推移をみると、2013年までの
15年間でその他の住宅空き家が64千戸から112
千戸に、賃貸用空き家が163千戸から211千戸に、
いずれも48千戸増加するなど、急激に増加してい
る。ここでは、空き家数が増加している中で、埼玉県

しかし、今後は世帯数が減少していく見込みであ
ることに加え、高齢化が急速に進行し、分子である
空き家数がさらに増加していくと考えられる。国立
社会保障・人口問題研究所の推計によると、世帯主
が75歳以上の単独世帯および夫婦のみの一般世
帯は、2015年の27万世帯が、2035年には41万世
帯へと、全国6番目に高い増加率で達する見込みで
ある。27万世帯の居住状況は、持家が22万世帯、
民営借家が3万世帯であり、この世帯層と新たにこ
の世帯層となる世帯の一定程度が、将来的な空き
家の潜在的予備軍と言えよう。

埼玉県は県外への通勤・通学率が高いとの結果
が国勢調査で示されているが、以下では都心から
の距離と空き家率の関係について検討する。
都心と接続している典型的な通勤・通学路線の４
路線を挙げ、各路線別に起点から15～25km（以下、
近距離帯）、35～45km（中距離帯）、70～80km（遠
距離帯）の範囲でひとつずつ計12市町村を選択した。
具体的には東武伊勢崎線で草加市、杉戸町、羽
生市（但し、羽生市は埼玉県北端で浅草からの距
離は66.2km）を、高崎線でさいたま市、桶川市、本
庄市を、東武東上線で志木市、坂戸市、寄居町を、

るなか、人口の自然減が始まっている中距離帯から
徐々に高まり、最終的には近距離帯も高まっていくも
のと思われる。既に高い水準となっている賃貸空き
家率については、人口動態を踏まえると、建て替え
ではない純粋な新築が今後も続けば、空き家率がさ
らに高まることが懸念される。
持家その他空き家率②と賃貸空き家率③を示し

た地図をみると、持家では秩父地区と県北部で高く、
賃貸ではこれら地区が高いことに加え、空き家率が
県全域で高い水準となっていることが読み取れる。

空き家の発生が全国的に社会問題となっている
なか、国・自治体も取り組みを強化している。
従来、一部市町村が条例により対応していたが、

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が
2015年5月に全面施行された。同法により、空き家
のうち倒壊の危険等のある「特定空き家等」につい
て、市町村長は所有者に対し、指導・勧告・命令を行
うことができ、命令に従わない場合のほか、要件が
明確化された行政代執行の方法により、所有者不
明の物件も、除却等の強制執行が可能となった。
また、公営住宅を増やせる財政状況にないなか、
増加する空き家の有効活用策として期待される住宅
セーフティネット法改正法が昨年10月に施行され、高
齢者・子育て世帯・低額所得者など住宅確保要配慮

の空き家率が低い要因をみていきたい。
2015年までの55年間の世帯数増減をみた場合、
埼玉県は東京都、神奈川県に次ぐ高い水準で増加
してきた。東京都との人口転出入状況では埼玉県が
筆頭で転入超過となっている。埼玉県は、地方に加
え、東京都からも転入を受けながら、全体として人
口・世帯数を増加させてきた。埼玉県内世帯数増減
と新設住宅着工戸数の推移をみると、その動きはほ
ぼ連動しており、世帯数増加が新設住宅増加につな
がったことがわかる。なお、建て替え需要もあるため、
新設住宅着工戸数が世帯数増加を上回っている。
このように埼玉県は世帯数増加による住宅数増加
が、各空き家率計算上の分母を増加させ、空き家率
が低かった。

西武池袋線で所沢市、入間市、秩父市を選択した。
空き家率は、持家その他空き家率②、賃貸空き
家率③とし、各距離帯の平均値で比較した。
まず、持家その他空き家率②についてみると、近・
中距離帯間での空き家率に差はみられなかったが、
近・中距離帯と遠距離帯の間では明らかな差がみ
られ、各市町村別の空き家率でみても、遠距離帯4
市町村は近・中距離帯の8市町村よりいずれも高く
なっている。賃貸空き家率③では、都心からの距離
が長くなるのに応じて、空き家率が高くなっている。
埼玉県「埼玉県推計人口」によると、住調が実施

された2013年までの15年間の世帯数増減率を各
距離帯別にみると、近距離帯21.1％、中距離帯
15.1％、遠距離帯5.5％と、距離が長くなるのに従
い低下し、遠距離帯の秩父市では世帯数が減少に
転じている。
遠距離帯の4市町村の人口は、既に2000年前後

から死亡数が出生数を上回る自然減の状況である
他、多少の変動はあるものの、転出者が転入者を上
回る社会減の傾向も強まっており、2000年前後か
ら人口は減少している。近・中距離帯では、社会増
減傾向は明確ではないものの、中距離帯の4市町村
については2010年前後から自然減に、近距離帯の
4市についてはここ最近で自然増減0となっている。
現状では大きな差がなく、かつ高い水準とはなっ

ていない、近・中距離帯の持家その他空き家率は、
今後、人口減少に続いて世帯数の減少が見込まれ

者に対する賃貸住宅の供給促進の枠組みが整った。
一方、埼玉県においても昨年3月に改定された

「埼玉県住生活基本計画」において、①空き家等対
策計画策定市町村数を2015年度の3市町村から
10年後に50市町村へ、②「その他空き家」数につ
き、2013年の11.2万戸を12年後に15.6万戸で抑
制、③空き家バンク設置市町村数を2015年度の
16市町村から12年後に50市町村へ、などの目標
指標を策定し、取り組みを強化している。
空き家の発生未然防止や、発生後の除却のため

には、税制や不動産登記制度などの抜本的な変革
も求められよう。例えば、空き家の発生につながりや
すい中古住宅の流通促進を図るため、新築住宅よ
り中古住宅取得を優遇する住宅税制の導入である。
また、自ら除却しない所有者や所有者不明の空き家
が発生した場合の除却に備え、建物除却費用を織
り込んだ固定資産税の導入や、所有者不明を発生
させない、マイナンバーともリンクさせた不動産の保
存登記・相続登記の義務化なども検討に値しよう。
住民サイドにおいても、欧米と比較して高いと言

われる「新築一辺倒」の意識変革が必要となろう。
幸いにして、現時点では県内の空き家率は全国

と比較してまだ高くはない。空き家の発生による住
環境の悪化を防ぐためにも、空き家を中古住宅や公
共的な拠点等として利活用を進め、ニーズのない物
件は除却していくなど、早期かつ積極的な対応が重
要と考える。 （太田富雄）

今日は「わが社のグローバル経営」という演題で
お話をさせていただきます。創業からわずか15年後
の昭和42（1967）年、まだ「国際化」が一般的では
ない時期に、創業者である私の父菊池辰之助が義
理人情から台湾に工場をつくったことから当社のグ
ローバル化は始まりました。私の海外での勤務経験
を含めて、今日までの当社の歩みをお話しして、経営
基盤の構築や人材の育成と活用など、中小企業が
グローバル化を進めるうえでの経営課題を皆さまと
考えて参りたいと思います。
当社は粉末冶金（金属粉を金型で押し固め、加熱

して金属部品を作る技術）製品の製造・販売業です。
小型モーター用焼結含油軸受専門メーカーからス
タートし、現在は機械部品、MIM（Metal Injection 
Mold）等様々な製品を生産しています。父が創業、
叔父が二代目で、私が三代目になります。
現在9つの国と地域に生産拠点をもち、グループ
全体の従業員数は約4,500人。2017年の連結売上
高は約500億円となり、おかげさまで私が社長に就任

した2003年と比して売上高は約2倍に成長していま
す。現在連結売上高の約9割は海外からの受注です。

会社がここまで来られたのは、やはり創業者、父の
「信念」が大いに影響しており、叔父も私も敬意を表
し「親父殿」と呼んでおりました。
明治44（1911）年生まれの父は、大正14（1925）
年に、久原鉱業の日立鉱山（現：JXTGホールディン
グス）に入社、後に一時は子会社の日立製作所にも
在籍していました。そして昭和9年にはマレーシアの
銅鉱山に管理者として赴任し、太平洋戦争のさなか
では現地で軍属としての立場もあったようです。終
戦時には父の瀬戸際での咄嗟の判断で、仲間を連
れてジャングルを突破して飛行場までたどり着き、ぎ
りぎり帰国に間に合ったという、まさに九死に一生を
得る体験もありました。
戦前は日本鉱業（久原鉱業から改称）の研究所で
数々の特許を取得し「東洋のエジソン」と新聞に紹
介されたこともある発明家であった父は、終戦後は
日本鉱業駒沢含油合金製造所で銅粉末の研究を始
め、銅粉を安価に大量生産する製造方法を発明、特
許を取得しました。父はこの製造方法で銅粉を大量
生産し、粉末冶金製法で含油軸受として世界に供
給すれば、ベアリングに代わる重要な存在になると

いう「信念」をもっていました。そこで原料の銅粉に
続き、今度は粉末冶金製法で含油軸受をつくる製造
方法の特許も取得したのです。その後も製品の改良
をしたり、赤羽に工場を新設したりと、父は社内で含
油軸受を増産する努力を重ねましたが、銅鉱山全体
から見れば銅粉はいわばおまけのようなもので、日
本鉱業の社内の人たちの盛り上がりはいまひとつで
した。そこで父は「この事業は、自前でやるしかな
い」と一念発起して会社から独立し、当社の前身、東
京オイレスメタル工業を設立したのです。昭和27
（1952）年のことでした。

父は将来を見通す洞察力と、粉末冶金の将来性
に対する確固たる自信をもっていました。昔から回
転する機械・電気製品には必ず注油をしていました。
しかし父は、今後は簡単に注油ができない機械や
電気製品が数多く出現するだろう、だから注油を必
要としない含油軸受は必要不可欠となり、需要は必
ず拡大するという見通しを立てていました。その見
通しどおりテープレコーダーや扇風機などの家電製
品が伸び、モーターの需要も増えてきました。そして
父の開発した焼結含油軸受はノイズが非常に少な
く、その性能が世に認められていきます。
父は「常に好奇心をもって、前を向いてやれ」そし

て「発明の基本は絶対ロジカルなことが裏になけれ
ばならない。でも、そういうものを考えながらも、自分
のインスピレーションがなければ、絶対にその先には
進めないよ」と茨城弁で話していました。また「我々
は単に物を売っているのではない。技術を売ってい
るのである。技術は誠意をもって売らなければならな
い。人間関係で最も大切なものも、誠意であるから
ね」これらの父の言葉は、今でもわが社の社訓とし
て受け継がれています。

お客様から「菊池さん、御社は1967年という早い

時期に台湾へ出て、とても国際化が進んでいます
ね」と言われることがあります。しかし最初にお話し
したように、台湾への展開は、父の義理人情から始
まったことで、戦略的な国際化として始めたものでは
ありませんでした。
父が戦時中に日本鉱業の社員としてマレーシアの

ツングンに赴任した時、台湾人の一家と知り合いま
した。一家は台湾に子供を残してきていると聞いた
父は私費で台湾から子供を呼び寄せてあげたところ、
その子供がとても優秀だったので、自分の書生にし
て育て、現地採用の形で雇いました。しかし終戦を迎
えて、父は日本へ、一家は台湾へと帰国することにな
ります。この書生であった台湾人が非常に素晴らし
い人でした。終戦時、父がマレーシアから急きょ撤退
する際に、日本鉱業の精錬所には非常に高価な白
金の坩堝を含め何もかも置き去りにせざるを得ませ
んでした。日本人の貴重品など黙っていればそのま
まにもできたものを、この人は細大漏らさず日本行の
船に乗せ、苦心して全て送り戻してきたのです。この
ことを父は大変に感謝しておりました。そしてその後、
台湾に帰国したこの人が仕事もなく生活に困ってい
るという内容の手紙が回り回って父のところに届き
ます。当時父は独立起業してまだ15年ほど、自身も
大変な時でしたが、台湾には当社の製品を納入して
いるお客様があったこともあり、彼に感謝をしていた
父は「彼のためなら」と彼に当社の販売代理店とし
て働いてもらうこととしました。すると彼が続々と販
路を広げ、また製品の優秀さが広まって、ついには台
湾側から是非現地生産をしてほしいと請われること
になり、台湾工場を設立する運びとなりました。
こうして200坪の工場が完成し、私が28歳の時に
台湾工場勤務を命じられました。空港に着いて飛行
機から降りた時にとても暑かったことを覚えています。
工場に着いたらもっとびっくり。工場といっても田ん
ぼの中の200坪、夜になると食用ガエルが工場の周
りでゲロゲロ鳴いていました。
当時の台湾工場では、やはり父のかつての部下が、
本当に寝食を忘れて業務に取組み、会社を支えてく
れました。この方がいなかったら、いまの台湾ポーラ
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はじめに

創業者から受け継ぐＤＮＡ

平成30年3月14日（水）、ポーライト株式会社代表取
締役会長の菊池眞紀氏を講師にお迎えし、「わが社の
グローバル経営」と題して「経営者セミナー2017」の
第5講を開催した。以下、その概要を紹介したい。

イトはなかったと思います。
当時の台湾では、私よりも上手に日本語を話す
方々が周りに大勢おり、とても驚かされました。私は
台湾の方々から、改めて日本についてのことや、華僑
の方たちとのビジネスの進め方、付き合い方など非
常に多くのことを教えられました。
当時の台湾は、日本語と台湾語、そして北京語が
混在しているような状況でした。台湾語と北京語は
全く別の言語です。私は自分自身の反省も込めて
「きちっと北京語を勉強しなさい」と社員たちにずっ
と言っておりましたので、現在当社では北京語を話
せる社員が非常に多くなりました。

現在の台湾ポーライトの総経理は朱秋龍という者
です。彼は、台湾ロータリークラブの会長を務めるな
ど非常に人脈が広く、台湾ではそれなりの有名人で
す。語学も堪能で、英語、台湾語、日本語、北京語は
全部できます。また前総統の馬英九氏とも親しく、馬
氏は今までに二度ほど台湾ポーライトを訪れています。
今年の4月に台湾ポーライトの設立50周年のセレモ
ニーを開催致しますが、前総統もご出席の予定です。
父は、自分が台湾に長期滞在していた時期に朱氏

と出会いました。最初はたまたま同じ場所で夕食を
とっているうちに顔見知りとなり、話をするうちに徐々
に親しくなったそうです。彼は当時、大学を卒業して
国営会社に勤務していましたが、父は彼に惚れ込ん
で、当社への入社を口説き続けます。彼の会社の上
席に会いに行き、当社の将来ビジョンを滔々と語り、
彼の当社への入社を懇願までしたそうです。ついに
朱が当社への入社を応諾すると、父は彼を日本へ呼
び寄せ、約三年間本社で徹底的に訓練しました。父
は私に対して「朱には日本のことを一切お前からは
教えるな」と指示しました。また朱へは「全てのことを
自分で対処しなさい」と命じたそうです。
大切なことは、経営トップが常に有能な人材を探

し求めること。そしてトップが将来の幹部候補生の
育成に積極的に関与することだと思います。経営トッ

求内容を受け入れたことで、結果として良好な関係
を保つことができ、現在に至る長いお付き合いを続
けておりますが、同時に我々は特定顧客に頼る体制
の危うさと企業秘密を保護することの重要性を改め
て思い知らされました。
そこで私は新しい海外のお客様をヨーロッパ、アメ

リカで一生懸命開拓していくことに専念しました。開
拓したお客様には軸受のみならず、新たに機械部品
やMIMも納入し、製品のラインナップを広げつつ、
新しい業界と取引を広げることもできました。
顧客、市場を多様化し、特定顧客、特定市場への
依存を避けることが極めて重要です。現在、当社グ
ループは上位30社からの売上は全体の63％であり、
一顧客の売上依存度は最大でも7％弱です。

昭和54（1979）年にシンガポール工場を設立し
たのが、当社の戦略的国際化の第一歩です。これも
最初から私が現地で工場を立ち上げました。お客様
の状況を読んで、一足早く海外に展開し、現地で準
備をしていくのがわが社の海外展開のスタイルです。
シンガポールも当初は赤字でしたが、プラザ合意以
降、日系モーターメーカーが続々と東南アジアに工
場を新設、部品を現地調達するときには、当社は安
定品質で大量生産の即応体制が整っており、その需
要すべてを当社のシンガポール、マレーシア工場で
引き受けることができました。
私は海外拠点の経営はローカル化していくことが
基本だと考えています。特に中国・台湾圏です。リー
ダーには基本的なビジネススキル、言語・コミュニ
ケーション能力、そして異文化を理解する能力が必
要です。時には法律よりも優先される宗教や習慣、
風習などを良く理解したうえでビジネスを進めていく
ことが必須であり、そうした場面ではローカルのトッ
プが圧倒的に有利です。
一方でシンガポールやマレーシアのようにお客様

は日系企業が多く、それらのトップや技術陣も全部日
本人というケースでは、折衝において完璧な日本語

が求められます。そういうところへは日本人のトップ
を配置すべきだと考えます。

当社はこれまで、各拠点に対し独立採算・自律型
の「緩やかな統治」の経営スタイルでした。創業者
から直接薫陶を受けた幹部層のロイヤリティによる
求心力が根底にあったからです。この緩やかさが活
力を産み、結果的にグループの成長に繋がった要因
でもあります。しかし現在は、事業地域の拡大、従業
員の年代のギャップ、創業者を知らない世代の増加、
価値観の多様化などが日々進んでいます。そこで私
は、これからは「仕組みでポーライトの価値を受け継
ぐ」ことが必要だと考えました。
そして当社としては思い切った策を打ち出しました。

当社の国内、海外の全拠点における財務管理、生産
管理、販売管理などを一括してリアルタイムで実施し、
情報も連携させるＥＲＰシステム、ＳＡＰを平成26
（2014）年に導入したのです。最初にお話ししたように
当社グループは海外からの売上高が約90％となって
います。導入前はそれぞれの拠点が独自に個別構築
したシステムを使用しており、全体としては、情報の連
携がとれていませんでした。私どもの事業規模でＳＡＰ
は過大ではないかという議論もありましたが、私はあえ
て次の世代の社員たちのために導入を決断しました。
私もかつて海外拠点で勤務していた時には、現場

の状況を理解してくれない本社の悪口を言っていま
した。本社に戻った後、改めて現場の状況や情報を
把握することの大切さを再認識したのです。自分の
言葉がブーメランとなって自分のところへ戻ってきた
ようなものです。今は会長になりましたが、この仕組
みを一日でも早くフル活用してほしいと願っておりま
す。今後は、自動化によって人間の手を極力排し、一
個一個の製品を1個単位で保証できるレベルにした
い。そしてグループ全拠点の状況をリアルタイムで
「見える化」したいと考えております。
ご清聴ありがとうございました。
（文責：埼玉りそな産業経済振興財団事務局）

イノベーション・誠意と技術

海外展開

プの親父自身が、本当にこの人なら、という人物を自
分で見つけ、責任をもって育成していきました。
その彼が私と一緒に仕事を続け、二人で会社の
将来のことをあれこれと考え、主力の含油軸受に加
えて、新たに機械部品にも進出するための勉強をし
たり、いろいろな企業へ売り込みに行ったりという地
道な活動を続けたことによって、わが社の仕事が欧
米にも拡がって行きました。
私と朱は本当に寝食をともにし、営業で海外を歩

き回りながら何度も悔し涙を流しました。しかし本社
の人たちは分らないのですね。「台湾国内に顧客が
たくさんいるのに、なぜアメリカまで行って営業をす
るのだ。彼らは飛行機に乗りたいのか？」と陰口をた
たかれることもありました。私と朱はかなり厳しい立
場にあった時期もありましたが、父、菊池辰之介だけ
はじっと我慢していてくれました。

現在当社のお客様は約300社にのぼり、受注は1
社に偏ってはいません。父のころからの経営方針で
「1社に20％以上は依存するな」ということで、親父
からは本当に耳にタコができるほどしつこく言われま
した。結果的に当社が安定成長を続けられたのは、
様々な業界と取引をしていたことが奏功しています。
例えばある業界が低迷してきても農機具業界が伸び
てきてカバーする。その次はミシン業界が伸び、更に
ミシンが落ちると別の業界が成長してくる、という具
合で、顧客や市場のポートフォリオを多様化してきた
ことが当社の業績の安定に繋がりました。
このような受注分散体制となる前には、苦い教訓
がありました。当時の受注の多くを占める主要顧客
から「若手育成のため」として工場見学の要請が
あったのでお受けしたところ、彼らはバスを仕立てて
大挙押しかけ、工場を見学して帰っていきました。し
かし後日、彼らは軸受内製部門を立ち上げ、それと
同時に当社に大幅値引きを迫ってきたのです。結局、
我々は主要顧客を失うことを恐れ、泣く泣くそれに応
じるしかありませんでした。この件はそのお客様の要

2013年に実施された住宅・土地統計調査（以下、
住調）によると、全国の空き家は820万戸、住宅総
数6,063万戸に対する空き家率は13.5%となり、
2008年の前回調査比0.4%ポイントの上昇となっ
た。空き家数および空き家率は増加・上昇を続けて
おり、少子・高齢化が進むなか、空き家問題への社
会的関心が高まっている。
本稿では全国との比較や、県内市町村間での比
較を通じて埼玉県の空き家に関する現状および課
題について検討する。

空き家の増加は種々の問題を発生させる。2016
年度に国土交通省が行った「土地問題に関する意
識調査」によると、「空き家の増加で問題と感じるこ
と」として、「不審者の侵入や放火」が最も多く、次
いで「ゴミの不法投棄」、「雑木・雑草の繁茂」、「害
虫の発生や野良猫などの集中」、「地域の景観への
悪影響」が続き、防犯・防火面や環境面で影響が大
きいことがわかる。
しかし、ひとくちに「空き家」と言っても定義は意
外と広い。住調の定義では、空き家は「居住世帯の
ない住宅」のうち、以下に分類される住宅である。

・ウ「二次的住宅」（別荘や残業時等にたまに寝泊
りするための住宅。これらは継続的に利用してい
ても空き家に分類される）
・エ「売却用の住宅」（売却予定の空き家）
・オ「その他の住宅」（高齢者施設等への入居によ
り空き家となったものや相続で取得した空き家等。
管理不在の場合には、腐朽・破損状態となる可能
性が高く、いわゆる「空き家」といわれるもの）

・カ「賃貸用の住宅」（賃貸に係る空き家）
昼間だけ使用しているなどの「一時現在者のみ

の住宅」、建築中の住宅、住宅併用でない空き店舗
は空き家には含めない。
本稿では、以下の空き家率を用いていく。

・空き家率①＝（ウ＋エ＋オ＋カ）／（ア～ク合計）
　（空き家全体の住宅全体に占める率）
・持家その他空き家率②＝オ／（ア＋ウ＋エ＋オ）
　（オ「その他の住宅」の持家系住宅全体に占める率）
・賃貸空き家率③＝カ／（イ＋カ）
　（カ「賃貸用の住宅」の賃貸系住宅全体に占める率）

2013年の住調によると、全国で最も空き家率①の
高いのは山梨県22.0%で、以下長野県、和歌山県と
なっており、埼玉県は10.9%で4番目に低い水準と
なっている。新聞・ニュース等で取り上げられる空き
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家率の多くがこの空き家率①である。この空き家率
①は別荘等の二次的住宅も分子に含めて計算され
るため、別荘の多い都道府県が上位になりやすい。
いわゆる「空き家」のイメージに最も近い空き家
率である、持家その他空き家率②では、鹿児島県
16.7%が最も高く、以下高知県、愛媛県となってお
り、埼玉県は5.5%で2番目に低い水準となっている。
賃貸空き家率③では、山梨県29.2%が最も高く、
以下栃木県、群馬県、茨城県と続き、関東地方3県が
上位5位中3県を占める。関東地方では次いで千葉
県が19.9%で23位、埼玉県は18.8%で28位となっ
ている。埼玉県は全国平均18.8%と同水準である。
埼玉県においては空き家率①、②は低いものの、
賃貸空き家率③が全国平均レベルとなっている他、
総住宅数が全国で5番目に多いことから空き家率
は低くても、空き家数は355千戸と全国で8番目に
多い水準となっている。

埼玉県の空き家の推移をみると、2013年までの
15年間でその他の住宅空き家が64千戸から112
千戸に、賃貸用空き家が163千戸から211千戸に、
いずれも48千戸増加するなど、急激に増加してい
る。ここでは、空き家数が増加している中で、埼玉県

しかし、今後は世帯数が減少していく見込みであ
ることに加え、高齢化が急速に進行し、分子である
空き家数がさらに増加していくと考えられる。国立
社会保障・人口問題研究所の推計によると、世帯主
が75歳以上の単独世帯および夫婦のみの一般世
帯は、2015年の27万世帯が、2035年には41万世
帯へと、全国6番目に高い増加率で達する見込みで
ある。27万世帯の居住状況は、持家が22万世帯、
民営借家が3万世帯であり、この世帯層と新たにこ
の世帯層となる世帯の一定程度が、将来的な空き
家の潜在的予備軍と言えよう。

埼玉県は県外への通勤・通学率が高いとの結果
が国勢調査で示されているが、以下では都心から
の距離と空き家率の関係について検討する。
都心と接続している典型的な通勤・通学路線の４
路線を挙げ、各路線別に起点から15～25km（以下、
近距離帯）、35～45km（中距離帯）、70～80km（遠
距離帯）の範囲でひとつずつ計12市町村を選択した。
具体的には東武伊勢崎線で草加市、杉戸町、羽
生市（但し、羽生市は埼玉県北端で浅草からの距
離は66.2km）を、高崎線でさいたま市、桶川市、本
庄市を、東武東上線で志木市、坂戸市、寄居町を、

るなか、人口の自然減が始まっている中距離帯から
徐々に高まり、最終的には近距離帯も高まっていくも
のと思われる。既に高い水準となっている賃貸空き
家率については、人口動態を踏まえると、建て替え
ではない純粋な新築が今後も続けば、空き家率がさ
らに高まることが懸念される。
持家その他空き家率②と賃貸空き家率③を示し

た地図をみると、持家では秩父地区と県北部で高く、
賃貸ではこれら地区が高いことに加え、空き家率が
県全域で高い水準となっていることが読み取れる。

空き家の発生が全国的に社会問題となっている
なか、国・自治体も取り組みを強化している。
従来、一部市町村が条例により対応していたが、

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が
2015年5月に全面施行された。同法により、空き家
のうち倒壊の危険等のある「特定空き家等」につい
て、市町村長は所有者に対し、指導・勧告・命令を行
うことができ、命令に従わない場合のほか、要件が
明確化された行政代執行の方法により、所有者不
明の物件も、除却等の強制執行が可能となった。
また、公営住宅を増やせる財政状況にないなか、
増加する空き家の有効活用策として期待される住宅
セーフティネット法改正法が昨年10月に施行され、高
齢者・子育て世帯・低額所得者など住宅確保要配慮

の空き家率が低い要因をみていきたい。
2015年までの55年間の世帯数増減をみた場合、
埼玉県は東京都、神奈川県に次ぐ高い水準で増加
してきた。東京都との人口転出入状況では埼玉県が
筆頭で転入超過となっている。埼玉県は、地方に加
え、東京都からも転入を受けながら、全体として人
口・世帯数を増加させてきた。埼玉県内世帯数増減
と新設住宅着工戸数の推移をみると、その動きはほ
ぼ連動しており、世帯数増加が新設住宅増加につな
がったことがわかる。なお、建て替え需要もあるため、
新設住宅着工戸数が世帯数増加を上回っている。
このように埼玉県は世帯数増加による住宅数増加
が、各空き家率計算上の分母を増加させ、空き家率
が低かった。

西武池袋線で所沢市、入間市、秩父市を選択した。
空き家率は、持家その他空き家率②、賃貸空き
家率③とし、各距離帯の平均値で比較した。
まず、持家その他空き家率②についてみると、近・
中距離帯間での空き家率に差はみられなかったが、
近・中距離帯と遠距離帯の間では明らかな差がみ
られ、各市町村別の空き家率でみても、遠距離帯4
市町村は近・中距離帯の8市町村よりいずれも高く
なっている。賃貸空き家率③では、都心からの距離
が長くなるのに応じて、空き家率が高くなっている。
埼玉県「埼玉県推計人口」によると、住調が実施

された2013年までの15年間の世帯数増減率を各
距離帯別にみると、近距離帯21.1％、中距離帯
15.1％、遠距離帯5.5％と、距離が長くなるのに従
い低下し、遠距離帯の秩父市では世帯数が減少に
転じている。
遠距離帯の4市町村の人口は、既に2000年前後

から死亡数が出生数を上回る自然減の状況である
他、多少の変動はあるものの、転出者が転入者を上
回る社会減の傾向も強まっており、2000年前後か
ら人口は減少している。近・中距離帯では、社会増
減傾向は明確ではないものの、中距離帯の4市町村
については2010年前後から自然減に、近距離帯の
4市についてはここ最近で自然増減0となっている。
現状では大きな差がなく、かつ高い水準とはなっ

ていない、近・中距離帯の持家その他空き家率は、
今後、人口減少に続いて世帯数の減少が見込まれ

者に対する賃貸住宅の供給促進の枠組みが整った。
一方、埼玉県においても昨年3月に改定された

「埼玉県住生活基本計画」において、①空き家等対
策計画策定市町村数を2015年度の3市町村から
10年後に50市町村へ、②「その他空き家」数につ
き、2013年の11.2万戸を12年後に15.6万戸で抑
制、③空き家バンク設置市町村数を2015年度の
16市町村から12年後に50市町村へ、などの目標
指標を策定し、取り組みを強化している。
空き家の発生未然防止や、発生後の除却のため

には、税制や不動産登記制度などの抜本的な変革
も求められよう。例えば、空き家の発生につながりや
すい中古住宅の流通促進を図るため、新築住宅よ
り中古住宅取得を優遇する住宅税制の導入である。
また、自ら除却しない所有者や所有者不明の空き家
が発生した場合の除却に備え、建物除却費用を織
り込んだ固定資産税の導入や、所有者不明を発生
させない、マイナンバーともリンクさせた不動産の保
存登記・相続登記の義務化なども検討に値しよう。
住民サイドにおいても、欧米と比較して高いと言

われる「新築一辺倒」の意識変革が必要となろう。
幸いにして、現時点では県内の空き家率は全国

と比較してまだ高くはない。空き家の発生による住
環境の悪化を防ぐためにも、空き家を中古住宅や公
共的な拠点等として利活用を進め、ニーズのない物
件は除却していくなど、早期かつ積極的な対応が重
要と考える。 （太田富雄）

今日は「わが社のグローバル経営」という演題で
お話をさせていただきます。創業からわずか15年後
の昭和42（1967）年、まだ「国際化」が一般的では
ない時期に、創業者である私の父菊池辰之助が義
理人情から台湾に工場をつくったことから当社のグ
ローバル化は始まりました。私の海外での勤務経験
を含めて、今日までの当社の歩みをお話しして、経営
基盤の構築や人材の育成と活用など、中小企業が
グローバル化を進めるうえでの経営課題を皆さまと
考えて参りたいと思います。
当社は粉末冶金（金属粉を金型で押し固め、加熱

して金属部品を作る技術）製品の製造・販売業です。
小型モーター用焼結含油軸受専門メーカーからス
タートし、現在は機械部品、MIM（Metal Injection 
Mold）等様々な製品を生産しています。父が創業、
叔父が二代目で、私が三代目になります。
現在9つの国と地域に生産拠点をもち、グループ
全体の従業員数は約4,500人。2017年の連結売上
高は約500億円となり、おかげさまで私が社長に就任

した2003年と比して売上高は約2倍に成長していま
す。現在連結売上高の約9割は海外からの受注です。

会社がここまで来られたのは、やはり創業者、父の
「信念」が大いに影響しており、叔父も私も敬意を表
し「親父殿」と呼んでおりました。
明治44（1911）年生まれの父は、大正14（1925）
年に、久原鉱業の日立鉱山（現：JXTGホールディン
グス）に入社、後に一時は子会社の日立製作所にも
在籍していました。そして昭和9年にはマレーシアの
銅鉱山に管理者として赴任し、太平洋戦争のさなか
では現地で軍属としての立場もあったようです。終
戦時には父の瀬戸際での咄嗟の判断で、仲間を連
れてジャングルを突破して飛行場までたどり着き、ぎ
りぎり帰国に間に合ったという、まさに九死に一生を
得る体験もありました。
戦前は日本鉱業（久原鉱業から改称）の研究所で
数々の特許を取得し「東洋のエジソン」と新聞に紹
介されたこともある発明家であった父は、終戦後は
日本鉱業駒沢含油合金製造所で銅粉末の研究を始
め、銅粉を安価に大量生産する製造方法を発明、特
許を取得しました。父はこの製造方法で銅粉を大量
生産し、粉末冶金製法で含油軸受として世界に供
給すれば、ベアリングに代わる重要な存在になると

いう「信念」をもっていました。そこで原料の銅粉に
続き、今度は粉末冶金製法で含油軸受をつくる製造
方法の特許も取得したのです。その後も製品の改良
をしたり、赤羽に工場を新設したりと、父は社内で含
油軸受を増産する努力を重ねましたが、銅鉱山全体
から見れば銅粉はいわばおまけのようなもので、日
本鉱業の社内の人たちの盛り上がりはいまひとつで
した。そこで父は「この事業は、自前でやるしかな
い」と一念発起して会社から独立し、当社の前身、東
京オイレスメタル工業を設立したのです。昭和27
（1952）年のことでした。

父は将来を見通す洞察力と、粉末冶金の将来性
に対する確固たる自信をもっていました。昔から回
転する機械・電気製品には必ず注油をしていました。
しかし父は、今後は簡単に注油ができない機械や
電気製品が数多く出現するだろう、だから注油を必
要としない含油軸受は必要不可欠となり、需要は必
ず拡大するという見通しを立てていました。その見
通しどおりテープレコーダーや扇風機などの家電製
品が伸び、モーターの需要も増えてきました。そして
父の開発した焼結含油軸受はノイズが非常に少な
く、その性能が世に認められていきます。
父は「常に好奇心をもって、前を向いてやれ」そし

て「発明の基本は絶対ロジカルなことが裏になけれ
ばならない。でも、そういうものを考えながらも、自分
のインスピレーションがなければ、絶対にその先には
進めないよ」と茨城弁で話していました。また「我々
は単に物を売っているのではない。技術を売ってい
るのである。技術は誠意をもって売らなければならな
い。人間関係で最も大切なものも、誠意であるから
ね」これらの父の言葉は、今でもわが社の社訓とし
て受け継がれています。

お客様から「菊池さん、御社は1967年という早い

時期に台湾へ出て、とても国際化が進んでいます
ね」と言われることがあります。しかし最初にお話し
したように、台湾への展開は、父の義理人情から始
まったことで、戦略的な国際化として始めたものでは
ありませんでした。
父が戦時中に日本鉱業の社員としてマレーシアの

ツングンに赴任した時、台湾人の一家と知り合いま
した。一家は台湾に子供を残してきていると聞いた
父は私費で台湾から子供を呼び寄せてあげたところ、
その子供がとても優秀だったので、自分の書生にし
て育て、現地採用の形で雇いました。しかし終戦を迎
えて、父は日本へ、一家は台湾へと帰国することにな
ります。この書生であった台湾人が非常に素晴らし
い人でした。終戦時、父がマレーシアから急きょ撤退
する際に、日本鉱業の精錬所には非常に高価な白
金の坩堝を含め何もかも置き去りにせざるを得ませ
んでした。日本人の貴重品など黙っていればそのま
まにもできたものを、この人は細大漏らさず日本行の
船に乗せ、苦心して全て送り戻してきたのです。この
ことを父は大変に感謝しておりました。そしてその後、
台湾に帰国したこの人が仕事もなく生活に困ってい
るという内容の手紙が回り回って父のところに届き
ます。当時父は独立起業してまだ15年ほど、自身も
大変な時でしたが、台湾には当社の製品を納入して
いるお客様があったこともあり、彼に感謝をしていた
父は「彼のためなら」と彼に当社の販売代理店とし
て働いてもらうこととしました。すると彼が続々と販
路を広げ、また製品の優秀さが広まって、ついには台
湾側から是非現地生産をしてほしいと請われること
になり、台湾工場を設立する運びとなりました。
こうして200坪の工場が完成し、私が28歳の時に
台湾工場勤務を命じられました。空港に着いて飛行
機から降りた時にとても暑かったことを覚えています。
工場に着いたらもっとびっくり。工場といっても田ん
ぼの中の200坪、夜になると食用ガエルが工場の周
りでゲロゲロ鳴いていました。
当時の台湾工場では、やはり父のかつての部下が、
本当に寝食を忘れて業務に取組み、会社を支えてく
れました。この方がいなかったら、いまの台湾ポーラ
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わが社のグローバル経営

1940年茨城県生まれ。1963年駒澤大学商経学部商経学科卒業後、東京オイレスメタル工業㈱（現：ポーライト㈱）に入社。
1966年取締役就任。1972年早稲田大学鋳物研究所（現：早稲田大学各務記念材料技術研究所）修了。1983年海外
担当常務取締役。1984年専務取締役。1986年取締役副社長。1995年代表取締役副社長。2003年代表取締役社長。
2017年代表取締役会長に就任。現在に至る。

菊池 眞紀氏
ポーライト株式会社
代表取締役会長
プロフィール

はじめに

創業者から受け継ぐＤＮＡ

平成30年3月14日（水）、ポーライト株式会社代表取
締役会長の菊池眞紀氏を講師にお迎えし、「わが社の
グローバル経営」と題して「経営者セミナー2017」の
第5講を開催した。以下、その概要を紹介したい。

イトはなかったと思います。
当時の台湾では、私よりも上手に日本語を話す
方々が周りに大勢おり、とても驚かされました。私は
台湾の方々から、改めて日本についてのことや、華僑
の方たちとのビジネスの進め方、付き合い方など非
常に多くのことを教えられました。
当時の台湾は、日本語と台湾語、そして北京語が
混在しているような状況でした。台湾語と北京語は
全く別の言語です。私は自分自身の反省も込めて
「きちっと北京語を勉強しなさい」と社員たちにずっ
と言っておりましたので、現在当社では北京語を話
せる社員が非常に多くなりました。

現在の台湾ポーライトの総経理は朱秋龍という者
です。彼は、台湾ロータリークラブの会長を務めるな
ど非常に人脈が広く、台湾ではそれなりの有名人で
す。語学も堪能で、英語、台湾語、日本語、北京語は
全部できます。また前総統の馬英九氏とも親しく、馬
氏は今までに二度ほど台湾ポーライトを訪れています。
今年の4月に台湾ポーライトの設立50周年のセレモ
ニーを開催致しますが、前総統もご出席の予定です。
父は、自分が台湾に長期滞在していた時期に朱氏

と出会いました。最初はたまたま同じ場所で夕食を
とっているうちに顔見知りとなり、話をするうちに徐々
に親しくなったそうです。彼は当時、大学を卒業して
国営会社に勤務していましたが、父は彼に惚れ込ん
で、当社への入社を口説き続けます。彼の会社の上
席に会いに行き、当社の将来ビジョンを滔々と語り、
彼の当社への入社を懇願までしたそうです。ついに
朱が当社への入社を応諾すると、父は彼を日本へ呼
び寄せ、約三年間本社で徹底的に訓練しました。父
は私に対して「朱には日本のことを一切お前からは
教えるな」と指示しました。また朱へは「全てのことを
自分で対処しなさい」と命じたそうです。
大切なことは、経営トップが常に有能な人材を探

し求めること。そしてトップが将来の幹部候補生の
育成に積極的に関与することだと思います。経営トッ

求内容を受け入れたことで、結果として良好な関係
を保つことができ、現在に至る長いお付き合いを続
けておりますが、同時に我々は特定顧客に頼る体制
の危うさと企業秘密を保護することの重要性を改め
て思い知らされました。
そこで私は新しい海外のお客様をヨーロッパ、アメ

リカで一生懸命開拓していくことに専念しました。開
拓したお客様には軸受のみならず、新たに機械部品
やMIMも納入し、製品のラインナップを広げつつ、
新しい業界と取引を広げることもできました。
顧客、市場を多様化し、特定顧客、特定市場への
依存を避けることが極めて重要です。現在、当社グ
ループは上位30社からの売上は全体の63％であり、
一顧客の売上依存度は最大でも7％弱です。

昭和54（1979）年にシンガポール工場を設立し
たのが、当社の戦略的国際化の第一歩です。これも
最初から私が現地で工場を立ち上げました。お客様
の状況を読んで、一足早く海外に展開し、現地で準
備をしていくのがわが社の海外展開のスタイルです。
シンガポールも当初は赤字でしたが、プラザ合意以
降、日系モーターメーカーが続々と東南アジアに工
場を新設、部品を現地調達するときには、当社は安
定品質で大量生産の即応体制が整っており、その需
要すべてを当社のシンガポール、マレーシア工場で
引き受けることができました。
私は海外拠点の経営はローカル化していくことが
基本だと考えています。特に中国・台湾圏です。リー
ダーには基本的なビジネススキル、言語・コミュニ
ケーション能力、そして異文化を理解する能力が必
要です。時には法律よりも優先される宗教や習慣、
風習などを良く理解したうえでビジネスを進めていく
ことが必須であり、そうした場面ではローカルのトッ
プが圧倒的に有利です。
一方でシンガポールやマレーシアのようにお客様

は日系企業が多く、それらのトップや技術陣も全部日
本人というケースでは、折衝において完璧な日本語

が求められます。そういうところへは日本人のトップ
を配置すべきだと考えます。

当社はこれまで、各拠点に対し独立採算・自律型
の「緩やかな統治」の経営スタイルでした。創業者
から直接薫陶を受けた幹部層のロイヤリティによる
求心力が根底にあったからです。この緩やかさが活
力を産み、結果的にグループの成長に繋がった要因
でもあります。しかし現在は、事業地域の拡大、従業
員の年代のギャップ、創業者を知らない世代の増加、
価値観の多様化などが日々進んでいます。そこで私
は、これからは「仕組みでポーライトの価値を受け継
ぐ」ことが必要だと考えました。
そして当社としては思い切った策を打ち出しました。

当社の国内、海外の全拠点における財務管理、生産
管理、販売管理などを一括してリアルタイムで実施し、
情報も連携させるＥＲＰシステム、ＳＡＰを平成26
（2014）年に導入したのです。最初にお話ししたように
当社グループは海外からの売上高が約90％となって
います。導入前はそれぞれの拠点が独自に個別構築
したシステムを使用しており、全体としては、情報の連
携がとれていませんでした。私どもの事業規模でＳＡＰ
は過大ではないかという議論もありましたが、私はあえ
て次の世代の社員たちのために導入を決断しました。
私もかつて海外拠点で勤務していた時には、現場

の状況を理解してくれない本社の悪口を言っていま
した。本社に戻った後、改めて現場の状況や情報を
把握することの大切さを再認識したのです。自分の
言葉がブーメランとなって自分のところへ戻ってきた
ようなものです。今は会長になりましたが、この仕組
みを一日でも早くフル活用してほしいと願っておりま
す。今後は、自動化によって人間の手を極力排し、一
個一個の製品を1個単位で保証できるレベルにした
い。そしてグループ全拠点の状況をリアルタイムで
「見える化」したいと考えております。
ご清聴ありがとうございました。
（文責：埼玉りそな産業経済振興財団事務局）

イノベーション・誠意と技術

海外展開

プの親父自身が、本当にこの人なら、という人物を自
分で見つけ、責任をもって育成していきました。
その彼が私と一緒に仕事を続け、二人で会社の
将来のことをあれこれと考え、主力の含油軸受に加
えて、新たに機械部品にも進出するための勉強をし
たり、いろいろな企業へ売り込みに行ったりという地
道な活動を続けたことによって、わが社の仕事が欧
米にも拡がって行きました。
私と朱は本当に寝食をともにし、営業で海外を歩

き回りながら何度も悔し涙を流しました。しかし本社
の人たちは分らないのですね。「台湾国内に顧客が
たくさんいるのに、なぜアメリカまで行って営業をす
るのだ。彼らは飛行機に乗りたいのか？」と陰口をた
たかれることもありました。私と朱はかなり厳しい立
場にあった時期もありましたが、父、菊池辰之介だけ
はじっと我慢していてくれました。

現在当社のお客様は約300社にのぼり、受注は1
社に偏ってはいません。父のころからの経営方針で
「1社に20％以上は依存するな」ということで、親父
からは本当に耳にタコができるほどしつこく言われま
した。結果的に当社が安定成長を続けられたのは、
様々な業界と取引をしていたことが奏功しています。
例えばある業界が低迷してきても農機具業界が伸び
てきてカバーする。その次はミシン業界が伸び、更に
ミシンが落ちると別の業界が成長してくる、という具
合で、顧客や市場のポートフォリオを多様化してきた
ことが当社の業績の安定に繋がりました。
このような受注分散体制となる前には、苦い教訓
がありました。当時の受注の多くを占める主要顧客
から「若手育成のため」として工場見学の要請が
あったのでお受けしたところ、彼らはバスを仕立てて
大挙押しかけ、工場を見学して帰っていきました。し
かし後日、彼らは軸受内製部門を立ち上げ、それと
同時に当社に大幅値引きを迫ってきたのです。結局、
我々は主要顧客を失うことを恐れ、泣く泣くそれに応
じるしかありませんでした。この件はそのお客様の要

2013年に実施された住宅・土地統計調査（以下、
住調）によると、全国の空き家は820万戸、住宅総
数6,063万戸に対する空き家率は13.5%となり、
2008年の前回調査比0.4%ポイントの上昇となっ
た。空き家数および空き家率は増加・上昇を続けて
おり、少子・高齢化が進むなか、空き家問題への社
会的関心が高まっている。
本稿では全国との比較や、県内市町村間での比
較を通じて埼玉県の空き家に関する現状および課
題について検討する。

空き家の増加は種々の問題を発生させる。2016
年度に国土交通省が行った「土地問題に関する意
識調査」によると、「空き家の増加で問題と感じるこ
と」として、「不審者の侵入や放火」が最も多く、次
いで「ゴミの不法投棄」、「雑木・雑草の繁茂」、「害
虫の発生や野良猫などの集中」、「地域の景観への
悪影響」が続き、防犯・防火面や環境面で影響が大
きいことがわかる。
しかし、ひとくちに「空き家」と言っても定義は意
外と広い。住調の定義では、空き家は「居住世帯の
ない住宅」のうち、以下に分類される住宅である。

・ウ「二次的住宅」（別荘や残業時等にたまに寝泊
りするための住宅。これらは継続的に利用してい
ても空き家に分類される）
・エ「売却用の住宅」（売却予定の空き家）
・オ「その他の住宅」（高齢者施設等への入居によ
り空き家となったものや相続で取得した空き家等。
管理不在の場合には、腐朽・破損状態となる可能
性が高く、いわゆる「空き家」といわれるもの）

・カ「賃貸用の住宅」（賃貸に係る空き家）
昼間だけ使用しているなどの「一時現在者のみ

の住宅」、建築中の住宅、住宅併用でない空き店舗
は空き家には含めない。
本稿では、以下の空き家率を用いていく。

・空き家率①＝（ウ＋エ＋オ＋カ）／（ア～ク合計）
　（空き家全体の住宅全体に占める率）
・持家その他空き家率②＝オ／（ア＋ウ＋エ＋オ）
　（オ「その他の住宅」の持家系住宅全体に占める率）
・賃貸空き家率③＝カ／（イ＋カ）
　（カ「賃貸用の住宅」の賃貸系住宅全体に占める率）

2013年の住調によると、全国で最も空き家率①の
高いのは山梨県22.0%で、以下長野県、和歌山県と
なっており、埼玉県は10.9%で4番目に低い水準と
なっている。新聞・ニュース等で取り上げられる空き
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家率の多くがこの空き家率①である。この空き家率
①は別荘等の二次的住宅も分子に含めて計算され
るため、別荘の多い都道府県が上位になりやすい。
いわゆる「空き家」のイメージに最も近い空き家
率である、持家その他空き家率②では、鹿児島県
16.7%が最も高く、以下高知県、愛媛県となってお
り、埼玉県は5.5%で2番目に低い水準となっている。
賃貸空き家率③では、山梨県29.2%が最も高く、
以下栃木県、群馬県、茨城県と続き、関東地方3県が
上位5位中3県を占める。関東地方では次いで千葉
県が19.9%で23位、埼玉県は18.8%で28位となっ
ている。埼玉県は全国平均18.8%と同水準である。
埼玉県においては空き家率①、②は低いものの、
賃貸空き家率③が全国平均レベルとなっている他、
総住宅数が全国で5番目に多いことから空き家率
は低くても、空き家数は355千戸と全国で8番目に
多い水準となっている。

埼玉県の空き家の推移をみると、2013年までの
15年間でその他の住宅空き家が64千戸から112
千戸に、賃貸用空き家が163千戸から211千戸に、
いずれも48千戸増加するなど、急激に増加してい
る。ここでは、空き家数が増加している中で、埼玉県

しかし、今後は世帯数が減少していく見込みであ
ることに加え、高齢化が急速に進行し、分子である
空き家数がさらに増加していくと考えられる。国立
社会保障・人口問題研究所の推計によると、世帯主
が75歳以上の単独世帯および夫婦のみの一般世
帯は、2015年の27万世帯が、2035年には41万世
帯へと、全国6番目に高い増加率で達する見込みで
ある。27万世帯の居住状況は、持家が22万世帯、
民営借家が3万世帯であり、この世帯層と新たにこ
の世帯層となる世帯の一定程度が、将来的な空き
家の潜在的予備軍と言えよう。

埼玉県は県外への通勤・通学率が高いとの結果
が国勢調査で示されているが、以下では都心から
の距離と空き家率の関係について検討する。
都心と接続している典型的な通勤・通学路線の４
路線を挙げ、各路線別に起点から15～25km（以下、
近距離帯）、35～45km（中距離帯）、70～80km（遠
距離帯）の範囲でひとつずつ計12市町村を選択した。
具体的には東武伊勢崎線で草加市、杉戸町、羽
生市（但し、羽生市は埼玉県北端で浅草からの距
離は66.2km）を、高崎線でさいたま市、桶川市、本
庄市を、東武東上線で志木市、坂戸市、寄居町を、

るなか、人口の自然減が始まっている中距離帯から
徐々に高まり、最終的には近距離帯も高まっていくも
のと思われる。既に高い水準となっている賃貸空き
家率については、人口動態を踏まえると、建て替え
ではない純粋な新築が今後も続けば、空き家率がさ
らに高まることが懸念される。
持家その他空き家率②と賃貸空き家率③を示し

た地図をみると、持家では秩父地区と県北部で高く、
賃貸ではこれら地区が高いことに加え、空き家率が
県全域で高い水準となっていることが読み取れる。

空き家の発生が全国的に社会問題となっている
なか、国・自治体も取り組みを強化している。
従来、一部市町村が条例により対応していたが、

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が
2015年5月に全面施行された。同法により、空き家
のうち倒壊の危険等のある「特定空き家等」につい
て、市町村長は所有者に対し、指導・勧告・命令を行
うことができ、命令に従わない場合のほか、要件が
明確化された行政代執行の方法により、所有者不
明の物件も、除却等の強制執行が可能となった。
また、公営住宅を増やせる財政状況にないなか、
増加する空き家の有効活用策として期待される住宅
セーフティネット法改正法が昨年10月に施行され、高
齢者・子育て世帯・低額所得者など住宅確保要配慮

の空き家率が低い要因をみていきたい。
2015年までの55年間の世帯数増減をみた場合、
埼玉県は東京都、神奈川県に次ぐ高い水準で増加
してきた。東京都との人口転出入状況では埼玉県が
筆頭で転入超過となっている。埼玉県は、地方に加
え、東京都からも転入を受けながら、全体として人
口・世帯数を増加させてきた。埼玉県内世帯数増減
と新設住宅着工戸数の推移をみると、その動きはほ
ぼ連動しており、世帯数増加が新設住宅増加につな
がったことがわかる。なお、建て替え需要もあるため、
新設住宅着工戸数が世帯数増加を上回っている。
このように埼玉県は世帯数増加による住宅数増加
が、各空き家率計算上の分母を増加させ、空き家率
が低かった。

西武池袋線で所沢市、入間市、秩父市を選択した。
空き家率は、持家その他空き家率②、賃貸空き
家率③とし、各距離帯の平均値で比較した。
まず、持家その他空き家率②についてみると、近・
中距離帯間での空き家率に差はみられなかったが、
近・中距離帯と遠距離帯の間では明らかな差がみ
られ、各市町村別の空き家率でみても、遠距離帯4
市町村は近・中距離帯の8市町村よりいずれも高く
なっている。賃貸空き家率③では、都心からの距離
が長くなるのに応じて、空き家率が高くなっている。
埼玉県「埼玉県推計人口」によると、住調が実施

された2013年までの15年間の世帯数増減率を各
距離帯別にみると、近距離帯21.1％、中距離帯
15.1％、遠距離帯5.5％と、距離が長くなるのに従
い低下し、遠距離帯の秩父市では世帯数が減少に
転じている。
遠距離帯の4市町村の人口は、既に2000年前後

から死亡数が出生数を上回る自然減の状況である
他、多少の変動はあるものの、転出者が転入者を上
回る社会減の傾向も強まっており、2000年前後か
ら人口は減少している。近・中距離帯では、社会増
減傾向は明確ではないものの、中距離帯の4市町村
については2010年前後から自然減に、近距離帯の
4市についてはここ最近で自然増減0となっている。
現状では大きな差がなく、かつ高い水準とはなっ

ていない、近・中距離帯の持家その他空き家率は、
今後、人口減少に続いて世帯数の減少が見込まれ

者に対する賃貸住宅の供給促進の枠組みが整った。
一方、埼玉県においても昨年3月に改定された

「埼玉県住生活基本計画」において、①空き家等対
策計画策定市町村数を2015年度の3市町村から
10年後に50市町村へ、②「その他空き家」数につ
き、2013年の11.2万戸を12年後に15.6万戸で抑
制、③空き家バンク設置市町村数を2015年度の
16市町村から12年後に50市町村へ、などの目標
指標を策定し、取り組みを強化している。
空き家の発生未然防止や、発生後の除却のため

には、税制や不動産登記制度などの抜本的な変革
も求められよう。例えば、空き家の発生につながりや
すい中古住宅の流通促進を図るため、新築住宅よ
り中古住宅取得を優遇する住宅税制の導入である。
また、自ら除却しない所有者や所有者不明の空き家
が発生した場合の除却に備え、建物除却費用を織
り込んだ固定資産税の導入や、所有者不明を発生
させない、マイナンバーともリンクさせた不動産の保
存登記・相続登記の義務化なども検討に値しよう。
住民サイドにおいても、欧米と比較して高いと言

われる「新築一辺倒」の意識変革が必要となろう。
幸いにして、現時点では県内の空き家率は全国

と比較してまだ高くはない。空き家の発生による住
環境の悪化を防ぐためにも、空き家を中古住宅や公
共的な拠点等として利活用を進め、ニーズのない物
件は除却していくなど、早期かつ積極的な対応が重
要と考える。 （太田富雄）

今日は「わが社のグローバル経営」という演題で
お話をさせていただきます。創業からわずか15年後
の昭和42（1967）年、まだ「国際化」が一般的では
ない時期に、創業者である私の父菊池辰之助が義
理人情から台湾に工場をつくったことから当社のグ
ローバル化は始まりました。私の海外での勤務経験
を含めて、今日までの当社の歩みをお話しして、経営
基盤の構築や人材の育成と活用など、中小企業が
グローバル化を進めるうえでの経営課題を皆さまと
考えて参りたいと思います。
当社は粉末冶金（金属粉を金型で押し固め、加熱

して金属部品を作る技術）製品の製造・販売業です。
小型モーター用焼結含油軸受専門メーカーからス
タートし、現在は機械部品、MIM（Metal Injection 
Mold）等様々な製品を生産しています。父が創業、
叔父が二代目で、私が三代目になります。
現在9つの国と地域に生産拠点をもち、グループ
全体の従業員数は約4,500人。2017年の連結売上
高は約500億円となり、おかげさまで私が社長に就任

した2003年と比して売上高は約2倍に成長していま
す。現在連結売上高の約9割は海外からの受注です。

会社がここまで来られたのは、やはり創業者、父の
「信念」が大いに影響しており、叔父も私も敬意を表
し「親父殿」と呼んでおりました。
明治44（1911）年生まれの父は、大正14（1925）
年に、久原鉱業の日立鉱山（現：JXTGホールディン
グス）に入社、後に一時は子会社の日立製作所にも
在籍していました。そして昭和9年にはマレーシアの
銅鉱山に管理者として赴任し、太平洋戦争のさなか
では現地で軍属としての立場もあったようです。終
戦時には父の瀬戸際での咄嗟の判断で、仲間を連
れてジャングルを突破して飛行場までたどり着き、ぎ
りぎり帰国に間に合ったという、まさに九死に一生を
得る体験もありました。
戦前は日本鉱業（久原鉱業から改称）の研究所で
数々の特許を取得し「東洋のエジソン」と新聞に紹
介されたこともある発明家であった父は、終戦後は
日本鉱業駒沢含油合金製造所で銅粉末の研究を始
め、銅粉を安価に大量生産する製造方法を発明、特
許を取得しました。父はこの製造方法で銅粉を大量
生産し、粉末冶金製法で含油軸受として世界に供
給すれば、ベアリングに代わる重要な存在になると

いう「信念」をもっていました。そこで原料の銅粉に
続き、今度は粉末冶金製法で含油軸受をつくる製造
方法の特許も取得したのです。その後も製品の改良
をしたり、赤羽に工場を新設したりと、父は社内で含
油軸受を増産する努力を重ねましたが、銅鉱山全体
から見れば銅粉はいわばおまけのようなもので、日
本鉱業の社内の人たちの盛り上がりはいまひとつで
した。そこで父は「この事業は、自前でやるしかな
い」と一念発起して会社から独立し、当社の前身、東
京オイレスメタル工業を設立したのです。昭和27
（1952）年のことでした。

父は将来を見通す洞察力と、粉末冶金の将来性
に対する確固たる自信をもっていました。昔から回
転する機械・電気製品には必ず注油をしていました。
しかし父は、今後は簡単に注油ができない機械や
電気製品が数多く出現するだろう、だから注油を必
要としない含油軸受は必要不可欠となり、需要は必
ず拡大するという見通しを立てていました。その見
通しどおりテープレコーダーや扇風機などの家電製
品が伸び、モーターの需要も増えてきました。そして
父の開発した焼結含油軸受はノイズが非常に少な
く、その性能が世に認められていきます。
父は「常に好奇心をもって、前を向いてやれ」そし

て「発明の基本は絶対ロジカルなことが裏になけれ
ばならない。でも、そういうものを考えながらも、自分
のインスピレーションがなければ、絶対にその先には
進めないよ」と茨城弁で話していました。また「我々
は単に物を売っているのではない。技術を売ってい
るのである。技術は誠意をもって売らなければならな
い。人間関係で最も大切なものも、誠意であるから
ね」これらの父の言葉は、今でもわが社の社訓とし
て受け継がれています。

お客様から「菊池さん、御社は1967年という早い

時期に台湾へ出て、とても国際化が進んでいます
ね」と言われることがあります。しかし最初にお話し
したように、台湾への展開は、父の義理人情から始
まったことで、戦略的な国際化として始めたものでは
ありませんでした。
父が戦時中に日本鉱業の社員としてマレーシアの

ツングンに赴任した時、台湾人の一家と知り合いま
した。一家は台湾に子供を残してきていると聞いた
父は私費で台湾から子供を呼び寄せてあげたところ、
その子供がとても優秀だったので、自分の書生にし
て育て、現地採用の形で雇いました。しかし終戦を迎
えて、父は日本へ、一家は台湾へと帰国することにな
ります。この書生であった台湾人が非常に素晴らし
い人でした。終戦時、父がマレーシアから急きょ撤退
する際に、日本鉱業の精錬所には非常に高価な白
金の坩堝を含め何もかも置き去りにせざるを得ませ
んでした。日本人の貴重品など黙っていればそのま
まにもできたものを、この人は細大漏らさず日本行の
船に乗せ、苦心して全て送り戻してきたのです。この
ことを父は大変に感謝しておりました。そしてその後、
台湾に帰国したこの人が仕事もなく生活に困ってい
るという内容の手紙が回り回って父のところに届き
ます。当時父は独立起業してまだ15年ほど、自身も
大変な時でしたが、台湾には当社の製品を納入して
いるお客様があったこともあり、彼に感謝をしていた
父は「彼のためなら」と彼に当社の販売代理店とし
て働いてもらうこととしました。すると彼が続々と販
路を広げ、また製品の優秀さが広まって、ついには台
湾側から是非現地生産をしてほしいと請われること
になり、台湾工場を設立する運びとなりました。
こうして200坪の工場が完成し、私が28歳の時に
台湾工場勤務を命じられました。空港に着いて飛行
機から降りた時にとても暑かったことを覚えています。
工場に着いたらもっとびっくり。工場といっても田ん
ぼの中の200坪、夜になると食用ガエルが工場の周
りでゲロゲロ鳴いていました。
当時の台湾工場では、やはり父のかつての部下が、
本当に寝食を忘れて業務に取組み、会社を支えてく
れました。この方がいなかったら、いまの台湾ポーラ

イトはなかったと思います。
当時の台湾では、私よりも上手に日本語を話す
方々が周りに大勢おり、とても驚かされました。私は
台湾の方々から、改めて日本についてのことや、華僑
の方たちとのビジネスの進め方、付き合い方など非
常に多くのことを教えられました。
当時の台湾は、日本語と台湾語、そして北京語が
混在しているような状況でした。台湾語と北京語は
全く別の言語です。私は自分自身の反省も込めて
「きちっと北京語を勉強しなさい」と社員たちにずっ
と言っておりましたので、現在当社では北京語を話
せる社員が非常に多くなりました。

現在の台湾ポーライトの総経理は朱秋龍という者
です。彼は、台湾ロータリークラブの会長を務めるな
ど非常に人脈が広く、台湾ではそれなりの有名人で
す。語学も堪能で、英語、台湾語、日本語、北京語は
全部できます。また前総統の馬英九氏とも親しく、馬
氏は今までに二度ほど台湾ポーライトを訪れています。
今年の4月に台湾ポーライトの設立50周年のセレモ
ニーを開催致しますが、前総統もご出席の予定です。
父は、自分が台湾に長期滞在していた時期に朱氏

と出会いました。最初はたまたま同じ場所で夕食を
とっているうちに顔見知りとなり、話をするうちに徐々
に親しくなったそうです。彼は当時、大学を卒業して
国営会社に勤務していましたが、父は彼に惚れ込ん
で、当社への入社を口説き続けます。彼の会社の上
席に会いに行き、当社の将来ビジョンを滔々と語り、
彼の当社への入社を懇願までしたそうです。ついに
朱が当社への入社を応諾すると、父は彼を日本へ呼
び寄せ、約三年間本社で徹底的に訓練しました。父
は私に対して「朱には日本のことを一切お前からは
教えるな」と指示しました。また朱へは「全てのことを
自分で対処しなさい」と命じたそうです。
大切なことは、経営トップが常に有能な人材を探

し求めること。そしてトップが将来の幹部候補生の
育成に積極的に関与することだと思います。経営トッ

求内容を受け入れたことで、結果として良好な関係
を保つことができ、現在に至る長いお付き合いを続
けておりますが、同時に我々は特定顧客に頼る体制
の危うさと企業秘密を保護することの重要性を改め
て思い知らされました。
そこで私は新しい海外のお客様をヨーロッパ、アメ

リカで一生懸命開拓していくことに専念しました。開
拓したお客様には軸受のみならず、新たに機械部品
やMIMも納入し、製品のラインナップを広げつつ、
新しい業界と取引を広げることもできました。
顧客、市場を多様化し、特定顧客、特定市場への
依存を避けることが極めて重要です。現在、当社グ
ループは上位30社からの売上は全体の63％であり、
一顧客の売上依存度は最大でも7％弱です。

昭和54（1979）年にシンガポール工場を設立し
たのが、当社の戦略的国際化の第一歩です。これも
最初から私が現地で工場を立ち上げました。お客様
の状況を読んで、一足早く海外に展開し、現地で準
備をしていくのがわが社の海外展開のスタイルです。
シンガポールも当初は赤字でしたが、プラザ合意以
降、日系モーターメーカーが続々と東南アジアに工
場を新設、部品を現地調達するときには、当社は安
定品質で大量生産の即応体制が整っており、その需
要すべてを当社のシンガポール、マレーシア工場で
引き受けることができました。
私は海外拠点の経営はローカル化していくことが
基本だと考えています。特に中国・台湾圏です。リー
ダーには基本的なビジネススキル、言語・コミュニ
ケーション能力、そして異文化を理解する能力が必
要です。時には法律よりも優先される宗教や習慣、
風習などを良く理解したうえでビジネスを進めていく
ことが必須であり、そうした場面ではローカルのトッ
プが圧倒的に有利です。
一方でシンガポールやマレーシアのようにお客様

は日系企業が多く、それらのトップや技術陣も全部日
本人というケースでは、折衝において完璧な日本語

が求められます。そういうところへは日本人のトップ
を配置すべきだと考えます。

当社はこれまで、各拠点に対し独立採算・自律型
の「緩やかな統治」の経営スタイルでした。創業者
から直接薫陶を受けた幹部層のロイヤリティによる
求心力が根底にあったからです。この緩やかさが活
力を産み、結果的にグループの成長に繋がった要因
でもあります。しかし現在は、事業地域の拡大、従業
員の年代のギャップ、創業者を知らない世代の増加、
価値観の多様化などが日々進んでいます。そこで私
は、これからは「仕組みでポーライトの価値を受け継
ぐ」ことが必要だと考えました。
そして当社としては思い切った策を打ち出しました。

当社の国内、海外の全拠点における財務管理、生産
管理、販売管理などを一括してリアルタイムで実施し、
情報も連携させるＥＲＰシステム、ＳＡＰを平成26
（2014）年に導入したのです。最初にお話ししたように
当社グループは海外からの売上高が約90％となって
います。導入前はそれぞれの拠点が独自に個別構築
したシステムを使用しており、全体としては、情報の連
携がとれていませんでした。私どもの事業規模でＳＡＰ
は過大ではないかという議論もありましたが、私はあえ
て次の世代の社員たちのために導入を決断しました。
私もかつて海外拠点で勤務していた時には、現場

の状況を理解してくれない本社の悪口を言っていま
した。本社に戻った後、改めて現場の状況や情報を
把握することの大切さを再認識したのです。自分の
言葉がブーメランとなって自分のところへ戻ってきた
ようなものです。今は会長になりましたが、この仕組
みを一日でも早くフル活用してほしいと願っておりま
す。今後は、自動化によって人間の手を極力排し、一
個一個の製品を1個単位で保証できるレベルにした
い。そしてグループ全拠点の状況をリアルタイムで
「見える化」したいと考えております。
ご清聴ありがとうございました。
（文責：埼玉りそな産業経済振興財団事務局）

日本人か現地化か

これからの経営課題

次世代リーダーの発掘・育成

プの親父自身が、本当にこの人なら、という人物を自
分で見つけ、責任をもって育成していきました。
その彼が私と一緒に仕事を続け、二人で会社の
将来のことをあれこれと考え、主力の含油軸受に加
えて、新たに機械部品にも進出するための勉強をし
たり、いろいろな企業へ売り込みに行ったりという地
道な活動を続けたことによって、わが社の仕事が欧
米にも拡がって行きました。
私と朱は本当に寝食をともにし、営業で海外を歩

き回りながら何度も悔し涙を流しました。しかし本社
の人たちは分らないのですね。「台湾国内に顧客が
たくさんいるのに、なぜアメリカまで行って営業をす
るのだ。彼らは飛行機に乗りたいのか？」と陰口をた
たかれることもありました。私と朱はかなり厳しい立
場にあった時期もありましたが、父、菊池辰之介だけ
はじっと我慢していてくれました。

現在当社のお客様は約300社にのぼり、受注は1
社に偏ってはいません。父のころからの経営方針で
「1社に20％以上は依存するな」ということで、親父
からは本当に耳にタコができるほどしつこく言われま
した。結果的に当社が安定成長を続けられたのは、
様々な業界と取引をしていたことが奏功しています。
例えばある業界が低迷してきても農機具業界が伸び
てきてカバーする。その次はミシン業界が伸び、更に
ミシンが落ちると別の業界が成長してくる、という具
合で、顧客や市場のポートフォリオを多様化してきた
ことが当社の業績の安定に繋がりました。
このような受注分散体制となる前には、苦い教訓
がありました。当時の受注の多くを占める主要顧客
から「若手育成のため」として工場見学の要請が
あったのでお受けしたところ、彼らはバスを仕立てて
大挙押しかけ、工場を見学して帰っていきました。し
かし後日、彼らは軸受内製部門を立ち上げ、それと
同時に当社に大幅値引きを迫ってきたのです。結局、
我々は主要顧客を失うことを恐れ、泣く泣くそれに応
じるしかありませんでした。この件はそのお客様の要

顧客・市場ポートフォリオの多様化

2013年に実施された住宅・土地統計調査（以下、
住調）によると、全国の空き家は820万戸、住宅総
数6,063万戸に対する空き家率は13.5%となり、
2008年の前回調査比0.4%ポイントの上昇となっ
た。空き家数および空き家率は増加・上昇を続けて
おり、少子・高齢化が進むなか、空き家問題への社
会的関心が高まっている。
本稿では全国との比較や、県内市町村間での比
較を通じて埼玉県の空き家に関する現状および課
題について検討する。

空き家の増加は種々の問題を発生させる。2016
年度に国土交通省が行った「土地問題に関する意
識調査」によると、「空き家の増加で問題と感じるこ
と」として、「不審者の侵入や放火」が最も多く、次
いで「ゴミの不法投棄」、「雑木・雑草の繁茂」、「害
虫の発生や野良猫などの集中」、「地域の景観への
悪影響」が続き、防犯・防火面や環境面で影響が大
きいことがわかる。
しかし、ひとくちに「空き家」と言っても定義は意
外と広い。住調の定義では、空き家は「居住世帯の
ない住宅」のうち、以下に分類される住宅である。

・ウ「二次的住宅」（別荘や残業時等にたまに寝泊
りするための住宅。これらは継続的に利用してい
ても空き家に分類される）
・エ「売却用の住宅」（売却予定の空き家）
・オ「その他の住宅」（高齢者施設等への入居によ
り空き家となったものや相続で取得した空き家等。
管理不在の場合には、腐朽・破損状態となる可能
性が高く、いわゆる「空き家」といわれるもの）

・カ「賃貸用の住宅」（賃貸に係る空き家）
昼間だけ使用しているなどの「一時現在者のみ

の住宅」、建築中の住宅、住宅併用でない空き店舗
は空き家には含めない。
本稿では、以下の空き家率を用いていく。

・空き家率①＝（ウ＋エ＋オ＋カ）／（ア～ク合計）
　（空き家全体の住宅全体に占める率）
・持家その他空き家率②＝オ／（ア＋ウ＋エ＋オ）
　（オ「その他の住宅」の持家系住宅全体に占める率）
・賃貸空き家率③＝カ／（イ＋カ）
　（カ「賃貸用の住宅」の賃貸系住宅全体に占める率）

2013年の住調によると、全国で最も空き家率①の
高いのは山梨県22.0%で、以下長野県、和歌山県と
なっており、埼玉県は10.9%で4番目に低い水準と
なっている。新聞・ニュース等で取り上げられる空き
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家率の多くがこの空き家率①である。この空き家率
①は別荘等の二次的住宅も分子に含めて計算され
るため、別荘の多い都道府県が上位になりやすい。
いわゆる「空き家」のイメージに最も近い空き家
率である、持家その他空き家率②では、鹿児島県
16.7%が最も高く、以下高知県、愛媛県となってお
り、埼玉県は5.5%で2番目に低い水準となっている。
賃貸空き家率③では、山梨県29.2%が最も高く、
以下栃木県、群馬県、茨城県と続き、関東地方3県が
上位5位中3県を占める。関東地方では次いで千葉
県が19.9%で23位、埼玉県は18.8%で28位となっ
ている。埼玉県は全国平均18.8%と同水準である。
埼玉県においては空き家率①、②は低いものの、
賃貸空き家率③が全国平均レベルとなっている他、
総住宅数が全国で5番目に多いことから空き家率
は低くても、空き家数は355千戸と全国で8番目に
多い水準となっている。

埼玉県の空き家の推移をみると、2013年までの
15年間でその他の住宅空き家が64千戸から112
千戸に、賃貸用空き家が163千戸から211千戸に、
いずれも48千戸増加するなど、急激に増加してい
る。ここでは、空き家数が増加している中で、埼玉県

しかし、今後は世帯数が減少していく見込みであ
ることに加え、高齢化が急速に進行し、分子である
空き家数がさらに増加していくと考えられる。国立
社会保障・人口問題研究所の推計によると、世帯主
が75歳以上の単独世帯および夫婦のみの一般世
帯は、2015年の27万世帯が、2035年には41万世
帯へと、全国6番目に高い増加率で達する見込みで
ある。27万世帯の居住状況は、持家が22万世帯、
民営借家が3万世帯であり、この世帯層と新たにこ
の世帯層となる世帯の一定程度が、将来的な空き
家の潜在的予備軍と言えよう。

埼玉県は県外への通勤・通学率が高いとの結果
が国勢調査で示されているが、以下では都心から
の距離と空き家率の関係について検討する。
都心と接続している典型的な通勤・通学路線の４
路線を挙げ、各路線別に起点から15～25km（以下、
近距離帯）、35～45km（中距離帯）、70～80km（遠
距離帯）の範囲でひとつずつ計12市町村を選択した。
具体的には東武伊勢崎線で草加市、杉戸町、羽
生市（但し、羽生市は埼玉県北端で浅草からの距
離は66.2km）を、高崎線でさいたま市、桶川市、本
庄市を、東武東上線で志木市、坂戸市、寄居町を、

るなか、人口の自然減が始まっている中距離帯から
徐々に高まり、最終的には近距離帯も高まっていくも
のと思われる。既に高い水準となっている賃貸空き
家率については、人口動態を踏まえると、建て替え
ではない純粋な新築が今後も続けば、空き家率がさ
らに高まることが懸念される。
持家その他空き家率②と賃貸空き家率③を示し

た地図をみると、持家では秩父地区と県北部で高く、
賃貸ではこれら地区が高いことに加え、空き家率が
県全域で高い水準となっていることが読み取れる。

空き家の発生が全国的に社会問題となっている
なか、国・自治体も取り組みを強化している。
従来、一部市町村が条例により対応していたが、

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が
2015年5月に全面施行された。同法により、空き家
のうち倒壊の危険等のある「特定空き家等」につい
て、市町村長は所有者に対し、指導・勧告・命令を行
うことができ、命令に従わない場合のほか、要件が
明確化された行政代執行の方法により、所有者不
明の物件も、除却等の強制執行が可能となった。
また、公営住宅を増やせる財政状況にないなか、
増加する空き家の有効活用策として期待される住宅
セーフティネット法改正法が昨年10月に施行され、高
齢者・子育て世帯・低額所得者など住宅確保要配慮

の空き家率が低い要因をみていきたい。
2015年までの55年間の世帯数増減をみた場合、
埼玉県は東京都、神奈川県に次ぐ高い水準で増加
してきた。東京都との人口転出入状況では埼玉県が
筆頭で転入超過となっている。埼玉県は、地方に加
え、東京都からも転入を受けながら、全体として人
口・世帯数を増加させてきた。埼玉県内世帯数増減
と新設住宅着工戸数の推移をみると、その動きはほ
ぼ連動しており、世帯数増加が新設住宅増加につな
がったことがわかる。なお、建て替え需要もあるため、
新設住宅着工戸数が世帯数増加を上回っている。
このように埼玉県は世帯数増加による住宅数増加
が、各空き家率計算上の分母を増加させ、空き家率
が低かった。

西武池袋線で所沢市、入間市、秩父市を選択した。
空き家率は、持家その他空き家率②、賃貸空き
家率③とし、各距離帯の平均値で比較した。
まず、持家その他空き家率②についてみると、近・
中距離帯間での空き家率に差はみられなかったが、
近・中距離帯と遠距離帯の間では明らかな差がみ
られ、各市町村別の空き家率でみても、遠距離帯4
市町村は近・中距離帯の8市町村よりいずれも高く
なっている。賃貸空き家率③では、都心からの距離
が長くなるのに応じて、空き家率が高くなっている。
埼玉県「埼玉県推計人口」によると、住調が実施

された2013年までの15年間の世帯数増減率を各
距離帯別にみると、近距離帯21.1％、中距離帯
15.1％、遠距離帯5.5％と、距離が長くなるのに従
い低下し、遠距離帯の秩父市では世帯数が減少に
転じている。
遠距離帯の4市町村の人口は、既に2000年前後

から死亡数が出生数を上回る自然減の状況である
他、多少の変動はあるものの、転出者が転入者を上
回る社会減の傾向も強まっており、2000年前後か
ら人口は減少している。近・中距離帯では、社会増
減傾向は明確ではないものの、中距離帯の4市町村
については2010年前後から自然減に、近距離帯の
4市についてはここ最近で自然増減0となっている。
現状では大きな差がなく、かつ高い水準とはなっ

ていない、近・中距離帯の持家その他空き家率は、
今後、人口減少に続いて世帯数の減少が見込まれ

者に対する賃貸住宅の供給促進の枠組みが整った。
一方、埼玉県においても昨年3月に改定された

「埼玉県住生活基本計画」において、①空き家等対
策計画策定市町村数を2015年度の3市町村から
10年後に50市町村へ、②「その他空き家」数につ
き、2013年の11.2万戸を12年後に15.6万戸で抑
制、③空き家バンク設置市町村数を2015年度の
16市町村から12年後に50市町村へ、などの目標
指標を策定し、取り組みを強化している。
空き家の発生未然防止や、発生後の除却のため

には、税制や不動産登記制度などの抜本的な変革
も求められよう。例えば、空き家の発生につながりや
すい中古住宅の流通促進を図るため、新築住宅よ
り中古住宅取得を優遇する住宅税制の導入である。
また、自ら除却しない所有者や所有者不明の空き家
が発生した場合の除却に備え、建物除却費用を織
り込んだ固定資産税の導入や、所有者不明を発生
させない、マイナンバーともリンクさせた不動産の保
存登記・相続登記の義務化なども検討に値しよう。
住民サイドにおいても、欧米と比較して高いと言

われる「新築一辺倒」の意識変革が必要となろう。
幸いにして、現時点では県内の空き家率は全国

と比較してまだ高くはない。空き家の発生による住
環境の悪化を防ぐためにも、空き家を中古住宅や公
共的な拠点等として利活用を進め、ニーズのない物
件は除却していくなど、早期かつ積極的な対応が重
要と考える。 （太田富雄）

今日は「わが社のグローバル経営」という演題で
お話をさせていただきます。創業からわずか15年後
の昭和42（1967）年、まだ「国際化」が一般的では
ない時期に、創業者である私の父菊池辰之助が義
理人情から台湾に工場をつくったことから当社のグ
ローバル化は始まりました。私の海外での勤務経験
を含めて、今日までの当社の歩みをお話しして、経営
基盤の構築や人材の育成と活用など、中小企業が
グローバル化を進めるうえでの経営課題を皆さまと
考えて参りたいと思います。
当社は粉末冶金（金属粉を金型で押し固め、加熱

して金属部品を作る技術）製品の製造・販売業です。
小型モーター用焼結含油軸受専門メーカーからス
タートし、現在は機械部品、MIM（Metal Injection 
Mold）等様々な製品を生産しています。父が創業、
叔父が二代目で、私が三代目になります。
現在9つの国と地域に生産拠点をもち、グループ
全体の従業員数は約4,500人。2017年の連結売上
高は約500億円となり、おかげさまで私が社長に就任

した2003年と比して売上高は約2倍に成長していま
す。現在連結売上高の約9割は海外からの受注です。

会社がここまで来られたのは、やはり創業者、父の
「信念」が大いに影響しており、叔父も私も敬意を表
し「親父殿」と呼んでおりました。
明治44（1911）年生まれの父は、大正14（1925）
年に、久原鉱業の日立鉱山（現：JXTGホールディン
グス）に入社、後に一時は子会社の日立製作所にも
在籍していました。そして昭和9年にはマレーシアの
銅鉱山に管理者として赴任し、太平洋戦争のさなか
では現地で軍属としての立場もあったようです。終
戦時には父の瀬戸際での咄嗟の判断で、仲間を連
れてジャングルを突破して飛行場までたどり着き、ぎ
りぎり帰国に間に合ったという、まさに九死に一生を
得る体験もありました。
戦前は日本鉱業（久原鉱業から改称）の研究所で
数々の特許を取得し「東洋のエジソン」と新聞に紹
介されたこともある発明家であった父は、終戦後は
日本鉱業駒沢含油合金製造所で銅粉末の研究を始
め、銅粉を安価に大量生産する製造方法を発明、特
許を取得しました。父はこの製造方法で銅粉を大量
生産し、粉末冶金製法で含油軸受として世界に供
給すれば、ベアリングに代わる重要な存在になると

いう「信念」をもっていました。そこで原料の銅粉に
続き、今度は粉末冶金製法で含油軸受をつくる製造
方法の特許も取得したのです。その後も製品の改良
をしたり、赤羽に工場を新設したりと、父は社内で含
油軸受を増産する努力を重ねましたが、銅鉱山全体
から見れば銅粉はいわばおまけのようなもので、日
本鉱業の社内の人たちの盛り上がりはいまひとつで
した。そこで父は「この事業は、自前でやるしかな
い」と一念発起して会社から独立し、当社の前身、東
京オイレスメタル工業を設立したのです。昭和27
（1952）年のことでした。

父は将来を見通す洞察力と、粉末冶金の将来性
に対する確固たる自信をもっていました。昔から回
転する機械・電気製品には必ず注油をしていました。
しかし父は、今後は簡単に注油ができない機械や
電気製品が数多く出現するだろう、だから注油を必
要としない含油軸受は必要不可欠となり、需要は必
ず拡大するという見通しを立てていました。その見
通しどおりテープレコーダーや扇風機などの家電製
品が伸び、モーターの需要も増えてきました。そして
父の開発した焼結含油軸受はノイズが非常に少な
く、その性能が世に認められていきます。
父は「常に好奇心をもって、前を向いてやれ」そし

て「発明の基本は絶対ロジカルなことが裏になけれ
ばならない。でも、そういうものを考えながらも、自分
のインスピレーションがなければ、絶対にその先には
進めないよ」と茨城弁で話していました。また「我々
は単に物を売っているのではない。技術を売ってい
るのである。技術は誠意をもって売らなければならな
い。人間関係で最も大切なものも、誠意であるから
ね」これらの父の言葉は、今でもわが社の社訓とし
て受け継がれています。

お客様から「菊池さん、御社は1967年という早い

時期に台湾へ出て、とても国際化が進んでいます
ね」と言われることがあります。しかし最初にお話し
したように、台湾への展開は、父の義理人情から始
まったことで、戦略的な国際化として始めたものでは
ありませんでした。
父が戦時中に日本鉱業の社員としてマレーシアの

ツングンに赴任した時、台湾人の一家と知り合いま
した。一家は台湾に子供を残してきていると聞いた
父は私費で台湾から子供を呼び寄せてあげたところ、
その子供がとても優秀だったので、自分の書生にし
て育て、現地採用の形で雇いました。しかし終戦を迎
えて、父は日本へ、一家は台湾へと帰国することにな
ります。この書生であった台湾人が非常に素晴らし
い人でした。終戦時、父がマレーシアから急きょ撤退
する際に、日本鉱業の精錬所には非常に高価な白
金の坩堝を含め何もかも置き去りにせざるを得ませ
んでした。日本人の貴重品など黙っていればそのま
まにもできたものを、この人は細大漏らさず日本行の
船に乗せ、苦心して全て送り戻してきたのです。この
ことを父は大変に感謝しておりました。そしてその後、
台湾に帰国したこの人が仕事もなく生活に困ってい
るという内容の手紙が回り回って父のところに届き
ます。当時父は独立起業してまだ15年ほど、自身も
大変な時でしたが、台湾には当社の製品を納入して
いるお客様があったこともあり、彼に感謝をしていた
父は「彼のためなら」と彼に当社の販売代理店とし
て働いてもらうこととしました。すると彼が続々と販
路を広げ、また製品の優秀さが広まって、ついには台
湾側から是非現地生産をしてほしいと請われること
になり、台湾工場を設立する運びとなりました。
こうして200坪の工場が完成し、私が28歳の時に
台湾工場勤務を命じられました。空港に着いて飛行
機から降りた時にとても暑かったことを覚えています。
工場に着いたらもっとびっくり。工場といっても田ん
ぼの中の200坪、夜になると食用ガエルが工場の周
りでゲロゲロ鳴いていました。
当時の台湾工場では、やはり父のかつての部下が、
本当に寝食を忘れて業務に取組み、会社を支えてく
れました。この方がいなかったら、いまの台湾ポーラ

イトはなかったと思います。
当時の台湾では、私よりも上手に日本語を話す
方々が周りに大勢おり、とても驚かされました。私は
台湾の方々から、改めて日本についてのことや、華僑
の方たちとのビジネスの進め方、付き合い方など非
常に多くのことを教えられました。
当時の台湾は、日本語と台湾語、そして北京語が
混在しているような状況でした。台湾語と北京語は
全く別の言語です。私は自分自身の反省も込めて
「きちっと北京語を勉強しなさい」と社員たちにずっ
と言っておりましたので、現在当社では北京語を話
せる社員が非常に多くなりました。

現在の台湾ポーライトの総経理は朱秋龍という者
です。彼は、台湾ロータリークラブの会長を務めるな
ど非常に人脈が広く、台湾ではそれなりの有名人で
す。語学も堪能で、英語、台湾語、日本語、北京語は
全部できます。また前総統の馬英九氏とも親しく、馬
氏は今までに二度ほど台湾ポーライトを訪れています。
今年の4月に台湾ポーライトの設立50周年のセレモ
ニーを開催致しますが、前総統もご出席の予定です。
父は、自分が台湾に長期滞在していた時期に朱氏

と出会いました。最初はたまたま同じ場所で夕食を
とっているうちに顔見知りとなり、話をするうちに徐々
に親しくなったそうです。彼は当時、大学を卒業して
国営会社に勤務していましたが、父は彼に惚れ込ん
で、当社への入社を口説き続けます。彼の会社の上
席に会いに行き、当社の将来ビジョンを滔々と語り、
彼の当社への入社を懇願までしたそうです。ついに
朱が当社への入社を応諾すると、父は彼を日本へ呼
び寄せ、約三年間本社で徹底的に訓練しました。父
は私に対して「朱には日本のことを一切お前からは
教えるな」と指示しました。また朱へは「全てのことを
自分で対処しなさい」と命じたそうです。
大切なことは、経営トップが常に有能な人材を探

し求めること。そしてトップが将来の幹部候補生の
育成に積極的に関与することだと思います。経営トッ

求内容を受け入れたことで、結果として良好な関係
を保つことができ、現在に至る長いお付き合いを続
けておりますが、同時に我々は特定顧客に頼る体制
の危うさと企業秘密を保護することの重要性を改め
て思い知らされました。
そこで私は新しい海外のお客様をヨーロッパ、アメ

リカで一生懸命開拓していくことに専念しました。開
拓したお客様には軸受のみならず、新たに機械部品
やMIMも納入し、製品のラインナップを広げつつ、
新しい業界と取引を広げることもできました。
顧客、市場を多様化し、特定顧客、特定市場への
依存を避けることが極めて重要です。現在、当社グ
ループは上位30社からの売上は全体の63％であり、
一顧客の売上依存度は最大でも7％弱です。

昭和54（1979）年にシンガポール工場を設立し
たのが、当社の戦略的国際化の第一歩です。これも
最初から私が現地で工場を立ち上げました。お客様
の状況を読んで、一足早く海外に展開し、現地で準
備をしていくのがわが社の海外展開のスタイルです。
シンガポールも当初は赤字でしたが、プラザ合意以
降、日系モーターメーカーが続々と東南アジアに工
場を新設、部品を現地調達するときには、当社は安
定品質で大量生産の即応体制が整っており、その需
要すべてを当社のシンガポール、マレーシア工場で
引き受けることができました。
私は海外拠点の経営はローカル化していくことが
基本だと考えています。特に中国・台湾圏です。リー
ダーには基本的なビジネススキル、言語・コミュニ
ケーション能力、そして異文化を理解する能力が必
要です。時には法律よりも優先される宗教や習慣、
風習などを良く理解したうえでビジネスを進めていく
ことが必須であり、そうした場面ではローカルのトッ
プが圧倒的に有利です。
一方でシンガポールやマレーシアのようにお客様

は日系企業が多く、それらのトップや技術陣も全部日
本人というケースでは、折衝において完璧な日本語

が求められます。そういうところへは日本人のトップ
を配置すべきだと考えます。

当社はこれまで、各拠点に対し独立採算・自律型
の「緩やかな統治」の経営スタイルでした。創業者
から直接薫陶を受けた幹部層のロイヤリティによる
求心力が根底にあったからです。この緩やかさが活
力を産み、結果的にグループの成長に繋がった要因
でもあります。しかし現在は、事業地域の拡大、従業
員の年代のギャップ、創業者を知らない世代の増加、
価値観の多様化などが日々進んでいます。そこで私
は、これからは「仕組みでポーライトの価値を受け継
ぐ」ことが必要だと考えました。
そして当社としては思い切った策を打ち出しました。

当社の国内、海外の全拠点における財務管理、生産
管理、販売管理などを一括してリアルタイムで実施し、
情報も連携させるＥＲＰシステム、ＳＡＰを平成26
（2014）年に導入したのです。最初にお話ししたように
当社グループは海外からの売上高が約90％となって
います。導入前はそれぞれの拠点が独自に個別構築
したシステムを使用しており、全体としては、情報の連
携がとれていませんでした。私どもの事業規模でＳＡＰ
は過大ではないかという議論もありましたが、私はあえ
て次の世代の社員たちのために導入を決断しました。
私もかつて海外拠点で勤務していた時には、現場

の状況を理解してくれない本社の悪口を言っていま
した。本社に戻った後、改めて現場の状況や情報を
把握することの大切さを再認識したのです。自分の
言葉がブーメランとなって自分のところへ戻ってきた
ようなものです。今は会長になりましたが、この仕組
みを一日でも早くフル活用してほしいと願っておりま
す。今後は、自動化によって人間の手を極力排し、一
個一個の製品を1個単位で保証できるレベルにした
い。そしてグループ全拠点の状況をリアルタイムで
「見える化」したいと考えております。
ご清聴ありがとうございました。
（文責：埼玉りそな産業経済振興財団事務局）

日本人か現地化か

これからの経営課題

次世代リーダーの発掘・育成

プの親父自身が、本当にこの人なら、という人物を自
分で見つけ、責任をもって育成していきました。
その彼が私と一緒に仕事を続け、二人で会社の
将来のことをあれこれと考え、主力の含油軸受に加
えて、新たに機械部品にも進出するための勉強をし
たり、いろいろな企業へ売り込みに行ったりという地
道な活動を続けたことによって、わが社の仕事が欧
米にも拡がって行きました。
私と朱は本当に寝食をともにし、営業で海外を歩

き回りながら何度も悔し涙を流しました。しかし本社
の人たちは分らないのですね。「台湾国内に顧客が
たくさんいるのに、なぜアメリカまで行って営業をす
るのだ。彼らは飛行機に乗りたいのか？」と陰口をた
たかれることもありました。私と朱はかなり厳しい立
場にあった時期もありましたが、父、菊池辰之介だけ
はじっと我慢していてくれました。

現在当社のお客様は約300社にのぼり、受注は1
社に偏ってはいません。父のころからの経営方針で
「1社に20％以上は依存するな」ということで、親父
からは本当に耳にタコができるほどしつこく言われま
した。結果的に当社が安定成長を続けられたのは、
様々な業界と取引をしていたことが奏功しています。
例えばある業界が低迷してきても農機具業界が伸び
てきてカバーする。その次はミシン業界が伸び、更に
ミシンが落ちると別の業界が成長してくる、という具
合で、顧客や市場のポートフォリオを多様化してきた
ことが当社の業績の安定に繋がりました。
このような受注分散体制となる前には、苦い教訓
がありました。当時の受注の多くを占める主要顧客
から「若手育成のため」として工場見学の要請が
あったのでお受けしたところ、彼らはバスを仕立てて
大挙押しかけ、工場を見学して帰っていきました。し
かし後日、彼らは軸受内製部門を立ち上げ、それと
同時に当社に大幅値引きを迫ってきたのです。結局、
我々は主要顧客を失うことを恐れ、泣く泣くそれに応
じるしかありませんでした。この件はそのお客様の要

顧客・市場ポートフォリオの多様化

2013年に実施された住宅・土地統計調査（以下、
住調）によると、全国の空き家は820万戸、住宅総
数6,063万戸に対する空き家率は13.5%となり、
2008年の前回調査比0.4%ポイントの上昇となっ
た。空き家数および空き家率は増加・上昇を続けて
おり、少子・高齢化が進むなか、空き家問題への社
会的関心が高まっている。
本稿では全国との比較や、県内市町村間での比
較を通じて埼玉県の空き家に関する現状および課
題について検討する。

空き家の増加は種々の問題を発生させる。2016
年度に国土交通省が行った「土地問題に関する意
識調査」によると、「空き家の増加で問題と感じるこ
と」として、「不審者の侵入や放火」が最も多く、次
いで「ゴミの不法投棄」、「雑木・雑草の繁茂」、「害
虫の発生や野良猫などの集中」、「地域の景観への
悪影響」が続き、防犯・防火面や環境面で影響が大
きいことがわかる。
しかし、ひとくちに「空き家」と言っても定義は意
外と広い。住調の定義では、空き家は「居住世帯の
ない住宅」のうち、以下に分類される住宅である。

・ウ「二次的住宅」（別荘や残業時等にたまに寝泊
りするための住宅。これらは継続的に利用してい
ても空き家に分類される）
・エ「売却用の住宅」（売却予定の空き家）
・オ「その他の住宅」（高齢者施設等への入居によ
り空き家となったものや相続で取得した空き家等。
管理不在の場合には、腐朽・破損状態となる可能
性が高く、いわゆる「空き家」といわれるもの）

・カ「賃貸用の住宅」（賃貸に係る空き家）
昼間だけ使用しているなどの「一時現在者のみ

の住宅」、建築中の住宅、住宅併用でない空き店舗
は空き家には含めない。
本稿では、以下の空き家率を用いていく。

・空き家率①＝（ウ＋エ＋オ＋カ）／（ア～ク合計）
　（空き家全体の住宅全体に占める率）
・持家その他空き家率②＝オ／（ア＋ウ＋エ＋オ）
　（オ「その他の住宅」の持家系住宅全体に占める率）
・賃貸空き家率③＝カ／（イ＋カ）
　（カ「賃貸用の住宅」の賃貸系住宅全体に占める率）

2013年の住調によると、全国で最も空き家率①の
高いのは山梨県22.0%で、以下長野県、和歌山県と
なっており、埼玉県は10.9%で4番目に低い水準と
なっている。新聞・ニュース等で取り上げられる空き
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埼玉県における空き家の現状と課題

家率の多くがこの空き家率①である。この空き家率
①は別荘等の二次的住宅も分子に含めて計算され
るため、別荘の多い都道府県が上位になりやすい。
いわゆる「空き家」のイメージに最も近い空き家
率である、持家その他空き家率②では、鹿児島県
16.7%が最も高く、以下高知県、愛媛県となってお
り、埼玉県は5.5%で2番目に低い水準となっている。
賃貸空き家率③では、山梨県29.2%が最も高く、
以下栃木県、群馬県、茨城県と続き、関東地方3県が
上位5位中3県を占める。関東地方では次いで千葉
県が19.9%で23位、埼玉県は18.8%で28位となっ
ている。埼玉県は全国平均18.8%と同水準である。
埼玉県においては空き家率①、②は低いものの、
賃貸空き家率③が全国平均レベルとなっている他、
総住宅数が全国で5番目に多いことから空き家率
は低くても、空き家数は355千戸と全国で8番目に
多い水準となっている。

埼玉県の空き家の推移をみると、2013年までの
15年間でその他の住宅空き家が64千戸から112
千戸に、賃貸用空き家が163千戸から211千戸に、
いずれも48千戸増加するなど、急激に増加してい
る。ここでは、空き家数が増加している中で、埼玉県

はじめに

しかし、今後は世帯数が減少していく見込みであ
ることに加え、高齢化が急速に進行し、分子である
空き家数がさらに増加していくと考えられる。国立
社会保障・人口問題研究所の推計によると、世帯主
が75歳以上の単独世帯および夫婦のみの一般世
帯は、2015年の27万世帯が、2035年には41万世
帯へと、全国6番目に高い増加率で達する見込みで
ある。27万世帯の居住状況は、持家が22万世帯、
民営借家が3万世帯であり、この世帯層と新たにこ
の世帯層となる世帯の一定程度が、将来的な空き
家の潜在的予備軍と言えよう。

埼玉県は県外への通勤・通学率が高いとの結果
が国勢調査で示されているが、以下では都心から
の距離と空き家率の関係について検討する。
都心と接続している典型的な通勤・通学路線の４
路線を挙げ、各路線別に起点から15～25km（以下、
近距離帯）、35～45km（中距離帯）、70～80km（遠
距離帯）の範囲でひとつずつ計12市町村を選択した。
具体的には東武伊勢崎線で草加市、杉戸町、羽
生市（但し、羽生市は埼玉県北端で浅草からの距
離は66.2km）を、高崎線でさいたま市、桶川市、本
庄市を、東武東上線で志木市、坂戸市、寄居町を、

るなか、人口の自然減が始まっている中距離帯から
徐々に高まり、最終的には近距離帯も高まっていくも
のと思われる。既に高い水準となっている賃貸空き
家率については、人口動態を踏まえると、建て替え
ではない純粋な新築が今後も続けば、空き家率がさ
らに高まることが懸念される。
持家その他空き家率②と賃貸空き家率③を示し

た地図をみると、持家では秩父地区と県北部で高く、
賃貸ではこれら地区が高いことに加え、空き家率が
県全域で高い水準となっていることが読み取れる。

空き家の発生が全国的に社会問題となっている
なか、国・自治体も取り組みを強化している。
従来、一部市町村が条例により対応していたが、

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が
2015年5月に全面施行された。同法により、空き家
のうち倒壊の危険等のある「特定空き家等」につい
て、市町村長は所有者に対し、指導・勧告・命令を行
うことができ、命令に従わない場合のほか、要件が
明確化された行政代執行の方法により、所有者不
明の物件も、除却等の強制執行が可能となった。
また、公営住宅を増やせる財政状況にないなか、
増加する空き家の有効活用策として期待される住宅
セーフティネット法改正法が昨年10月に施行され、高
齢者・子育て世帯・低額所得者など住宅確保要配慮

の空き家率が低い要因をみていきたい。
2015年までの55年間の世帯数増減をみた場合、
埼玉県は東京都、神奈川県に次ぐ高い水準で増加
してきた。東京都との人口転出入状況では埼玉県が
筆頭で転入超過となっている。埼玉県は、地方に加
え、東京都からも転入を受けながら、全体として人
口・世帯数を増加させてきた。埼玉県内世帯数増減
と新設住宅着工戸数の推移をみると、その動きはほ
ぼ連動しており、世帯数増加が新設住宅増加につな
がったことがわかる。なお、建て替え需要もあるため、
新設住宅着工戸数が世帯数増加を上回っている。
このように埼玉県は世帯数増加による住宅数増加
が、各空き家率計算上の分母を増加させ、空き家率
が低かった。

西武池袋線で所沢市、入間市、秩父市を選択した。
空き家率は、持家その他空き家率②、賃貸空き
家率③とし、各距離帯の平均値で比較した。
まず、持家その他空き家率②についてみると、近・
中距離帯間での空き家率に差はみられなかったが、
近・中距離帯と遠距離帯の間では明らかな差がみ
られ、各市町村別の空き家率でみても、遠距離帯4
市町村は近・中距離帯の8市町村よりいずれも高く
なっている。賃貸空き家率③では、都心からの距離
が長くなるのに応じて、空き家率が高くなっている。
埼玉県「埼玉県推計人口」によると、住調が実施

された2013年までの15年間の世帯数増減率を各
距離帯別にみると、近距離帯21.1％、中距離帯
15.1％、遠距離帯5.5％と、距離が長くなるのに従
い低下し、遠距離帯の秩父市では世帯数が減少に
転じている。
遠距離帯の4市町村の人口は、既に2000年前後

から死亡数が出生数を上回る自然減の状況である
他、多少の変動はあるものの、転出者が転入者を上
回る社会減の傾向も強まっており、2000年前後か
ら人口は減少している。近・中距離帯では、社会増
減傾向は明確ではないものの、中距離帯の4市町村
については2010年前後から自然減に、近距離帯の
4市についてはここ最近で自然増減0となっている。
現状では大きな差がなく、かつ高い水準とはなっ

ていない、近・中距離帯の持家その他空き家率は、
今後、人口減少に続いて世帯数の減少が見込まれ

者に対する賃貸住宅の供給促進の枠組みが整った。
一方、埼玉県においても昨年3月に改定された

「埼玉県住生活基本計画」において、①空き家等対
策計画策定市町村数を2015年度の3市町村から
10年後に50市町村へ、②「その他空き家」数につ
き、2013年の11.2万戸を12年後に15.6万戸で抑
制、③空き家バンク設置市町村数を2015年度の
16市町村から12年後に50市町村へ、などの目標
指標を策定し、取り組みを強化している。
空き家の発生未然防止や、発生後の除却のため

には、税制や不動産登記制度などの抜本的な変革
も求められよう。例えば、空き家の発生につながりや
すい中古住宅の流通促進を図るため、新築住宅よ
り中古住宅取得を優遇する住宅税制の導入である。
また、自ら除却しない所有者や所有者不明の空き家
が発生した場合の除却に備え、建物除却費用を織
り込んだ固定資産税の導入や、所有者不明を発生
させない、マイナンバーともリンクさせた不動産の保
存登記・相続登記の義務化なども検討に値しよう。
住民サイドにおいても、欧米と比較して高いと言

われる「新築一辺倒」の意識変革が必要となろう。
幸いにして、現時点では県内の空き家率は全国

と比較してまだ高くはない。空き家の発生による住
環境の悪化を防ぐためにも、空き家を中古住宅や公
共的な拠点等として利活用を進め、ニーズのない物
件は除却していくなど、早期かつ積極的な対応が重
要と考える。 （太田富雄）

2013年に実施された住宅・土地統計調査（以下、
住調）によると、全国の空き家は820万戸、住宅総
数6,063万戸に対する空き家率は13.5%となり、
2008年の前回調査比0.4%ポイントの上昇となっ
た。空き家数および空き家率は増加・上昇を続けて
おり、少子・高齢化が進むなか、空き家問題への社
会的関心が高まっている。
本稿では全国との比較や、県内市町村間での比
較を通じて埼玉県の空き家に関する現状および課
題について検討する。

空き家の増加は種々の問題を発生させる。2016
年度に国土交通省が行った「土地問題に関する意
識調査」によると、「空き家の増加で問題と感じるこ
と」として、「不審者の侵入や放火」が最も多く、次
いで「ゴミの不法投棄」、「雑木・雑草の繁茂」、「害
虫の発生や野良猫などの集中」、「地域の景観への
悪影響」が続き、防犯・防火面や環境面で影響が大
きいことがわかる。
しかし、ひとくちに「空き家」と言っても定義は意
外と広い。住調の定義では、空き家は「居住世帯の
ない住宅」のうち、以下に分類される住宅である。

・ウ「二次的住宅」（別荘や残業時等にたまに寝泊
りするための住宅。これらは継続的に利用してい
ても空き家に分類される）
・エ「売却用の住宅」（売却予定の空き家）
・オ「その他の住宅」（高齢者施設等への入居によ
り空き家となったものや相続で取得した空き家等。
管理不在の場合には、腐朽・破損状態となる可能
性が高く、いわゆる「空き家」といわれるもの）

・カ「賃貸用の住宅」（賃貸に係る空き家）
昼間だけ使用しているなどの「一時現在者のみ

の住宅」、建築中の住宅、住宅併用でない空き店舗
は空き家には含めない。
本稿では、以下の空き家率を用いていく。

・空き家率①＝（ウ＋エ＋オ＋カ）／（ア～ク合計）
　（空き家全体の住宅全体に占める率）
・持家その他空き家率②＝オ／（ア＋ウ＋エ＋オ）
　（オ「その他の住宅」の持家系住宅全体に占める率）
・賃貸空き家率③＝カ／（イ＋カ）
　（カ「賃貸用の住宅」の賃貸系住宅全体に占める率）

2013年の住調によると、全国で最も空き家率①の
高いのは山梨県22.0%で、以下長野県、和歌山県と
なっており、埼玉県は10.9%で4番目に低い水準と
なっている。新聞・ニュース等で取り上げられる空き

空き家とは

地域別にみた空き家の状況
埼玉県の空き家の推移と背景

●埼玉県空き家数・空き家率推移

資料：総務省統計局　「平成25年　住宅・土地統計調査」
（注）1998年の賃貸用のデータは当財団による推計値

●都道府県別 空き家率●空き家の定義

資料：総務省統計局 「平成25年 住宅・土地統計調査 用語の解説」を加工
資料：総務省統計局 「平成25年 住宅・土地統計調査」
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埼玉県における空き家の現状と課題

家率の多くがこの空き家率①である。この空き家率
①は別荘等の二次的住宅も分子に含めて計算され
るため、別荘の多い都道府県が上位になりやすい。
いわゆる「空き家」のイメージに最も近い空き家
率である、持家その他空き家率②では、鹿児島県
16.7%が最も高く、以下高知県、愛媛県となってお
り、埼玉県は5.5%で2番目に低い水準となっている。
賃貸空き家率③では、山梨県29.2%が最も高く、
以下栃木県、群馬県、茨城県と続き、関東地方3県が
上位5位中3県を占める。関東地方では次いで千葉
県が19.9%で23位、埼玉県は18.8%で28位となっ
ている。埼玉県は全国平均18.8%と同水準である。
埼玉県においては空き家率①、②は低いものの、
賃貸空き家率③が全国平均レベルとなっている他、
総住宅数が全国で5番目に多いことから空き家率
は低くても、空き家数は355千戸と全国で8番目に
多い水準となっている。

埼玉県の空き家の推移をみると、2013年までの
15年間でその他の住宅空き家が64千戸から112
千戸に、賃貸用空き家が163千戸から211千戸に、
いずれも48千戸増加するなど、急激に増加してい
る。ここでは、空き家数が増加している中で、埼玉県

はじめに

しかし、今後は世帯数が減少していく見込みであ
ることに加え、高齢化が急速に進行し、分子である
空き家数がさらに増加していくと考えられる。国立
社会保障・人口問題研究所の推計によると、世帯主
が75歳以上の単独世帯および夫婦のみの一般世
帯は、2015年の27万世帯が、2035年には41万世
帯へと、全国6番目に高い増加率で達する見込みで
ある。27万世帯の居住状況は、持家が22万世帯、
民営借家が3万世帯であり、この世帯層と新たにこ
の世帯層となる世帯の一定程度が、将来的な空き
家の潜在的予備軍と言えよう。

埼玉県は県外への通勤・通学率が高いとの結果
が国勢調査で示されているが、以下では都心から
の距離と空き家率の関係について検討する。
都心と接続している典型的な通勤・通学路線の４
路線を挙げ、各路線別に起点から15～25km（以下、
近距離帯）、35～45km（中距離帯）、70～80km（遠
距離帯）の範囲でひとつずつ計12市町村を選択した。
具体的には東武伊勢崎線で草加市、杉戸町、羽
生市（但し、羽生市は埼玉県北端で浅草からの距
離は66.2km）を、高崎線でさいたま市、桶川市、本
庄市を、東武東上線で志木市、坂戸市、寄居町を、

るなか、人口の自然減が始まっている中距離帯から
徐々に高まり、最終的には近距離帯も高まっていくも
のと思われる。既に高い水準となっている賃貸空き
家率については、人口動態を踏まえると、建て替え
ではない純粋な新築が今後も続けば、空き家率がさ
らに高まることが懸念される。
持家その他空き家率②と賃貸空き家率③を示し

た地図をみると、持家では秩父地区と県北部で高く、
賃貸ではこれら地区が高いことに加え、空き家率が
県全域で高い水準となっていることが読み取れる。

空き家の発生が全国的に社会問題となっている
なか、国・自治体も取り組みを強化している。
従来、一部市町村が条例により対応していたが、

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が
2015年5月に全面施行された。同法により、空き家
のうち倒壊の危険等のある「特定空き家等」につい
て、市町村長は所有者に対し、指導・勧告・命令を行
うことができ、命令に従わない場合のほか、要件が
明確化された行政代執行の方法により、所有者不
明の物件も、除却等の強制執行が可能となった。
また、公営住宅を増やせる財政状況にないなか、
増加する空き家の有効活用策として期待される住宅
セーフティネット法改正法が昨年10月に施行され、高
齢者・子育て世帯・低額所得者など住宅確保要配慮

の空き家率が低い要因をみていきたい。
2015年までの55年間の世帯数増減をみた場合、
埼玉県は東京都、神奈川県に次ぐ高い水準で増加
してきた。東京都との人口転出入状況では埼玉県が
筆頭で転入超過となっている。埼玉県は、地方に加
え、東京都からも転入を受けながら、全体として人
口・世帯数を増加させてきた。埼玉県内世帯数増減
と新設住宅着工戸数の推移をみると、その動きはほ
ぼ連動しており、世帯数増加が新設住宅増加につな
がったことがわかる。なお、建て替え需要もあるため、
新設住宅着工戸数が世帯数増加を上回っている。
このように埼玉県は世帯数増加による住宅数増加
が、各空き家率計算上の分母を増加させ、空き家率
が低かった。

西武池袋線で所沢市、入間市、秩父市を選択した。
空き家率は、持家その他空き家率②、賃貸空き
家率③とし、各距離帯の平均値で比較した。
まず、持家その他空き家率②についてみると、近・
中距離帯間での空き家率に差はみられなかったが、
近・中距離帯と遠距離帯の間では明らかな差がみ
られ、各市町村別の空き家率でみても、遠距離帯4
市町村は近・中距離帯の8市町村よりいずれも高く
なっている。賃貸空き家率③では、都心からの距離
が長くなるのに応じて、空き家率が高くなっている。
埼玉県「埼玉県推計人口」によると、住調が実施

された2013年までの15年間の世帯数増減率を各
距離帯別にみると、近距離帯21.1％、中距離帯
15.1％、遠距離帯5.5％と、距離が長くなるのに従
い低下し、遠距離帯の秩父市では世帯数が減少に
転じている。
遠距離帯の4市町村の人口は、既に2000年前後

から死亡数が出生数を上回る自然減の状況である
他、多少の変動はあるものの、転出者が転入者を上
回る社会減の傾向も強まっており、2000年前後か
ら人口は減少している。近・中距離帯では、社会増
減傾向は明確ではないものの、中距離帯の4市町村
については2010年前後から自然減に、近距離帯の
4市についてはここ最近で自然増減0となっている。
現状では大きな差がなく、かつ高い水準とはなっ

ていない、近・中距離帯の持家その他空き家率は、
今後、人口減少に続いて世帯数の減少が見込まれ

者に対する賃貸住宅の供給促進の枠組みが整った。
一方、埼玉県においても昨年3月に改定された

「埼玉県住生活基本計画」において、①空き家等対
策計画策定市町村数を2015年度の3市町村から
10年後に50市町村へ、②「その他空き家」数につ
き、2013年の11.2万戸を12年後に15.6万戸で抑
制、③空き家バンク設置市町村数を2015年度の
16市町村から12年後に50市町村へ、などの目標
指標を策定し、取り組みを強化している。
空き家の発生未然防止や、発生後の除却のため

には、税制や不動産登記制度などの抜本的な変革
も求められよう。例えば、空き家の発生につながりや
すい中古住宅の流通促進を図るため、新築住宅よ
り中古住宅取得を優遇する住宅税制の導入である。
また、自ら除却しない所有者や所有者不明の空き家
が発生した場合の除却に備え、建物除却費用を織
り込んだ固定資産税の導入や、所有者不明を発生
させない、マイナンバーともリンクさせた不動産の保
存登記・相続登記の義務化なども検討に値しよう。
住民サイドにおいても、欧米と比較して高いと言

われる「新築一辺倒」の意識変革が必要となろう。
幸いにして、現時点では県内の空き家率は全国

と比較してまだ高くはない。空き家の発生による住
環境の悪化を防ぐためにも、空き家を中古住宅や公
共的な拠点等として利活用を進め、ニーズのない物
件は除却していくなど、早期かつ積極的な対応が重
要と考える。 （太田富雄）

2013年に実施された住宅・土地統計調査（以下、
住調）によると、全国の空き家は820万戸、住宅総
数6,063万戸に対する空き家率は13.5%となり、
2008年の前回調査比0.4%ポイントの上昇となっ
た。空き家数および空き家率は増加・上昇を続けて
おり、少子・高齢化が進むなか、空き家問題への社
会的関心が高まっている。
本稿では全国との比較や、県内市町村間での比
較を通じて埼玉県の空き家に関する現状および課
題について検討する。

空き家の増加は種々の問題を発生させる。2016
年度に国土交通省が行った「土地問題に関する意
識調査」によると、「空き家の増加で問題と感じるこ
と」として、「不審者の侵入や放火」が最も多く、次
いで「ゴミの不法投棄」、「雑木・雑草の繁茂」、「害
虫の発生や野良猫などの集中」、「地域の景観への
悪影響」が続き、防犯・防火面や環境面で影響が大
きいことがわかる。
しかし、ひとくちに「空き家」と言っても定義は意
外と広い。住調の定義では、空き家は「居住世帯の
ない住宅」のうち、以下に分類される住宅である。

・ウ「二次的住宅」（別荘や残業時等にたまに寝泊
りするための住宅。これらは継続的に利用してい
ても空き家に分類される）
・エ「売却用の住宅」（売却予定の空き家）
・オ「その他の住宅」（高齢者施設等への入居によ
り空き家となったものや相続で取得した空き家等。
管理不在の場合には、腐朽・破損状態となる可能
性が高く、いわゆる「空き家」といわれるもの）

・カ「賃貸用の住宅」（賃貸に係る空き家）
昼間だけ使用しているなどの「一時現在者のみ

の住宅」、建築中の住宅、住宅併用でない空き店舗
は空き家には含めない。
本稿では、以下の空き家率を用いていく。

・空き家率①＝（ウ＋エ＋オ＋カ）／（ア～ク合計）
　（空き家全体の住宅全体に占める率）
・持家その他空き家率②＝オ／（ア＋ウ＋エ＋オ）
　（オ「その他の住宅」の持家系住宅全体に占める率）
・賃貸空き家率③＝カ／（イ＋カ）
　（カ「賃貸用の住宅」の賃貸系住宅全体に占める率）

2013年の住調によると、全国で最も空き家率①の
高いのは山梨県22.0%で、以下長野県、和歌山県と
なっており、埼玉県は10.9%で4番目に低い水準と
なっている。新聞・ニュース等で取り上げられる空き

空き家とは

地域別にみた空き家の状況
埼玉県の空き家の推移と背景

●埼玉県空き家数・空き家率推移

資料：総務省統計局　「平成25年　住宅・土地統計調査」
（注）1998年の賃貸用のデータは当財団による推計値

●都道府県別 空き家率●空き家の定義

資料：総務省統計局 「平成25年 住宅・土地統計調査 用語の解説」を加工
資料：総務省統計局 「平成25年 住宅・土地統計調査」
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空き家
ウ　二次的住宅（別荘・その他）
エ　売却用の住宅
オ　その他の住宅

●全国の住宅数・空き家数・空き家率推移

資料：総務省統計局 「平成25年 住宅・土地統計調査」
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家率の多くがこの空き家率①である。この空き家率
①は別荘等の二次的住宅も分子に含めて計算され
るため、別荘の多い都道府県が上位になりやすい。
いわゆる「空き家」のイメージに最も近い空き家
率である、持家その他空き家率②では、鹿児島県
16.7%が最も高く、以下高知県、愛媛県となってお
り、埼玉県は5.5%で2番目に低い水準となっている。
賃貸空き家率③では、山梨県29.2%が最も高く、
以下栃木県、群馬県、茨城県と続き、関東地方3県が
上位5位中3県を占める。関東地方では次いで千葉
県が19.9%で23位、埼玉県は18.8%で28位となっ
ている。埼玉県は全国平均18.8%と同水準である。
埼玉県においては空き家率①、②は低いものの、
賃貸空き家率③が全国平均レベルとなっている他、
総住宅数が全国で5番目に多いことから空き家率
は低くても、空き家数は355千戸と全国で8番目に
多い水準となっている。

埼玉県の空き家の推移をみると、2013年までの
15年間でその他の住宅空き家が64千戸から112
千戸に、賃貸用空き家が163千戸から211千戸に、
いずれも48千戸増加するなど、急激に増加してい
る。ここでは、空き家数が増加している中で、埼玉県

しかし、今後は世帯数が減少していく見込みであ
ることに加え、高齢化が急速に進行し、分子である
空き家数がさらに増加していくと考えられる。国立
社会保障・人口問題研究所の推計によると、世帯主
が75歳以上の単独世帯および夫婦のみの一般世
帯は、2015年の27万世帯が、2035年には41万世
帯へと、全国6番目に高い増加率で達する見込みで
ある。27万世帯の居住状況は、持家が22万世帯、
民営借家が3万世帯であり、この世帯層と新たにこ
の世帯層となる世帯の一定程度が、将来的な空き
家の潜在的予備軍と言えよう。

埼玉県は県外への通勤・通学率が高いとの結果
が国勢調査で示されているが、以下では都心から
の距離と空き家率の関係について検討する。
都心と接続している典型的な通勤・通学路線の４
路線を挙げ、各路線別に起点から15～25km（以下、
近距離帯）、35～45km（中距離帯）、70～80km（遠
距離帯）の範囲でひとつずつ計12市町村を選択した。
具体的には東武伊勢崎線で草加市、杉戸町、羽
生市（但し、羽生市は埼玉県北端で浅草からの距
離は66.2km）を、高崎線でさいたま市、桶川市、本
庄市を、東武東上線で志木市、坂戸市、寄居町を、

るなか、人口の自然減が始まっている中距離帯から
徐々に高まり、最終的には近距離帯も高まっていくも
のと思われる。既に高い水準となっている賃貸空き
家率については、人口動態を踏まえると、建て替え
ではない純粋な新築が今後も続けば、空き家率がさ
らに高まることが懸念される。
持家その他空き家率②と賃貸空き家率③を示し

た地図をみると、持家では秩父地区と県北部で高く、
賃貸ではこれら地区が高いことに加え、空き家率が
県全域で高い水準となっていることが読み取れる。

空き家の発生が全国的に社会問題となっている
なか、国・自治体も取り組みを強化している。
従来、一部市町村が条例により対応していたが、

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が
2015年5月に全面施行された。同法により、空き家
のうち倒壊の危険等のある「特定空き家等」につい
て、市町村長は所有者に対し、指導・勧告・命令を行
うことができ、命令に従わない場合のほか、要件が
明確化された行政代執行の方法により、所有者不
明の物件も、除却等の強制執行が可能となった。
また、公営住宅を増やせる財政状況にないなか、
増加する空き家の有効活用策として期待される住宅
セーフティネット法改正法が昨年10月に施行され、高
齢者・子育て世帯・低額所得者など住宅確保要配慮

の空き家率が低い要因をみていきたい。
2015年までの55年間の世帯数増減をみた場合、
埼玉県は東京都、神奈川県に次ぐ高い水準で増加
してきた。東京都との人口転出入状況では埼玉県が
筆頭で転入超過となっている。埼玉県は、地方に加
え、東京都からも転入を受けながら、全体として人
口・世帯数を増加させてきた。埼玉県内世帯数増減
と新設住宅着工戸数の推移をみると、その動きはほ
ぼ連動しており、世帯数増加が新設住宅増加につな
がったことがわかる。なお、建て替え需要もあるため、
新設住宅着工戸数が世帯数増加を上回っている。
このように埼玉県は世帯数増加による住宅数増加
が、各空き家率計算上の分母を増加させ、空き家率
が低かった。

西武池袋線で所沢市、入間市、秩父市を選択した。
空き家率は、持家その他空き家率②、賃貸空き
家率③とし、各距離帯の平均値で比較した。
まず、持家その他空き家率②についてみると、近・
中距離帯間での空き家率に差はみられなかったが、
近・中距離帯と遠距離帯の間では明らかな差がみ
られ、各市町村別の空き家率でみても、遠距離帯4
市町村は近・中距離帯の8市町村よりいずれも高く
なっている。賃貸空き家率③では、都心からの距離
が長くなるのに応じて、空き家率が高くなっている。
埼玉県「埼玉県推計人口」によると、住調が実施

された2013年までの15年間の世帯数増減率を各
距離帯別にみると、近距離帯21.1％、中距離帯
15.1％、遠距離帯5.5％と、距離が長くなるのに従
い低下し、遠距離帯の秩父市では世帯数が減少に
転じている。
遠距離帯の4市町村の人口は、既に2000年前後

から死亡数が出生数を上回る自然減の状況である
他、多少の変動はあるものの、転出者が転入者を上
回る社会減の傾向も強まっており、2000年前後か
ら人口は減少している。近・中距離帯では、社会増
減傾向は明確ではないものの、中距離帯の4市町村
については2010年前後から自然減に、近距離帯の
4市についてはここ最近で自然増減0となっている。
現状では大きな差がなく、かつ高い水準とはなっ

ていない、近・中距離帯の持家その他空き家率は、
今後、人口減少に続いて世帯数の減少が見込まれ

者に対する賃貸住宅の供給促進の枠組みが整った。
一方、埼玉県においても昨年3月に改定された

「埼玉県住生活基本計画」において、①空き家等対
策計画策定市町村数を2015年度の3市町村から
10年後に50市町村へ、②「その他空き家」数につ
き、2013年の11.2万戸を12年後に15.6万戸で抑
制、③空き家バンク設置市町村数を2015年度の
16市町村から12年後に50市町村へ、などの目標
指標を策定し、取り組みを強化している。
空き家の発生未然防止や、発生後の除却のため

には、税制や不動産登記制度などの抜本的な変革
も求められよう。例えば、空き家の発生につながりや
すい中古住宅の流通促進を図るため、新築住宅よ
り中古住宅取得を優遇する住宅税制の導入である。
また、自ら除却しない所有者や所有者不明の空き家
が発生した場合の除却に備え、建物除却費用を織
り込んだ固定資産税の導入や、所有者不明を発生
させない、マイナンバーともリンクさせた不動産の保
存登記・相続登記の義務化なども検討に値しよう。
住民サイドにおいても、欧米と比較して高いと言

われる「新築一辺倒」の意識変革が必要となろう。
幸いにして、現時点では県内の空き家率は全国

と比較してまだ高くはない。空き家の発生による住
環境の悪化を防ぐためにも、空き家を中古住宅や公
共的な拠点等として利活用を進め、ニーズのない物
件は除却していくなど、早期かつ積極的な対応が重
要と考える。 （太田富雄）

資料：総務省統計局「平成25年 住宅土地統計調査」

●都心からの距離別にみた空き家率

資料：総務省統計局 「平成25年 住宅・土地統計調査」

●埼玉県内世帯数増減と新設住宅着工戸数推移（5年毎）

資料：総務省統計局 「日本の長期統計系列 人口・世帯」　
 国立社会保障・人口問題研究所 「都道府県の世帯数将来推計」
 国土交通省 「建築着工統計調査」

資料：総務省統計局「平成25年 住宅土地統計調査」

2013年に実施された住宅・土地統計調査（以下、
住調）によると、全国の空き家は820万戸、住宅総
数6,063万戸に対する空き家率は13.5%となり、
2008年の前回調査比0.4%ポイントの上昇となっ
た。空き家数および空き家率は増加・上昇を続けて
おり、少子・高齢化が進むなか、空き家問題への社
会的関心が高まっている。
本稿では全国との比較や、県内市町村間での比
較を通じて埼玉県の空き家に関する現状および課
題について検討する。

空き家の増加は種々の問題を発生させる。2016
年度に国土交通省が行った「土地問題に関する意
識調査」によると、「空き家の増加で問題と感じるこ
と」として、「不審者の侵入や放火」が最も多く、次
いで「ゴミの不法投棄」、「雑木・雑草の繁茂」、「害
虫の発生や野良猫などの集中」、「地域の景観への
悪影響」が続き、防犯・防火面や環境面で影響が大
きいことがわかる。
しかし、ひとくちに「空き家」と言っても定義は意
外と広い。住調の定義では、空き家は「居住世帯の
ない住宅」のうち、以下に分類される住宅である。

・ウ「二次的住宅」（別荘や残業時等にたまに寝泊
りするための住宅。これらは継続的に利用してい
ても空き家に分類される）
・エ「売却用の住宅」（売却予定の空き家）
・オ「その他の住宅」（高齢者施設等への入居によ
り空き家となったものや相続で取得した空き家等。
管理不在の場合には、腐朽・破損状態となる可能
性が高く、いわゆる「空き家」といわれるもの）

・カ「賃貸用の住宅」（賃貸に係る空き家）
昼間だけ使用しているなどの「一時現在者のみ

の住宅」、建築中の住宅、住宅併用でない空き店舗
は空き家には含めない。
本稿では、以下の空き家率を用いていく。

・空き家率①＝（ウ＋エ＋オ＋カ）／（ア～ク合計）
　（空き家全体の住宅全体に占める率）
・持家その他空き家率②＝オ／（ア＋ウ＋エ＋オ）
　（オ「その他の住宅」の持家系住宅全体に占める率）
・賃貸空き家率③＝カ／（イ＋カ）
　（カ「賃貸用の住宅」の賃貸系住宅全体に占める率）

2013年の住調によると、全国で最も空き家率①の
高いのは山梨県22.0%で、以下長野県、和歌山県と
なっており、埼玉県は10.9%で4番目に低い水準と
なっている。新聞・ニュース等で取り上げられる空き

空き家の発生防止に向けた取り組み

埼玉県の個別地点を通じた考察と今後の課題
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Research

家率の多くがこの空き家率①である。この空き家率
①は別荘等の二次的住宅も分子に含めて計算され
るため、別荘の多い都道府県が上位になりやすい。
いわゆる「空き家」のイメージに最も近い空き家
率である、持家その他空き家率②では、鹿児島県
16.7%が最も高く、以下高知県、愛媛県となってお
り、埼玉県は5.5%で2番目に低い水準となっている。
賃貸空き家率③では、山梨県29.2%が最も高く、
以下栃木県、群馬県、茨城県と続き、関東地方3県が
上位5位中3県を占める。関東地方では次いで千葉
県が19.9%で23位、埼玉県は18.8%で28位となっ
ている。埼玉県は全国平均18.8%と同水準である。
埼玉県においては空き家率①、②は低いものの、
賃貸空き家率③が全国平均レベルとなっている他、
総住宅数が全国で5番目に多いことから空き家率
は低くても、空き家数は355千戸と全国で8番目に
多い水準となっている。

埼玉県の空き家の推移をみると、2013年までの
15年間でその他の住宅空き家が64千戸から112
千戸に、賃貸用空き家が163千戸から211千戸に、
いずれも48千戸増加するなど、急激に増加してい
る。ここでは、空き家数が増加している中で、埼玉県

しかし、今後は世帯数が減少していく見込みであ
ることに加え、高齢化が急速に進行し、分子である
空き家数がさらに増加していくと考えられる。国立
社会保障・人口問題研究所の推計によると、世帯主
が75歳以上の単独世帯および夫婦のみの一般世
帯は、2015年の27万世帯が、2035年には41万世
帯へと、全国6番目に高い増加率で達する見込みで
ある。27万世帯の居住状況は、持家が22万世帯、
民営借家が3万世帯であり、この世帯層と新たにこ
の世帯層となる世帯の一定程度が、将来的な空き
家の潜在的予備軍と言えよう。

埼玉県は県外への通勤・通学率が高いとの結果
が国勢調査で示されているが、以下では都心から
の距離と空き家率の関係について検討する。
都心と接続している典型的な通勤・通学路線の４
路線を挙げ、各路線別に起点から15～25km（以下、
近距離帯）、35～45km（中距離帯）、70～80km（遠
距離帯）の範囲でひとつずつ計12市町村を選択した。
具体的には東武伊勢崎線で草加市、杉戸町、羽
生市（但し、羽生市は埼玉県北端で浅草からの距
離は66.2km）を、高崎線でさいたま市、桶川市、本
庄市を、東武東上線で志木市、坂戸市、寄居町を、

るなか、人口の自然減が始まっている中距離帯から
徐々に高まり、最終的には近距離帯も高まっていくも
のと思われる。既に高い水準となっている賃貸空き
家率については、人口動態を踏まえると、建て替え
ではない純粋な新築が今後も続けば、空き家率がさ
らに高まることが懸念される。
持家その他空き家率②と賃貸空き家率③を示し

た地図をみると、持家では秩父地区と県北部で高く、
賃貸ではこれら地区が高いことに加え、空き家率が
県全域で高い水準となっていることが読み取れる。

空き家の発生が全国的に社会問題となっている
なか、国・自治体も取り組みを強化している。
従来、一部市町村が条例により対応していたが、

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が
2015年5月に全面施行された。同法により、空き家
のうち倒壊の危険等のある「特定空き家等」につい
て、市町村長は所有者に対し、指導・勧告・命令を行
うことができ、命令に従わない場合のほか、要件が
明確化された行政代執行の方法により、所有者不
明の物件も、除却等の強制執行が可能となった。
また、公営住宅を増やせる財政状況にないなか、
増加する空き家の有効活用策として期待される住宅
セーフティネット法改正法が昨年10月に施行され、高
齢者・子育て世帯・低額所得者など住宅確保要配慮

の空き家率が低い要因をみていきたい。
2015年までの55年間の世帯数増減をみた場合、
埼玉県は東京都、神奈川県に次ぐ高い水準で増加
してきた。東京都との人口転出入状況では埼玉県が
筆頭で転入超過となっている。埼玉県は、地方に加
え、東京都からも転入を受けながら、全体として人
口・世帯数を増加させてきた。埼玉県内世帯数増減
と新設住宅着工戸数の推移をみると、その動きはほ
ぼ連動しており、世帯数増加が新設住宅増加につな
がったことがわかる。なお、建て替え需要もあるため、
新設住宅着工戸数が世帯数増加を上回っている。
このように埼玉県は世帯数増加による住宅数増加
が、各空き家率計算上の分母を増加させ、空き家率
が低かった。

西武池袋線で所沢市、入間市、秩父市を選択した。
空き家率は、持家その他空き家率②、賃貸空き
家率③とし、各距離帯の平均値で比較した。
まず、持家その他空き家率②についてみると、近・
中距離帯間での空き家率に差はみられなかったが、
近・中距離帯と遠距離帯の間では明らかな差がみ
られ、各市町村別の空き家率でみても、遠距離帯4
市町村は近・中距離帯の8市町村よりいずれも高く
なっている。賃貸空き家率③では、都心からの距離
が長くなるのに応じて、空き家率が高くなっている。
埼玉県「埼玉県推計人口」によると、住調が実施

された2013年までの15年間の世帯数増減率を各
距離帯別にみると、近距離帯21.1％、中距離帯
15.1％、遠距離帯5.5％と、距離が長くなるのに従
い低下し、遠距離帯の秩父市では世帯数が減少に
転じている。
遠距離帯の4市町村の人口は、既に2000年前後

から死亡数が出生数を上回る自然減の状況である
他、多少の変動はあるものの、転出者が転入者を上
回る社会減の傾向も強まっており、2000年前後か
ら人口は減少している。近・中距離帯では、社会増
減傾向は明確ではないものの、中距離帯の4市町村
については2010年前後から自然減に、近距離帯の
4市についてはここ最近で自然増減0となっている。
現状では大きな差がなく、かつ高い水準とはなっ

ていない、近・中距離帯の持家その他空き家率は、
今後、人口減少に続いて世帯数の減少が見込まれ

者に対する賃貸住宅の供給促進の枠組みが整った。
一方、埼玉県においても昨年3月に改定された

「埼玉県住生活基本計画」において、①空き家等対
策計画策定市町村数を2015年度の3市町村から
10年後に50市町村へ、②「その他空き家」数につ
き、2013年の11.2万戸を12年後に15.6万戸で抑
制、③空き家バンク設置市町村数を2015年度の
16市町村から12年後に50市町村へ、などの目標
指標を策定し、取り組みを強化している。
空き家の発生未然防止や、発生後の除却のため

には、税制や不動産登記制度などの抜本的な変革
も求められよう。例えば、空き家の発生につながりや
すい中古住宅の流通促進を図るため、新築住宅よ
り中古住宅取得を優遇する住宅税制の導入である。
また、自ら除却しない所有者や所有者不明の空き家
が発生した場合の除却に備え、建物除却費用を織
り込んだ固定資産税の導入や、所有者不明を発生
させない、マイナンバーともリンクさせた不動産の保
存登記・相続登記の義務化なども検討に値しよう。
住民サイドにおいても、欧米と比較して高いと言

われる「新築一辺倒」の意識変革が必要となろう。
幸いにして、現時点では県内の空き家率は全国

と比較してまだ高くはない。空き家の発生による住
環境の悪化を防ぐためにも、空き家を中古住宅や公
共的な拠点等として利活用を進め、ニーズのない物
件は除却していくなど、早期かつ積極的な対応が重
要と考える。 （太田富雄）

資料：総務省統計局「平成25年 住宅土地統計調査」

●都心からの距離別にみた空き家率

資料：総務省統計局 「平成25年 住宅・土地統計調査」

●埼玉県内世帯数増減と新設住宅着工戸数推移（5年毎）

資料：総務省統計局 「日本の長期統計系列 人口・世帯」　
 国立社会保障・人口問題研究所 「都道府県の世帯数将来推計」
 国土交通省 「建築着工統計調査」

資料：総務省統計局「平成25年 住宅土地統計調査」

2013年に実施された住宅・土地統計調査（以下、
住調）によると、全国の空き家は820万戸、住宅総
数6,063万戸に対する空き家率は13.5%となり、
2008年の前回調査比0.4%ポイントの上昇となっ
た。空き家数および空き家率は増加・上昇を続けて
おり、少子・高齢化が進むなか、空き家問題への社
会的関心が高まっている。
本稿では全国との比較や、県内市町村間での比
較を通じて埼玉県の空き家に関する現状および課
題について検討する。

空き家の増加は種々の問題を発生させる。2016
年度に国土交通省が行った「土地問題に関する意
識調査」によると、「空き家の増加で問題と感じるこ
と」として、「不審者の侵入や放火」が最も多く、次
いで「ゴミの不法投棄」、「雑木・雑草の繁茂」、「害
虫の発生や野良猫などの集中」、「地域の景観への
悪影響」が続き、防犯・防火面や環境面で影響が大
きいことがわかる。
しかし、ひとくちに「空き家」と言っても定義は意
外と広い。住調の定義では、空き家は「居住世帯の
ない住宅」のうち、以下に分類される住宅である。

・ウ「二次的住宅」（別荘や残業時等にたまに寝泊
りするための住宅。これらは継続的に利用してい
ても空き家に分類される）
・エ「売却用の住宅」（売却予定の空き家）
・オ「その他の住宅」（高齢者施設等への入居によ
り空き家となったものや相続で取得した空き家等。
管理不在の場合には、腐朽・破損状態となる可能
性が高く、いわゆる「空き家」といわれるもの）

・カ「賃貸用の住宅」（賃貸に係る空き家）
昼間だけ使用しているなどの「一時現在者のみ

の住宅」、建築中の住宅、住宅併用でない空き店舗
は空き家には含めない。
本稿では、以下の空き家率を用いていく。

・空き家率①＝（ウ＋エ＋オ＋カ）／（ア～ク合計）
　（空き家全体の住宅全体に占める率）
・持家その他空き家率②＝オ／（ア＋ウ＋エ＋オ）
　（オ「その他の住宅」の持家系住宅全体に占める率）
・賃貸空き家率③＝カ／（イ＋カ）
　（カ「賃貸用の住宅」の賃貸系住宅全体に占める率）

2013年の住調によると、全国で最も空き家率①の
高いのは山梨県22.0%で、以下長野県、和歌山県と
なっており、埼玉県は10.9%で4番目に低い水準と
なっている。新聞・ニュース等で取り上げられる空き

空き家の発生防止に向けた取り組み

埼玉県の個別地点を通じた考察と今後の課題
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アンケート調査①

埼玉県内新卒者採用状況調査
採用計画「有り」が20年ぶりの高水準

2018年度の新卒者採用状況について、県内企業
へのアンケート調査を実施した。

採用計画の有無
2018年4月入社の新卒者について、採用計画が

「有った」企業の割合は55.7％となり、前年調査
(2017年4月)から3.7ポイント増加した。採用計画が
「有った」とする企業割合は1998年（58.9％）以来20
年ぶりの高い水準となっている。
業種別にみると、製造業は61.9％（前年比＋13.8

ポイント）、非製造業は52.1％（同▲2.0ポイント）と
なった。製造業は前年より大幅に増加し、非製造業に
比べ採用を計画した企業割合が高まった。

採用計画人数の増減
新卒者の採用計画人数の増減は、前年に比べ「増
加」23.1％（前年比＋2.6ポイント）、「変わらない」
32.4％（同＋2.2ポイント）、「減少」12.0％（同▲3.8
ポイント）、「例年ない」32.4％（同▲1.1ポイント）と
なった。新卒者の採用計画が「有った」企業割合が増
えるなか、採用計画人数についても「増加」が増え、企
業の採用意欲は一段と強いものとなっている。
業種別にみると、製造業は「増加」28.4％（同＋8.7

ポイント）、「減少」13.6％（同▲8.8ポイント）、非製造

業は「増加」20.0％（同▲0.9ポイント）、「減少」
11.1％（同▲1.1ポイント）となり、製造業の増加が目
立った。

増加した理由　
採用計画人数が「増加」した理由は（複数回答）、

「恒常的人手不足の補完」48.0％（前年比▲2.0ポイン
ト）、「事業拡大のため」、「業況の好調」、「今後の業況
の好転を見込んで」いずれも28.0％（それぞれ同▲3.8
ポイント、同＋0.7ポイント、同＋16.6ポイント）、「良い人
材が採用できる」12.0％（同▲15.3ポイント）、「採用が
容易となった」2.0％（同▲2.5ポイント）の順となった。

前年調査同様「恒常的人手不足の補完」を挙げる企
業が最も多いが、景気の回復を受けて「今後の業況の
好転を見込んで」が増加し、深刻化する人手不足の影
響から「良い人材が採用できる」は減少となった。

計画に対する採用の実績
計画に対する採用の実績は「ほぼ計画通り」
54.8％（前年比＋3.1ポイント）、「やや不足」32.8％
（同▲3.6ポイント）と「大幅に不足」12.4％（同＋0.5
ポイント）を合わせた「不足」は45.2％（同▲3.1ポイン
ト）となった。「不足」は前年より減少したものの、40％
を超える高い水準にあり、新卒者の採用が計画通り進
まなかったところが多かった。
業種別にみると、「不足」は製造業が33.8％（同▲
11.4ポイント）、非製造業は52.3％（同＋2.3ポイント）
で、製造業に比べ非製造業で「不足」となる企業が多
かった。

採用が計画に満たない分の対応策
採用が計画に満たない分の対応策は｢中途採用｣が
73.8％で最も多く、以下「パート等の採用」30.0％、
「人材派遣会社利用」27.5％となった。
業種別にみると、製造業は「中途採用」82.6％、

「パート等の採用」「人材派遣会社利用」がともに
26.1％となった。非製造業は「中途採用」70.2％、

「パート等の採用」31.6％、「人材派遣会社利用」
28.1％となった。製造業、非製造業ともに「中途採用」
が多いが製造業でとくに高くなっている。

来年度の採用計画人数の増減
来年度（2019年4月入社）の採用計画人数は、今
年度より「増加」とした企業は25.3％、「変わらない」
44.8％、「減少」3.6％、「未定」26.2％となった。「増
加」が「減少」を大幅に上回っており、来年度の新卒
者に対する企業の採用意欲は引き続き強いものと
なっている。 （辻　和）

2018年4月中旬実施。対象企業数965社、
回答企業数228社、回答率23.6％。

●採用計画人数の前年度比増減
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家率の多くがこの空き家率①である。この空き家率
①は別荘等の二次的住宅も分子に含めて計算され
るため、別荘の多い都道府県が上位になりやすい。
いわゆる「空き家」のイメージに最も近い空き家
率である、持家その他空き家率②では、鹿児島県
16.7%が最も高く、以下高知県、愛媛県となってお
り、埼玉県は5.5%で2番目に低い水準となっている。
賃貸空き家率③では、山梨県29.2%が最も高く、
以下栃木県、群馬県、茨城県と続き、関東地方3県が
上位5位中3県を占める。関東地方では次いで千葉
県が19.9%で23位、埼玉県は18.8%で28位となっ
ている。埼玉県は全国平均18.8%と同水準である。
埼玉県においては空き家率①、②は低いものの、
賃貸空き家率③が全国平均レベルとなっている他、
総住宅数が全国で5番目に多いことから空き家率
は低くても、空き家数は355千戸と全国で8番目に
多い水準となっている。

埼玉県の空き家の推移をみると、2013年までの
15年間でその他の住宅空き家が64千戸から112
千戸に、賃貸用空き家が163千戸から211千戸に、
いずれも48千戸増加するなど、急激に増加してい
る。ここでは、空き家数が増加している中で、埼玉県

しかし、今後は世帯数が減少していく見込みであ
ることに加え、高齢化が急速に進行し、分子である
空き家数がさらに増加していくと考えられる。国立
社会保障・人口問題研究所の推計によると、世帯主
が75歳以上の単独世帯および夫婦のみの一般世
帯は、2015年の27万世帯が、2035年には41万世
帯へと、全国6番目に高い増加率で達する見込みで
ある。27万世帯の居住状況は、持家が22万世帯、
民営借家が3万世帯であり、この世帯層と新たにこ
の世帯層となる世帯の一定程度が、将来的な空き
家の潜在的予備軍と言えよう。

埼玉県は県外への通勤・通学率が高いとの結果
が国勢調査で示されているが、以下では都心から
の距離と空き家率の関係について検討する。
都心と接続している典型的な通勤・通学路線の４
路線を挙げ、各路線別に起点から15～25km（以下、
近距離帯）、35～45km（中距離帯）、70～80km（遠
距離帯）の範囲でひとつずつ計12市町村を選択した。
具体的には東武伊勢崎線で草加市、杉戸町、羽
生市（但し、羽生市は埼玉県北端で浅草からの距
離は66.2km）を、高崎線でさいたま市、桶川市、本
庄市を、東武東上線で志木市、坂戸市、寄居町を、

るなか、人口の自然減が始まっている中距離帯から
徐々に高まり、最終的には近距離帯も高まっていくも
のと思われる。既に高い水準となっている賃貸空き
家率については、人口動態を踏まえると、建て替え
ではない純粋な新築が今後も続けば、空き家率がさ
らに高まることが懸念される。
持家その他空き家率②と賃貸空き家率③を示し

た地図をみると、持家では秩父地区と県北部で高く、
賃貸ではこれら地区が高いことに加え、空き家率が
県全域で高い水準となっていることが読み取れる。

空き家の発生が全国的に社会問題となっている
なか、国・自治体も取り組みを強化している。
従来、一部市町村が条例により対応していたが、

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が
2015年5月に全面施行された。同法により、空き家
のうち倒壊の危険等のある「特定空き家等」につい
て、市町村長は所有者に対し、指導・勧告・命令を行
うことができ、命令に従わない場合のほか、要件が
明確化された行政代執行の方法により、所有者不
明の物件も、除却等の強制執行が可能となった。
また、公営住宅を増やせる財政状況にないなか、
増加する空き家の有効活用策として期待される住宅
セーフティネット法改正法が昨年10月に施行され、高
齢者・子育て世帯・低額所得者など住宅確保要配慮

の空き家率が低い要因をみていきたい。
2015年までの55年間の世帯数増減をみた場合、
埼玉県は東京都、神奈川県に次ぐ高い水準で増加
してきた。東京都との人口転出入状況では埼玉県が
筆頭で転入超過となっている。埼玉県は、地方に加
え、東京都からも転入を受けながら、全体として人
口・世帯数を増加させてきた。埼玉県内世帯数増減
と新設住宅着工戸数の推移をみると、その動きはほ
ぼ連動しており、世帯数増加が新設住宅増加につな
がったことがわかる。なお、建て替え需要もあるため、
新設住宅着工戸数が世帯数増加を上回っている。
このように埼玉県は世帯数増加による住宅数増加
が、各空き家率計算上の分母を増加させ、空き家率
が低かった。

西武池袋線で所沢市、入間市、秩父市を選択した。
空き家率は、持家その他空き家率②、賃貸空き
家率③とし、各距離帯の平均値で比較した。
まず、持家その他空き家率②についてみると、近・
中距離帯間での空き家率に差はみられなかったが、
近・中距離帯と遠距離帯の間では明らかな差がみ
られ、各市町村別の空き家率でみても、遠距離帯4
市町村は近・中距離帯の8市町村よりいずれも高く
なっている。賃貸空き家率③では、都心からの距離
が長くなるのに応じて、空き家率が高くなっている。
埼玉県「埼玉県推計人口」によると、住調が実施

された2013年までの15年間の世帯数増減率を各
距離帯別にみると、近距離帯21.1％、中距離帯
15.1％、遠距離帯5.5％と、距離が長くなるのに従
い低下し、遠距離帯の秩父市では世帯数が減少に
転じている。
遠距離帯の4市町村の人口は、既に2000年前後

から死亡数が出生数を上回る自然減の状況である
他、多少の変動はあるものの、転出者が転入者を上
回る社会減の傾向も強まっており、2000年前後か
ら人口は減少している。近・中距離帯では、社会増
減傾向は明確ではないものの、中距離帯の4市町村
については2010年前後から自然減に、近距離帯の
4市についてはここ最近で自然増減0となっている。
現状では大きな差がなく、かつ高い水準とはなっ

ていない、近・中距離帯の持家その他空き家率は、
今後、人口減少に続いて世帯数の減少が見込まれ

者に対する賃貸住宅の供給促進の枠組みが整った。
一方、埼玉県においても昨年3月に改定された

「埼玉県住生活基本計画」において、①空き家等対
策計画策定市町村数を2015年度の3市町村から
10年後に50市町村へ、②「その他空き家」数につ
き、2013年の11.2万戸を12年後に15.6万戸で抑
制、③空き家バンク設置市町村数を2015年度の
16市町村から12年後に50市町村へ、などの目標
指標を策定し、取り組みを強化している。
空き家の発生未然防止や、発生後の除却のため

には、税制や不動産登記制度などの抜本的な変革
も求められよう。例えば、空き家の発生につながりや
すい中古住宅の流通促進を図るため、新築住宅よ
り中古住宅取得を優遇する住宅税制の導入である。
また、自ら除却しない所有者や所有者不明の空き家
が発生した場合の除却に備え、建物除却費用を織
り込んだ固定資産税の導入や、所有者不明を発生
させない、マイナンバーともリンクさせた不動産の保
存登記・相続登記の義務化なども検討に値しよう。
住民サイドにおいても、欧米と比較して高いと言

われる「新築一辺倒」の意識変革が必要となろう。
幸いにして、現時点では県内の空き家率は全国

と比較してまだ高くはない。空き家の発生による住
環境の悪化を防ぐためにも、空き家を中古住宅や公
共的な拠点等として利活用を進め、ニーズのない物
件は除却していくなど、早期かつ積極的な対応が重
要と考える。 （太田富雄）

2013年に実施された住宅・土地統計調査（以下、
住調）によると、全国の空き家は820万戸、住宅総
数6,063万戸に対する空き家率は13.5%となり、
2008年の前回調査比0.4%ポイントの上昇となっ
た。空き家数および空き家率は増加・上昇を続けて
おり、少子・高齢化が進むなか、空き家問題への社
会的関心が高まっている。
本稿では全国との比較や、県内市町村間での比
較を通じて埼玉県の空き家に関する現状および課
題について検討する。

空き家の増加は種々の問題を発生させる。2016
年度に国土交通省が行った「土地問題に関する意
識調査」によると、「空き家の増加で問題と感じるこ
と」として、「不審者の侵入や放火」が最も多く、次
いで「ゴミの不法投棄」、「雑木・雑草の繁茂」、「害
虫の発生や野良猫などの集中」、「地域の景観への
悪影響」が続き、防犯・防火面や環境面で影響が大
きいことがわかる。
しかし、ひとくちに「空き家」と言っても定義は意
外と広い。住調の定義では、空き家は「居住世帯の
ない住宅」のうち、以下に分類される住宅である。

・ウ「二次的住宅」（別荘や残業時等にたまに寝泊
りするための住宅。これらは継続的に利用してい
ても空き家に分類される）
・エ「売却用の住宅」（売却予定の空き家）
・オ「その他の住宅」（高齢者施設等への入居によ
り空き家となったものや相続で取得した空き家等。
管理不在の場合には、腐朽・破損状態となる可能
性が高く、いわゆる「空き家」といわれるもの）

・カ「賃貸用の住宅」（賃貸に係る空き家）
昼間だけ使用しているなどの「一時現在者のみ

の住宅」、建築中の住宅、住宅併用でない空き店舗
は空き家には含めない。
本稿では、以下の空き家率を用いていく。

・空き家率①＝（ウ＋エ＋オ＋カ）／（ア～ク合計）
　（空き家全体の住宅全体に占める率）
・持家その他空き家率②＝オ／（ア＋ウ＋エ＋オ）
　（オ「その他の住宅」の持家系住宅全体に占める率）
・賃貸空き家率③＝カ／（イ＋カ）
　（カ「賃貸用の住宅」の賃貸系住宅全体に占める率）

2013年の住調によると、全国で最も空き家率①の
高いのは山梨県22.0%で、以下長野県、和歌山県と
なっており、埼玉県は10.9%で4番目に低い水準と
なっている。新聞・ニュース等で取り上げられる空き

48.0
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アンケート調査①

埼玉県内新卒者採用状況調査
採用計画「有り」が20年ぶりの高水準

2018年度の新卒者採用状況について、県内企業
へのアンケート調査を実施した。

採用計画の有無
2018年4月入社の新卒者について、採用計画が

「有った」企業の割合は55.7％となり、前年調査
(2017年4月)から3.7ポイント増加した。採用計画が
「有った」とする企業割合は1998年（58.9％）以来20
年ぶりの高い水準となっている。
業種別にみると、製造業は61.9％（前年比＋13.8

ポイント）、非製造業は52.1％（同▲2.0ポイント）と
なった。製造業は前年より大幅に増加し、非製造業に
比べ採用を計画した企業割合が高まった。

採用計画人数の増減
新卒者の採用計画人数の増減は、前年に比べ「増
加」23.1％（前年比＋2.6ポイント）、「変わらない」
32.4％（同＋2.2ポイント）、「減少」12.0％（同▲3.8
ポイント）、「例年ない」32.4％（同▲1.1ポイント）と
なった。新卒者の採用計画が「有った」企業割合が増
えるなか、採用計画人数についても「増加」が増え、企
業の採用意欲は一段と強いものとなっている。
業種別にみると、製造業は「増加」28.4％（同＋8.7

ポイント）、「減少」13.6％（同▲8.8ポイント）、非製造

業は「増加」20.0％（同▲0.9ポイント）、「減少」
11.1％（同▲1.1ポイント）となり、製造業の増加が目
立った。

増加した理由　
採用計画人数が「増加」した理由は（複数回答）、

「恒常的人手不足の補完」48.0％（前年比▲2.0ポイン
ト）、「事業拡大のため」、「業況の好調」、「今後の業況
の好転を見込んで」いずれも28.0％（それぞれ同▲3.8
ポイント、同＋0.7ポイント、同＋16.6ポイント）、「良い人
材が採用できる」12.0％（同▲15.3ポイント）、「採用が
容易となった」2.0％（同▲2.5ポイント）の順となった。

前年調査同様「恒常的人手不足の補完」を挙げる企
業が最も多いが、景気の回復を受けて「今後の業況の
好転を見込んで」が増加し、深刻化する人手不足の影
響から「良い人材が採用できる」は減少となった。

計画に対する採用の実績
計画に対する採用の実績は「ほぼ計画通り」
54.8％（前年比＋3.1ポイント）、「やや不足」32.8％
（同▲3.6ポイント）と「大幅に不足」12.4％（同＋0.5
ポイント）を合わせた「不足」は45.2％（同▲3.1ポイン
ト）となった。「不足」は前年より減少したものの、40％
を超える高い水準にあり、新卒者の採用が計画通り進
まなかったところが多かった。
業種別にみると、「不足」は製造業が33.8％（同▲
11.4ポイント）、非製造業は52.3％（同＋2.3ポイント）
で、製造業に比べ非製造業で「不足」となる企業が多
かった。

採用が計画に満たない分の対応策
採用が計画に満たない分の対応策は｢中途採用｣が
73.8％で最も多く、以下「パート等の採用」30.0％、
「人材派遣会社利用」27.5％となった。
業種別にみると、製造業は「中途採用」82.6％、

「パート等の採用」「人材派遣会社利用」がともに
26.1％となった。非製造業は「中途採用」70.2％、

「パート等の採用」31.6％、「人材派遣会社利用」
28.1％となった。製造業、非製造業ともに「中途採用」
が多いが製造業でとくに高くなっている。

来年度の採用計画人数の増減
来年度（2019年4月入社）の採用計画人数は、今
年度より「増加」とした企業は25.3％、「変わらない」
44.8％、「減少」3.6％、「未定」26.2％となった。「増
加」が「減少」を大幅に上回っており、来年度の新卒
者に対する企業の採用意欲は引き続き強いものと
なっている。 （辻　和）

2018年4月中旬実施。対象企業数965社、
回答企業数228社、回答率23.6％。
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家率の多くがこの空き家率①である。この空き家率
①は別荘等の二次的住宅も分子に含めて計算され
るため、別荘の多い都道府県が上位になりやすい。
いわゆる「空き家」のイメージに最も近い空き家
率である、持家その他空き家率②では、鹿児島県
16.7%が最も高く、以下高知県、愛媛県となってお
り、埼玉県は5.5%で2番目に低い水準となっている。
賃貸空き家率③では、山梨県29.2%が最も高く、
以下栃木県、群馬県、茨城県と続き、関東地方3県が
上位5位中3県を占める。関東地方では次いで千葉
県が19.9%で23位、埼玉県は18.8%で28位となっ
ている。埼玉県は全国平均18.8%と同水準である。
埼玉県においては空き家率①、②は低いものの、
賃貸空き家率③が全国平均レベルとなっている他、
総住宅数が全国で5番目に多いことから空き家率
は低くても、空き家数は355千戸と全国で8番目に
多い水準となっている。

埼玉県の空き家の推移をみると、2013年までの
15年間でその他の住宅空き家が64千戸から112
千戸に、賃貸用空き家が163千戸から211千戸に、
いずれも48千戸増加するなど、急激に増加してい
る。ここでは、空き家数が増加している中で、埼玉県

しかし、今後は世帯数が減少していく見込みであ
ることに加え、高齢化が急速に進行し、分子である
空き家数がさらに増加していくと考えられる。国立
社会保障・人口問題研究所の推計によると、世帯主
が75歳以上の単独世帯および夫婦のみの一般世
帯は、2015年の27万世帯が、2035年には41万世
帯へと、全国6番目に高い増加率で達する見込みで
ある。27万世帯の居住状況は、持家が22万世帯、
民営借家が3万世帯であり、この世帯層と新たにこ
の世帯層となる世帯の一定程度が、将来的な空き
家の潜在的予備軍と言えよう。

埼玉県は県外への通勤・通学率が高いとの結果
が国勢調査で示されているが、以下では都心から
の距離と空き家率の関係について検討する。
都心と接続している典型的な通勤・通学路線の４
路線を挙げ、各路線別に起点から15～25km（以下、
近距離帯）、35～45km（中距離帯）、70～80km（遠
距離帯）の範囲でひとつずつ計12市町村を選択した。
具体的には東武伊勢崎線で草加市、杉戸町、羽
生市（但し、羽生市は埼玉県北端で浅草からの距
離は66.2km）を、高崎線でさいたま市、桶川市、本
庄市を、東武東上線で志木市、坂戸市、寄居町を、

るなか、人口の自然減が始まっている中距離帯から
徐々に高まり、最終的には近距離帯も高まっていくも
のと思われる。既に高い水準となっている賃貸空き
家率については、人口動態を踏まえると、建て替え
ではない純粋な新築が今後も続けば、空き家率がさ
らに高まることが懸念される。
持家その他空き家率②と賃貸空き家率③を示し

た地図をみると、持家では秩父地区と県北部で高く、
賃貸ではこれら地区が高いことに加え、空き家率が
県全域で高い水準となっていることが読み取れる。

空き家の発生が全国的に社会問題となっている
なか、国・自治体も取り組みを強化している。
従来、一部市町村が条例により対応していたが、

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が
2015年5月に全面施行された。同法により、空き家
のうち倒壊の危険等のある「特定空き家等」につい
て、市町村長は所有者に対し、指導・勧告・命令を行
うことができ、命令に従わない場合のほか、要件が
明確化された行政代執行の方法により、所有者不
明の物件も、除却等の強制執行が可能となった。
また、公営住宅を増やせる財政状況にないなか、
増加する空き家の有効活用策として期待される住宅
セーフティネット法改正法が昨年10月に施行され、高
齢者・子育て世帯・低額所得者など住宅確保要配慮

の空き家率が低い要因をみていきたい。
2015年までの55年間の世帯数増減をみた場合、
埼玉県は東京都、神奈川県に次ぐ高い水準で増加
してきた。東京都との人口転出入状況では埼玉県が
筆頭で転入超過となっている。埼玉県は、地方に加
え、東京都からも転入を受けながら、全体として人
口・世帯数を増加させてきた。埼玉県内世帯数増減
と新設住宅着工戸数の推移をみると、その動きはほ
ぼ連動しており、世帯数増加が新設住宅増加につな
がったことがわかる。なお、建て替え需要もあるため、
新設住宅着工戸数が世帯数増加を上回っている。
このように埼玉県は世帯数増加による住宅数増加
が、各空き家率計算上の分母を増加させ、空き家率
が低かった。

西武池袋線で所沢市、入間市、秩父市を選択した。
空き家率は、持家その他空き家率②、賃貸空き
家率③とし、各距離帯の平均値で比較した。
まず、持家その他空き家率②についてみると、近・
中距離帯間での空き家率に差はみられなかったが、
近・中距離帯と遠距離帯の間では明らかな差がみ
られ、各市町村別の空き家率でみても、遠距離帯4
市町村は近・中距離帯の8市町村よりいずれも高く
なっている。賃貸空き家率③では、都心からの距離
が長くなるのに応じて、空き家率が高くなっている。
埼玉県「埼玉県推計人口」によると、住調が実施

された2013年までの15年間の世帯数増減率を各
距離帯別にみると、近距離帯21.1％、中距離帯
15.1％、遠距離帯5.5％と、距離が長くなるのに従
い低下し、遠距離帯の秩父市では世帯数が減少に
転じている。
遠距離帯の4市町村の人口は、既に2000年前後

から死亡数が出生数を上回る自然減の状況である
他、多少の変動はあるものの、転出者が転入者を上
回る社会減の傾向も強まっており、2000年前後か
ら人口は減少している。近・中距離帯では、社会増
減傾向は明確ではないものの、中距離帯の4市町村
については2010年前後から自然減に、近距離帯の
4市についてはここ最近で自然増減0となっている。
現状では大きな差がなく、かつ高い水準とはなっ

ていない、近・中距離帯の持家その他空き家率は、
今後、人口減少に続いて世帯数の減少が見込まれ

者に対する賃貸住宅の供給促進の枠組みが整った。
一方、埼玉県においても昨年3月に改定された

「埼玉県住生活基本計画」において、①空き家等対
策計画策定市町村数を2015年度の3市町村から
10年後に50市町村へ、②「その他空き家」数につ
き、2013年の11.2万戸を12年後に15.6万戸で抑
制、③空き家バンク設置市町村数を2015年度の
16市町村から12年後に50市町村へ、などの目標
指標を策定し、取り組みを強化している。
空き家の発生未然防止や、発生後の除却のため

には、税制や不動産登記制度などの抜本的な変革
も求められよう。例えば、空き家の発生につながりや
すい中古住宅の流通促進を図るため、新築住宅よ
り中古住宅取得を優遇する住宅税制の導入である。
また、自ら除却しない所有者や所有者不明の空き家
が発生した場合の除却に備え、建物除却費用を織
り込んだ固定資産税の導入や、所有者不明を発生
させない、マイナンバーともリンクさせた不動産の保
存登記・相続登記の義務化なども検討に値しよう。
住民サイドにおいても、欧米と比較して高いと言

われる「新築一辺倒」の意識変革が必要となろう。
幸いにして、現時点では県内の空き家率は全国

と比較してまだ高くはない。空き家の発生による住
環境の悪化を防ぐためにも、空き家を中古住宅や公
共的な拠点等として利活用を進め、ニーズのない物
件は除却していくなど、早期かつ積極的な対応が重
要と考える。 （太田富雄）

2013年に実施された住宅・土地統計調査（以下、
住調）によると、全国の空き家は820万戸、住宅総
数6,063万戸に対する空き家率は13.5%となり、
2008年の前回調査比0.4%ポイントの上昇となっ
た。空き家数および空き家率は増加・上昇を続けて
おり、少子・高齢化が進むなか、空き家問題への社
会的関心が高まっている。
本稿では全国との比較や、県内市町村間での比
較を通じて埼玉県の空き家に関する現状および課
題について検討する。

空き家の増加は種々の問題を発生させる。2016
年度に国土交通省が行った「土地問題に関する意
識調査」によると、「空き家の増加で問題と感じるこ
と」として、「不審者の侵入や放火」が最も多く、次
いで「ゴミの不法投棄」、「雑木・雑草の繁茂」、「害
虫の発生や野良猫などの集中」、「地域の景観への
悪影響」が続き、防犯・防火面や環境面で影響が大
きいことがわかる。
しかし、ひとくちに「空き家」と言っても定義は意
外と広い。住調の定義では、空き家は「居住世帯の
ない住宅」のうち、以下に分類される住宅である。

・ウ「二次的住宅」（別荘や残業時等にたまに寝泊
りするための住宅。これらは継続的に利用してい
ても空き家に分類される）
・エ「売却用の住宅」（売却予定の空き家）
・オ「その他の住宅」（高齢者施設等への入居によ
り空き家となったものや相続で取得した空き家等。
管理不在の場合には、腐朽・破損状態となる可能
性が高く、いわゆる「空き家」といわれるもの）

・カ「賃貸用の住宅」（賃貸に係る空き家）
昼間だけ使用しているなどの「一時現在者のみ

の住宅」、建築中の住宅、住宅併用でない空き店舗
は空き家には含めない。
本稿では、以下の空き家率を用いていく。

・空き家率①＝（ウ＋エ＋オ＋カ）／（ア～ク合計）
　（空き家全体の住宅全体に占める率）
・持家その他空き家率②＝オ／（ア＋ウ＋エ＋オ）
　（オ「その他の住宅」の持家系住宅全体に占める率）
・賃貸空き家率③＝カ／（イ＋カ）
　（カ「賃貸用の住宅」の賃貸系住宅全体に占める率）

2013年の住調によると、全国で最も空き家率①の
高いのは山梨県22.0%で、以下長野県、和歌山県と
なっており、埼玉県は10.9%で4番目に低い水準と
なっている。新聞・ニュース等で取り上げられる空き

48.0
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アンケート調査②

埼玉県内賃金改定状況調査

2018年度の賃上げ状況について、県内企業への
アンケート調査を実施した。

正社員の賃上げ実施状況
今年度の正社員の賃上げ実施状況をたずねたとこ

ろ、「定昇、ベースアップとも実施する」とするところは
24.6％、「定昇のみ実施する」は42.1％、「ベースアッ
プのみ実施する」は4.8％となり、「賃上げを実施する」
ところは71.5％と前年調査に比べ1.3ポイント増加した。
「賃上げを実施する」ところは2012年度の本調査
開始以降、6年連続で増加した。また、前年調査と比べ
ると、「定昇、ベースアップとも実施する」が18.0％か
ら24.6％と6.6ポイント増え、ベースアップを実施する
ところが増えている。収益が改善していることに加え、
人手不足感が強く、人手確保のため賃上げを実施す
る企業が多くなっている。
一方、「定昇、ベースアップとも実施しない」とすると

ころは5.7％で、前年調査に比べ1.3ポイント減少した。
また、「年俸制などの賃金制度を採っており、一律の賃
上げは行っていない」は4.4％、「現在未定」は16.7％
となった。
業種別にみると、「定昇、ベースアップとも実施す

る」とするところは製造業で35.7％と非製造業の
18.1％に比べて多く、「現在未定」は、非製造業で
21.5％と製造業の8.3％に比べて多くなっている。

賃上げ率、賃上げ額
賃上げを「実施する」企業に、賃上げ率と賃上げ額

をたずねたところ、賃上げ率は1.9％（前年調査2.0％）、
賃上げ額は4,909円（同4,938円）となった（賃上げ率、
または賃上げ額を記入いただいた117社について集
計、それぞれ単純平均）。前年調査と比べると、賃上げ
率、賃上げ額ともにわずかながら減少となった。
調査開始以降７年間について、賃上げを実施する
企業の賃上げ率をみると1.8％→1.9％→1.8％→2.0
→1.9％→2.0％→1.9％と1.8％～2.0％の範囲にあり、
変化は小さい。一方、賃上げを実施する企業割合はこ
の６年間で52.3％→71.5％と20ポイント近く増えてお
り、全体としてみて県内企業の賃金の状況は改善が
進んでいる。
業種別にみると、製造業では賃上げ率2.0％、賃上

げ額5,211円、非製造業では賃上げ率1.9％、賃上げ
額4,675円で賃上げ率、賃上げ額ともに製造業でや
や高い結果となった。

賃上げの決定にあたり重視すること
賃上げの決定にあたり重視することとしては（複数

回答）、「企業業績」が最も多く81.9％、以下「労働力
の確保定着」36.7％、「例年の賃上げ実績」27.0％、
「世間相場」21.7％、「労使関係の安定」13.7％、「物
価動向」6.2％の順となった。
業種別にみると、「企業業績」を重視するところが
製造業で89.3％、非製造業で77.5％と製造業で多い。
「労働力の確保定着」を重視するところでは、非製造
業で44.4％、製造業で23.8％と非製造業で多く、非製
造業で人手不足感が強いことを反映している。

正社員以外の賃上げ実施状況
パート・アルバイトなど正社員以外に対する賃上げ実
施状況をたずねたところ、「定昇、ベースアップとも実
施する」とするところは9.3％、「定昇のみ実施する」は
18.1％、「ベースアップのみ実施する」は5.1％となり、
「賃上げを実施する」ところは32.5％となり、前年に比
べ4.9ポイント増加し、賃上げの動きは広がっている。
ただ、正社員については、「賃上げを実施する」ところ
は71.5％であり、その差は大きく正社員以外の賃金改
善は、依然厳しい状況にある。
一方、「定昇、ベースアップとも実施しない」とすると

ころは19.9％、「年俸制などの賃金制度を採っており、
一律の賃上げは行っていない」が4.6％、「現在未定」
が31.0％となった。
業種別にみると、「賃上げを実施する」ところは製造
業で38.8％、非製造業では28.6％と製造業で多く

なっている。

労働条件等に関して重視すること
労働条件等に関して重視することについては（複数

回答）、「雇用の維持、拡大」が63.7％と最も多く、次
いで「賃金の維持、向上」が62.8％となった。「雇用」
および「賃金」の維持、拡大が重視されている。以下、
「総労働時間の短縮など労働条件の改善」が38.6％、
「従業員の能力開発などへの支援制度の充実」が
22.0％となっている。一方、「育児・介護休暇などの支
援制度の充実」は4.9％と少なかった。 
業種別にみると、「総労働時間の短縮など労働条
件の改善」が非製造業で製造業に比べ多く、「従業員
の能力開発などへの支援制度の充実」が製造業で非
製造業に比べ多かった。 （吉嶺暢嗣）

2018年4月中旬実施。対象企業数965社、
回答企業数228社、回答率23.6%。

●賃上げの決定にあたり重視すること
全産業 製造業 非製造業

企業業績

労働力の確保定着

例年の賃上げ実績
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労使関係の安定
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単位：％

●労働条件等に関して重視すること
全産業 製造業 非製造業

雇用の維持、拡大

賃金の維持、向上

総労働時間の短縮など労働条件の改善

従業員の能力開発などへの支援制度の充実
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4.9 

63.8 

63.8 

35.0 

23.8 

3.8 

63.6 
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●賃上げ率、賃上げ額
全産業 製造業 非製造業

賃上げ率

賃上げ額

1.9
(2.0)

2.0
(1.8)

1.9
(2.1)

4,909
(4,938)

5,211
(4,750)

（注）（　）内は前年調査

4,675
(5,039)

単位：％、円

●正社員の賃上げ実施状況
全産業 製造業 非製造業

定昇、ベースアップとも実施する

定昇のみ実施する

ベースアップのみ実施する

(上記３つの合計）賃上げを実施する

定昇、ベースアップとも実施しない

現在未定

その他

年俸制などの賃金制度を採っており、
一律の賃上げは行っていない

24.6 

42.1 

4.8 

(71.5)

5.7 

4.4 

16.7 

1.8 

35.7 

41.7 

6.0 

(83.4)

4.8 

2.4 

8.3 

1.2 

18.1 

42.4 

4.2 

(64.7)

6.3 

5.6 

21.5 

2.1 

単位：％

●正社員以外の賃上げ実施状況
全産業 製造業 非製造業

定昇、ベースアップとも実施する

定昇のみ実施する

ベースアップのみ実施する

(上記３つの合計）賃上げを実施する

定昇、ベースアップとも実施しない

現在未定

その他

年俸制などの賃金制度を採っており、
一律の賃上げは行っていない

9.3 

18.1 

5.1 

(32.5)

19.9 

4.6 

31.0 

12.0 

15.0 

18.8 

5.0 

(38.8)

18.8 

3.8 

27.5 

11.3 

5.9 

17.6 

5.1 

(28.6)

20.6 

5.1 

33.1 

12.5 

単位：％

●正社員の賃上げを実施する企業割合の推移
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家率の多くがこの空き家率①である。この空き家率
①は別荘等の二次的住宅も分子に含めて計算され
るため、別荘の多い都道府県が上位になりやすい。
いわゆる「空き家」のイメージに最も近い空き家
率である、持家その他空き家率②では、鹿児島県
16.7%が最も高く、以下高知県、愛媛県となってお
り、埼玉県は5.5%で2番目に低い水準となっている。
賃貸空き家率③では、山梨県29.2%が最も高く、
以下栃木県、群馬県、茨城県と続き、関東地方3県が
上位5位中3県を占める。関東地方では次いで千葉
県が19.9%で23位、埼玉県は18.8%で28位となっ
ている。埼玉県は全国平均18.8%と同水準である。
埼玉県においては空き家率①、②は低いものの、
賃貸空き家率③が全国平均レベルとなっている他、
総住宅数が全国で5番目に多いことから空き家率
は低くても、空き家数は355千戸と全国で8番目に
多い水準となっている。

埼玉県の空き家の推移をみると、2013年までの
15年間でその他の住宅空き家が64千戸から112
千戸に、賃貸用空き家が163千戸から211千戸に、
いずれも48千戸増加するなど、急激に増加してい
る。ここでは、空き家数が増加している中で、埼玉県

しかし、今後は世帯数が減少していく見込みであ
ることに加え、高齢化が急速に進行し、分子である
空き家数がさらに増加していくと考えられる。国立
社会保障・人口問題研究所の推計によると、世帯主
が75歳以上の単独世帯および夫婦のみの一般世
帯は、2015年の27万世帯が、2035年には41万世
帯へと、全国6番目に高い増加率で達する見込みで
ある。27万世帯の居住状況は、持家が22万世帯、
民営借家が3万世帯であり、この世帯層と新たにこ
の世帯層となる世帯の一定程度が、将来的な空き
家の潜在的予備軍と言えよう。

埼玉県は県外への通勤・通学率が高いとの結果
が国勢調査で示されているが、以下では都心から
の距離と空き家率の関係について検討する。
都心と接続している典型的な通勤・通学路線の４
路線を挙げ、各路線別に起点から15～25km（以下、
近距離帯）、35～45km（中距離帯）、70～80km（遠
距離帯）の範囲でひとつずつ計12市町村を選択した。
具体的には東武伊勢崎線で草加市、杉戸町、羽
生市（但し、羽生市は埼玉県北端で浅草からの距
離は66.2km）を、高崎線でさいたま市、桶川市、本
庄市を、東武東上線で志木市、坂戸市、寄居町を、

るなか、人口の自然減が始まっている中距離帯から
徐々に高まり、最終的には近距離帯も高まっていくも
のと思われる。既に高い水準となっている賃貸空き
家率については、人口動態を踏まえると、建て替え
ではない純粋な新築が今後も続けば、空き家率がさ
らに高まることが懸念される。
持家その他空き家率②と賃貸空き家率③を示し

た地図をみると、持家では秩父地区と県北部で高く、
賃貸ではこれら地区が高いことに加え、空き家率が
県全域で高い水準となっていることが読み取れる。

空き家の発生が全国的に社会問題となっている
なか、国・自治体も取り組みを強化している。
従来、一部市町村が条例により対応していたが、

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が
2015年5月に全面施行された。同法により、空き家
のうち倒壊の危険等のある「特定空き家等」につい
て、市町村長は所有者に対し、指導・勧告・命令を行
うことができ、命令に従わない場合のほか、要件が
明確化された行政代執行の方法により、所有者不
明の物件も、除却等の強制執行が可能となった。
また、公営住宅を増やせる財政状況にないなか、
増加する空き家の有効活用策として期待される住宅
セーフティネット法改正法が昨年10月に施行され、高
齢者・子育て世帯・低額所得者など住宅確保要配慮

の空き家率が低い要因をみていきたい。
2015年までの55年間の世帯数増減をみた場合、
埼玉県は東京都、神奈川県に次ぐ高い水準で増加
してきた。東京都との人口転出入状況では埼玉県が
筆頭で転入超過となっている。埼玉県は、地方に加
え、東京都からも転入を受けながら、全体として人
口・世帯数を増加させてきた。埼玉県内世帯数増減
と新設住宅着工戸数の推移をみると、その動きはほ
ぼ連動しており、世帯数増加が新設住宅増加につな
がったことがわかる。なお、建て替え需要もあるため、
新設住宅着工戸数が世帯数増加を上回っている。
このように埼玉県は世帯数増加による住宅数増加
が、各空き家率計算上の分母を増加させ、空き家率
が低かった。

西武池袋線で所沢市、入間市、秩父市を選択した。
空き家率は、持家その他空き家率②、賃貸空き
家率③とし、各距離帯の平均値で比較した。
まず、持家その他空き家率②についてみると、近・
中距離帯間での空き家率に差はみられなかったが、
近・中距離帯と遠距離帯の間では明らかな差がみ
られ、各市町村別の空き家率でみても、遠距離帯4
市町村は近・中距離帯の8市町村よりいずれも高く
なっている。賃貸空き家率③では、都心からの距離
が長くなるのに応じて、空き家率が高くなっている。
埼玉県「埼玉県推計人口」によると、住調が実施

された2013年までの15年間の世帯数増減率を各
距離帯別にみると、近距離帯21.1％、中距離帯
15.1％、遠距離帯5.5％と、距離が長くなるのに従
い低下し、遠距離帯の秩父市では世帯数が減少に
転じている。
遠距離帯の4市町村の人口は、既に2000年前後

から死亡数が出生数を上回る自然減の状況である
他、多少の変動はあるものの、転出者が転入者を上
回る社会減の傾向も強まっており、2000年前後か
ら人口は減少している。近・中距離帯では、社会増
減傾向は明確ではないものの、中距離帯の4市町村
については2010年前後から自然減に、近距離帯の
4市についてはここ最近で自然増減0となっている。
現状では大きな差がなく、かつ高い水準とはなっ

ていない、近・中距離帯の持家その他空き家率は、
今後、人口減少に続いて世帯数の減少が見込まれ

者に対する賃貸住宅の供給促進の枠組みが整った。
一方、埼玉県においても昨年3月に改定された

「埼玉県住生活基本計画」において、①空き家等対
策計画策定市町村数を2015年度の3市町村から
10年後に50市町村へ、②「その他空き家」数につ
き、2013年の11.2万戸を12年後に15.6万戸で抑
制、③空き家バンク設置市町村数を2015年度の
16市町村から12年後に50市町村へ、などの目標
指標を策定し、取り組みを強化している。
空き家の発生未然防止や、発生後の除却のため

には、税制や不動産登記制度などの抜本的な変革
も求められよう。例えば、空き家の発生につながりや
すい中古住宅の流通促進を図るため、新築住宅よ
り中古住宅取得を優遇する住宅税制の導入である。
また、自ら除却しない所有者や所有者不明の空き家
が発生した場合の除却に備え、建物除却費用を織
り込んだ固定資産税の導入や、所有者不明を発生
させない、マイナンバーともリンクさせた不動産の保
存登記・相続登記の義務化なども検討に値しよう。
住民サイドにおいても、欧米と比較して高いと言

われる「新築一辺倒」の意識変革が必要となろう。
幸いにして、現時点では県内の空き家率は全国

と比較してまだ高くはない。空き家の発生による住
環境の悪化を防ぐためにも、空き家を中古住宅や公
共的な拠点等として利活用を進め、ニーズのない物
件は除却していくなど、早期かつ積極的な対応が重
要と考える。 （太田富雄）

2013年に実施された住宅・土地統計調査（以下、
住調）によると、全国の空き家は820万戸、住宅総
数6,063万戸に対する空き家率は13.5%となり、
2008年の前回調査比0.4%ポイントの上昇となっ
た。空き家数および空き家率は増加・上昇を続けて
おり、少子・高齢化が進むなか、空き家問題への社
会的関心が高まっている。
本稿では全国との比較や、県内市町村間での比
較を通じて埼玉県の空き家に関する現状および課
題について検討する。

空き家の増加は種々の問題を発生させる。2016
年度に国土交通省が行った「土地問題に関する意
識調査」によると、「空き家の増加で問題と感じるこ
と」として、「不審者の侵入や放火」が最も多く、次
いで「ゴミの不法投棄」、「雑木・雑草の繁茂」、「害
虫の発生や野良猫などの集中」、「地域の景観への
悪影響」が続き、防犯・防火面や環境面で影響が大
きいことがわかる。
しかし、ひとくちに「空き家」と言っても定義は意
外と広い。住調の定義では、空き家は「居住世帯の
ない住宅」のうち、以下に分類される住宅である。

・ウ「二次的住宅」（別荘や残業時等にたまに寝泊
りするための住宅。これらは継続的に利用してい
ても空き家に分類される）
・エ「売却用の住宅」（売却予定の空き家）
・オ「その他の住宅」（高齢者施設等への入居によ
り空き家となったものや相続で取得した空き家等。
管理不在の場合には、腐朽・破損状態となる可能
性が高く、いわゆる「空き家」といわれるもの）

・カ「賃貸用の住宅」（賃貸に係る空き家）
昼間だけ使用しているなどの「一時現在者のみ

の住宅」、建築中の住宅、住宅併用でない空き店舗
は空き家には含めない。
本稿では、以下の空き家率を用いていく。

・空き家率①＝（ウ＋エ＋オ＋カ）／（ア～ク合計）
　（空き家全体の住宅全体に占める率）
・持家その他空き家率②＝オ／（ア＋ウ＋エ＋オ）
　（オ「その他の住宅」の持家系住宅全体に占める率）
・賃貸空き家率③＝カ／（イ＋カ）
　（カ「賃貸用の住宅」の賃貸系住宅全体に占める率）

2013年の住調によると、全国で最も空き家率①の
高いのは山梨県22.0%で、以下長野県、和歌山県と
なっており、埼玉県は10.9%で4番目に低い水準と
なっている。新聞・ニュース等で取り上げられる空き
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アンケート調査②

埼玉県内賃金改定状況調査

2018年度の賃上げ状況について、県内企業への
アンケート調査を実施した。

正社員の賃上げ実施状況
今年度の正社員の賃上げ実施状況をたずねたとこ

ろ、「定昇、ベースアップとも実施する」とするところは
24.6％、「定昇のみ実施する」は42.1％、「ベースアッ
プのみ実施する」は4.8％となり、「賃上げを実施する」
ところは71.5％と前年調査に比べ1.3ポイント増加した。
「賃上げを実施する」ところは2012年度の本調査
開始以降、6年連続で増加した。また、前年調査と比べ
ると、「定昇、ベースアップとも実施する」が18.0％か
ら24.6％と6.6ポイント増え、ベースアップを実施する
ところが増えている。収益が改善していることに加え、
人手不足感が強く、人手確保のため賃上げを実施す
る企業が多くなっている。
一方、「定昇、ベースアップとも実施しない」とすると

ころは5.7％で、前年調査に比べ1.3ポイント減少した。
また、「年俸制などの賃金制度を採っており、一律の賃
上げは行っていない」は4.4％、「現在未定」は16.7％
となった。
業種別にみると、「定昇、ベースアップとも実施す

る」とするところは製造業で35.7％と非製造業の
18.1％に比べて多く、「現在未定」は、非製造業で
21.5％と製造業の8.3％に比べて多くなっている。

賃上げ率、賃上げ額
賃上げを「実施する」企業に、賃上げ率と賃上げ額

をたずねたところ、賃上げ率は1.9％（前年調査2.0％）、
賃上げ額は4,909円（同4,938円）となった（賃上げ率、
または賃上げ額を記入いただいた117社について集
計、それぞれ単純平均）。前年調査と比べると、賃上げ
率、賃上げ額ともにわずかながら減少となった。
調査開始以降７年間について、賃上げを実施する
企業の賃上げ率をみると1.8％→1.9％→1.8％→2.0
→1.9％→2.0％→1.9％と1.8％～2.0％の範囲にあり、
変化は小さい。一方、賃上げを実施する企業割合はこ
の６年間で52.3％→71.5％と20ポイント近く増えてお
り、全体としてみて県内企業の賃金の状況は改善が
進んでいる。
業種別にみると、製造業では賃上げ率2.0％、賃上

げ額5,211円、非製造業では賃上げ率1.9％、賃上げ
額4,675円で賃上げ率、賃上げ額ともに製造業でや
や高い結果となった。

賃上げの決定にあたり重視すること
賃上げの決定にあたり重視することとしては（複数

回答）、「企業業績」が最も多く81.9％、以下「労働力
の確保定着」36.7％、「例年の賃上げ実績」27.0％、
「世間相場」21.7％、「労使関係の安定」13.7％、「物
価動向」6.2％の順となった。
業種別にみると、「企業業績」を重視するところが
製造業で89.3％、非製造業で77.5％と製造業で多い。
「労働力の確保定着」を重視するところでは、非製造
業で44.4％、製造業で23.8％と非製造業で多く、非製
造業で人手不足感が強いことを反映している。

正社員以外の賃上げ実施状況
パート・アルバイトなど正社員以外に対する賃上げ実
施状況をたずねたところ、「定昇、ベースアップとも実
施する」とするところは9.3％、「定昇のみ実施する」は
18.1％、「ベースアップのみ実施する」は5.1％となり、
「賃上げを実施する」ところは32.5％となり、前年に比
べ4.9ポイント増加し、賃上げの動きは広がっている。
ただ、正社員については、「賃上げを実施する」ところ
は71.5％であり、その差は大きく正社員以外の賃金改
善は、依然厳しい状況にある。
一方、「定昇、ベースアップとも実施しない」とすると

ころは19.9％、「年俸制などの賃金制度を採っており、
一律の賃上げは行っていない」が4.6％、「現在未定」
が31.0％となった。
業種別にみると、「賃上げを実施する」ところは製造
業で38.8％、非製造業では28.6％と製造業で多く

なっている。

労働条件等に関して重視すること
労働条件等に関して重視することについては（複数

回答）、「雇用の維持、拡大」が63.7％と最も多く、次
いで「賃金の維持、向上」が62.8％となった。「雇用」
および「賃金」の維持、拡大が重視されている。以下、
「総労働時間の短縮など労働条件の改善」が38.6％、
「従業員の能力開発などへの支援制度の充実」が
22.0％となっている。一方、「育児・介護休暇などの支
援制度の充実」は4.9％と少なかった。 
業種別にみると、「総労働時間の短縮など労働条
件の改善」が非製造業で製造業に比べ多く、「従業員
の能力開発などへの支援制度の充実」が製造業で非
製造業に比べ多かった。 （吉嶺暢嗣）

2018年4月中旬実施。対象企業数965社、
回答企業数228社、回答率23.6%。

●賃上げの決定にあたり重視すること
全産業 製造業 非製造業

企業業績

労働力の確保定着

例年の賃上げ実績

世間相場

労使関係の安定

物価動向

その他

81.9 

36.7 

27.0 

21.7 

13.7 

6.2 

0.9 

89.3 

23.8 

26.2 

27.4 

15.5 

6.0 

1.2 

77.5 

44.4 

27.5 

18.3 

12.7 

6.3 

0.7 

単位：％

●労働条件等に関して重視すること
全産業 製造業 非製造業

雇用の維持、拡大

賃金の維持、向上

総労働時間の短縮など労働条件の改善

従業員の能力開発などへの支援制度の充実

育児・介護休暇など支援制度の充実

63.7 

62.8 

38.6 

22.0 

4.9 

63.8 

63.8 

35.0 

23.8 

3.8 

63.6 

62.2 

40.6 

21.0 

5.6 

単位：％

●賃上げ率、賃上げ額
全産業 製造業 非製造業

賃上げ率

賃上げ額

1.9
(2.0)

2.0
(1.8)

1.9
(2.1)

4,909
(4,938)

5,211
(4,750)

（注）（　）内は前年調査

4,675
(5,039)

単位：％、円

●正社員の賃上げ実施状況
全産業 製造業 非製造業

定昇、ベースアップとも実施する

定昇のみ実施する

ベースアップのみ実施する

(上記３つの合計）賃上げを実施する

定昇、ベースアップとも実施しない

現在未定

その他

年俸制などの賃金制度を採っており、
一律の賃上げは行っていない

24.6 

42.1 

4.8 

(71.5)

5.7 

4.4 

16.7 

1.8 

35.7 

41.7 

6.0 

(83.4)

4.8 

2.4 

8.3 

1.2 

18.1 

42.4 

4.2 

(64.7)

6.3 

5.6 

21.5 

2.1 

単位：％

●正社員以外の賃上げ実施状況
全産業 製造業 非製造業

定昇、ベースアップとも実施する

定昇のみ実施する

ベースアップのみ実施する

(上記３つの合計）賃上げを実施する

定昇、ベースアップとも実施しない

現在未定

その他

年俸制などの賃金制度を採っており、
一律の賃上げは行っていない

9.3 

18.1 

5.1 

(32.5)

19.9 

4.6 

31.0 

12.0 

15.0 

18.8 

5.0 

(38.8)

18.8 

3.8 

27.5 

11.3 

5.9 

17.6 

5.1 

(28.6)

20.6 

5.1 

33.1 

12.5 

単位：％

●正社員の賃上げを実施する企業割合の推移
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家率の多くがこの空き家率①である。この空き家率
①は別荘等の二次的住宅も分子に含めて計算され
るため、別荘の多い都道府県が上位になりやすい。
いわゆる「空き家」のイメージに最も近い空き家
率である、持家その他空き家率②では、鹿児島県
16.7%が最も高く、以下高知県、愛媛県となってお
り、埼玉県は5.5%で2番目に低い水準となっている。
賃貸空き家率③では、山梨県29.2%が最も高く、
以下栃木県、群馬県、茨城県と続き、関東地方3県が
上位5位中3県を占める。関東地方では次いで千葉
県が19.9%で23位、埼玉県は18.8%で28位となっ
ている。埼玉県は全国平均18.8%と同水準である。
埼玉県においては空き家率①、②は低いものの、
賃貸空き家率③が全国平均レベルとなっている他、
総住宅数が全国で5番目に多いことから空き家率
は低くても、空き家数は355千戸と全国で8番目に
多い水準となっている。

埼玉県の空き家の推移をみると、2013年までの
15年間でその他の住宅空き家が64千戸から112
千戸に、賃貸用空き家が163千戸から211千戸に、
いずれも48千戸増加するなど、急激に増加してい
る。ここでは、空き家数が増加している中で、埼玉県

しかし、今後は世帯数が減少していく見込みであ
ることに加え、高齢化が急速に進行し、分子である
空き家数がさらに増加していくと考えられる。国立
社会保障・人口問題研究所の推計によると、世帯主
が75歳以上の単独世帯および夫婦のみの一般世
帯は、2015年の27万世帯が、2035年には41万世
帯へと、全国6番目に高い増加率で達する見込みで
ある。27万世帯の居住状況は、持家が22万世帯、
民営借家が3万世帯であり、この世帯層と新たにこ
の世帯層となる世帯の一定程度が、将来的な空き
家の潜在的予備軍と言えよう。

埼玉県は県外への通勤・通学率が高いとの結果
が国勢調査で示されているが、以下では都心から
の距離と空き家率の関係について検討する。
都心と接続している典型的な通勤・通学路線の４
路線を挙げ、各路線別に起点から15～25km（以下、
近距離帯）、35～45km（中距離帯）、70～80km（遠
距離帯）の範囲でひとつずつ計12市町村を選択した。
具体的には東武伊勢崎線で草加市、杉戸町、羽
生市（但し、羽生市は埼玉県北端で浅草からの距
離は66.2km）を、高崎線でさいたま市、桶川市、本
庄市を、東武東上線で志木市、坂戸市、寄居町を、

るなか、人口の自然減が始まっている中距離帯から
徐々に高まり、最終的には近距離帯も高まっていくも
のと思われる。既に高い水準となっている賃貸空き
家率については、人口動態を踏まえると、建て替え
ではない純粋な新築が今後も続けば、空き家率がさ
らに高まることが懸念される。
持家その他空き家率②と賃貸空き家率③を示し

た地図をみると、持家では秩父地区と県北部で高く、
賃貸ではこれら地区が高いことに加え、空き家率が
県全域で高い水準となっていることが読み取れる。

空き家の発生が全国的に社会問題となっている
なか、国・自治体も取り組みを強化している。
従来、一部市町村が条例により対応していたが、

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が
2015年5月に全面施行された。同法により、空き家
のうち倒壊の危険等のある「特定空き家等」につい
て、市町村長は所有者に対し、指導・勧告・命令を行
うことができ、命令に従わない場合のほか、要件が
明確化された行政代執行の方法により、所有者不
明の物件も、除却等の強制執行が可能となった。
また、公営住宅を増やせる財政状況にないなか、
増加する空き家の有効活用策として期待される住宅
セーフティネット法改正法が昨年10月に施行され、高
齢者・子育て世帯・低額所得者など住宅確保要配慮

の空き家率が低い要因をみていきたい。
2015年までの55年間の世帯数増減をみた場合、
埼玉県は東京都、神奈川県に次ぐ高い水準で増加
してきた。東京都との人口転出入状況では埼玉県が
筆頭で転入超過となっている。埼玉県は、地方に加
え、東京都からも転入を受けながら、全体として人
口・世帯数を増加させてきた。埼玉県内世帯数増減
と新設住宅着工戸数の推移をみると、その動きはほ
ぼ連動しており、世帯数増加が新設住宅増加につな
がったことがわかる。なお、建て替え需要もあるため、
新設住宅着工戸数が世帯数増加を上回っている。
このように埼玉県は世帯数増加による住宅数増加
が、各空き家率計算上の分母を増加させ、空き家率
が低かった。

西武池袋線で所沢市、入間市、秩父市を選択した。
空き家率は、持家その他空き家率②、賃貸空き
家率③とし、各距離帯の平均値で比較した。
まず、持家その他空き家率②についてみると、近・
中距離帯間での空き家率に差はみられなかったが、
近・中距離帯と遠距離帯の間では明らかな差がみ
られ、各市町村別の空き家率でみても、遠距離帯4
市町村は近・中距離帯の8市町村よりいずれも高く
なっている。賃貸空き家率③では、都心からの距離
が長くなるのに応じて、空き家率が高くなっている。
埼玉県「埼玉県推計人口」によると、住調が実施

された2013年までの15年間の世帯数増減率を各
距離帯別にみると、近距離帯21.1％、中距離帯
15.1％、遠距離帯5.5％と、距離が長くなるのに従
い低下し、遠距離帯の秩父市では世帯数が減少に
転じている。
遠距離帯の4市町村の人口は、既に2000年前後

から死亡数が出生数を上回る自然減の状況である
他、多少の変動はあるものの、転出者が転入者を上
回る社会減の傾向も強まっており、2000年前後か
ら人口は減少している。近・中距離帯では、社会増
減傾向は明確ではないものの、中距離帯の4市町村
については2010年前後から自然減に、近距離帯の
4市についてはここ最近で自然増減0となっている。
現状では大きな差がなく、かつ高い水準とはなっ

ていない、近・中距離帯の持家その他空き家率は、
今後、人口減少に続いて世帯数の減少が見込まれ

者に対する賃貸住宅の供給促進の枠組みが整った。
一方、埼玉県においても昨年3月に改定された

「埼玉県住生活基本計画」において、①空き家等対
策計画策定市町村数を2015年度の3市町村から
10年後に50市町村へ、②「その他空き家」数につ
き、2013年の11.2万戸を12年後に15.6万戸で抑
制、③空き家バンク設置市町村数を2015年度の
16市町村から12年後に50市町村へ、などの目標
指標を策定し、取り組みを強化している。
空き家の発生未然防止や、発生後の除却のため

には、税制や不動産登記制度などの抜本的な変革
も求められよう。例えば、空き家の発生につながりや
すい中古住宅の流通促進を図るため、新築住宅よ
り中古住宅取得を優遇する住宅税制の導入である。
また、自ら除却しない所有者や所有者不明の空き家
が発生した場合の除却に備え、建物除却費用を織
り込んだ固定資産税の導入や、所有者不明を発生
させない、マイナンバーともリンクさせた不動産の保
存登記・相続登記の義務化なども検討に値しよう。
住民サイドにおいても、欧米と比較して高いと言

われる「新築一辺倒」の意識変革が必要となろう。
幸いにして、現時点では県内の空き家率は全国

と比較してまだ高くはない。空き家の発生による住
環境の悪化を防ぐためにも、空き家を中古住宅や公
共的な拠点等として利活用を進め、ニーズのない物
件は除却していくなど、早期かつ積極的な対応が重
要と考える。 （太田富雄）

2013年に実施された住宅・土地統計調査（以下、
住調）によると、全国の空き家は820万戸、住宅総
数6,063万戸に対する空き家率は13.5%となり、
2008年の前回調査比0.4%ポイントの上昇となっ
た。空き家数および空き家率は増加・上昇を続けて
おり、少子・高齢化が進むなか、空き家問題への社
会的関心が高まっている。
本稿では全国との比較や、県内市町村間での比
較を通じて埼玉県の空き家に関する現状および課
題について検討する。

空き家の増加は種々の問題を発生させる。2016
年度に国土交通省が行った「土地問題に関する意
識調査」によると、「空き家の増加で問題と感じるこ
と」として、「不審者の侵入や放火」が最も多く、次
いで「ゴミの不法投棄」、「雑木・雑草の繁茂」、「害
虫の発生や野良猫などの集中」、「地域の景観への
悪影響」が続き、防犯・防火面や環境面で影響が大
きいことがわかる。
しかし、ひとくちに「空き家」と言っても定義は意
外と広い。住調の定義では、空き家は「居住世帯の
ない住宅」のうち、以下に分類される住宅である。

・ウ「二次的住宅」（別荘や残業時等にたまに寝泊
りするための住宅。これらは継続的に利用してい
ても空き家に分類される）
・エ「売却用の住宅」（売却予定の空き家）
・オ「その他の住宅」（高齢者施設等への入居によ
り空き家となったものや相続で取得した空き家等。
管理不在の場合には、腐朽・破損状態となる可能
性が高く、いわゆる「空き家」といわれるもの）

・カ「賃貸用の住宅」（賃貸に係る空き家）
昼間だけ使用しているなどの「一時現在者のみ

の住宅」、建築中の住宅、住宅併用でない空き店舗
は空き家には含めない。
本稿では、以下の空き家率を用いていく。

・空き家率①＝（ウ＋エ＋オ＋カ）／（ア～ク合計）
　（空き家全体の住宅全体に占める率）
・持家その他空き家率②＝オ／（ア＋ウ＋エ＋オ）
　（オ「その他の住宅」の持家系住宅全体に占める率）
・賃貸空き家率③＝カ／（イ＋カ）
　（カ「賃貸用の住宅」の賃貸系住宅全体に占める率）

2013年の住調によると、全国で最も空き家率①の
高いのは山梨県22.0%で、以下長野県、和歌山県と
なっており、埼玉県は10.9%で4番目に低い水準と
なっている。新聞・ニュース等で取り上げられる空き
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概況 埼玉県の景気は持ち直している。

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

%

年月

新車販売台数（乗用車）・
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景気動向指数 足踏みを示している

2月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：98.0（前月比＋0.7ポイント）、一致指数：127.2
（同＋3.2ポイント）、遅行指数：122.4（同▲1.2ポイ
ント）となった。
先行指数は2カ月連続の上昇となった。
一致指数は2カ月ぶりの上昇となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比＋0.04ポイント
と、5カ月ぶりの上昇となった。埼玉県は、前月、1年9
カ月ぶりに「足踏みを示している」に下方修正した景
気の基調判断を据え置いた。
遅行指数は3カ月ぶりの下降となった。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が5カ月ぶりに減少

3月の百貨店・スーパー販売額は854億円、前年
比▲0.3％（既存店）と5カ月ぶりに減少した。業態別
では、百貨店（同▲3.4％）は減少したが、スーパー
（同＋0.6％）は増加した。新設店を含む全店ベース
の販売額は同＋0.3％と5カ月連続で増加した。
4月の新車販売台数（乗用車）は9,826台、前年
比▲1.1％と7カ月連続で減少した。車種別では普通
乗用車が4,945台（同＋3.0％）、小型乗用車は
4,881台（同▲4.9％）だった。

住 宅 2カ月ぶりに前年を下回る

3月の新設住宅着工戸数は3,863戸、前年比
▲8.7％と2カ月ぶりに前年を下回った。
利用関係別では、分譲が1 ,490戸（前年比

＋19.8％）と2カ月連続で増加したものの、貸家が
1,475戸（同▲23.6％）と3カ月ぶりの減少、持家も
896戸（同▲14.9％）と4カ月連続の減少となった。
分譲住宅は、マンションが533戸（同＋237.3％）と
前月の＋210.5％に続いて大きく増加したものの、戸
建は957戸（同▲10.7％）と3カ月連続で減少した。

公共工事 4カ月ぶりに前年を上回る

4月の公共工事請負金額は689億円、前年比
＋25.8％と4カ月ぶりに前年を上回った。
発注者別では、県（前年比▲9.0％）と独立行政
法人等（同▲33.4％）が減少したものの、国（同
＋17.0％）と市町村（同＋58.2％）が増加した。
なお、4月の請負件数も471件（同＋22.7％）と前
年を上回っている。

生 産 2カ月ぶりに増加

2月の鉱工業指数をみると、生産指数は92.3、前
月比＋4.2％と2カ月ぶりに増加した。業種別では、
輸送機械、はん用機械、電気機械など14業種が増
加したものの、生産用機械、プラスチック製品、印刷
など9業種が減少した。
在庫指数は111.9、前月比▲2.3％と2カ月連続

で減少した。業種別では、金属製品、化学、電子部
品・デバイスなど7業種が増加したものの、輸送機
械、プラスチック製品、はん用機械など13業種が減
少した。

雇 用 有効求人倍率は1.27倍

3月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.01ポイント下降の1.27倍となった。　
有効求職者数が79,787人（前年比▲3.8％）と、
94カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
108,502人（同＋5.1％）と、57カ月連続で前年を上
回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.06ポイント上昇の2.06倍となっている。
なお、3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1.47倍であった。

%戸

年月

新設住宅着工戸数の推移

給与

貸家

持家

分譲

資料：国土交通省

公共工事請負金額の推移
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概況 埼玉県の景気は持ち直している。

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

%

年月

新車販売台数（乗用車）・
前年比（右目盛）
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先行指数
一致指数
遅行指数

1817161514131211102009

景気動向指数 足踏みを示している

2月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：98.0（前月比＋0.7ポイント）、一致指数：127.2
（同＋3.2ポイント）、遅行指数：122.4（同▲1.2ポイ
ント）となった。
先行指数は2カ月連続の上昇となった。
一致指数は2カ月ぶりの上昇となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比＋0.04ポイント
と、5カ月ぶりの上昇となった。埼玉県は、前月、1年9
カ月ぶりに「足踏みを示している」に下方修正した景
気の基調判断を据え置いた。
遅行指数は3カ月ぶりの下降となった。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が5カ月ぶりに減少

3月の百貨店・スーパー販売額は854億円、前年
比▲0.3％（既存店）と5カ月ぶりに減少した。業態別
では、百貨店（同▲3.4％）は減少したが、スーパー
（同＋0.6％）は増加した。新設店を含む全店ベース
の販売額は同＋0.3％と5カ月連続で増加した。
4月の新車販売台数（乗用車）は9,826台、前年
比▲1.1％と7カ月連続で減少した。車種別では普通
乗用車が4,945台（同＋3.0％）、小型乗用車は
4,881台（同▲4.9％）だった。

住 宅 2カ月ぶりに前年を下回る

3月の新設住宅着工戸数は3,863戸、前年比
▲8.7％と2カ月ぶりに前年を下回った。
利用関係別では、分譲が1 ,490戸（前年比

＋19.8％）と2カ月連続で増加したものの、貸家が
1,475戸（同▲23.6％）と3カ月ぶりの減少、持家も
896戸（同▲14.9％）と4カ月連続の減少となった。
分譲住宅は、マンションが533戸（同＋237.3％）と
前月の＋210.5％に続いて大きく増加したものの、戸
建は957戸（同▲10.7％）と3カ月連続で減少した。

公共工事 4カ月ぶりに前年を上回る

4月の公共工事請負金額は689億円、前年比
＋25.8％と4カ月ぶりに前年を上回った。
発注者別では、県（前年比▲9.0％）と独立行政
法人等（同▲33.4％）が減少したものの、国（同
＋17.0％）と市町村（同＋58.2％）が増加した。
なお、4月の請負件数も471件（同＋22.7％）と前
年を上回っている。

生 産 2カ月ぶりに増加

2月の鉱工業指数をみると、生産指数は92.3、前
月比＋4.2％と2カ月ぶりに増加した。業種別では、
輸送機械、はん用機械、電気機械など14業種が増
加したものの、生産用機械、プラスチック製品、印刷
など9業種が減少した。
在庫指数は111.9、前月比▲2.3％と2カ月連続

で減少した。業種別では、金属製品、化学、電子部
品・デバイスなど7業種が増加したものの、輸送機
械、プラスチック製品、はん用機械など13業種が減
少した。

雇 用 有効求人倍率は1.27倍

3月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.01ポイント下降の1.27倍となった。　
有効求職者数が79,787人（前年比▲3.8％）と、
94カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
108,502人（同＋5.1％）と、57カ月連続で前年を上
回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.06ポイント上昇の2.06倍となっている。
なお、3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1.47倍であった。
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月次経済指標 月次経済指標
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●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
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17年  2月
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4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

資料出所

156,168
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9,933
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新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

台 前年比（％） 台 前年比（％） 件数（件）負債額（百万円） 件数（件）負債額（百万円） 2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）
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資料出所
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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
2010年=100 前月比（％）2010年=100 前月比（％） 2010年=100 前月比（％）2010年=100 前月比（％） 1,000㎡ 前年比（％） 1,000㎡ 前年比（％）

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値
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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（％）
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1.23

1.24

1.25

1.26

1.29

1.31

1.33

1.31

1.28

1.27

1.09

1.20

1.36

1.50

1.44

1.45

1.47

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.55

1.56

1.59

1.59

1.58

1.59

24,898

27,136

30,731

35,167

36,549

32,530

32,528

33,427

33,258

32,492

35,724

37,298

39,338

36,657

34,385

37,936

38,616

35,711

5.0

9.0

13.2

14.4

11.7

11.8

11.3

18.9

15.3

9.6

16.6

13.5

15.1

13.4

17.9

0.3

5.7

9.8

834

863

911

963

1,014

981

923

912

964

922

944

997

1,024

942

922

1,030

1,016

1,011

5.0

3.5

5.5

5.7

4.9

6.5

3.2

6.9

6.3

3.5

6.3

5.6

7.1

5.5

9.6

2.3

0.2

3.1

10,799

10,573

10,186

10,101

732

852

812

836

822

876

804

784

818

866

1,065

845

745

854

1.4

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

▲ 4.0

▲ 0.8

1.4

▲ 1.4

0.6

1.0

1.1

1.9

▲ 1.4

0.3

1.2

0.1

0.8

▲ 0.3

201,973

200,491

195,979

196,025

14,493

16,309

15,581

15,881

15,694

17,179

15,655

14,968

15,888

16,713

20,921

16,826

14,565

16,351

0.9

0.4

▲ 0.9

0.0

▲ 2.7

▲ 0.8

1.0

▲ 0.6

0.2

▲ 0.2

0.6

1.9

▲ 0.7

1.4

1.1

0.4

0.6

0.1

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



月次経済指標 月次経済指標
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●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

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

資料出所

156,168

147,166

152,979

158,237

15,090

20,938

9,933

11,098

14,381

12,949

10,666

15,221

10,642

12,101

12,334

12,298

14,259

19,300

9,826

▲ 1.3

▲ 5.8

3.9

3.4

12.8

13.4

3.4

2.7

7.1

▲ 2.1

4.9

1.5

▲ 7.3

▲ 7.4

▲ 3.9

▲ 4.5

▲ 5.5

▲ 7.8

▲ 1.1

2,860,472

2,704,485

2,801,491

2,943,010

273,860

398,048

195,874

206,935

274,000

241,127

196,169

276,049

200,547

222,938

228,363

215,058

259,780

378,898

193,585

▲ 0.4

▲ 5.5

3.6

5.1

14.4

14.8

6.1

6.7

10.3

▲ 1.3

2.8

2.3

▲ 4.4

▲ 5.5

0.3

▲ 6.1

▲ 5.1

▲ 4.8

▲ 1.2

403

359

354

361

30

30

31

40

32

36

35

26

30

18

31

19

34

44

27

56,640

36,187

65,358

42,138

5,140

2,807

2,984

3,537

4,909

3,148

6,638

1,720

2,174

2,207

5,212

1,390

5,001

16,670

3,266

9,731

8,812

8,446

8,405

688

786

680

802

706

714

639

679

733

677

696

635

617

789

650

1,874,065

2,112,382

2,006,119

3,167,637

115,834

166,801

104,060

106,917

1,588,339

109,885

92,375

115,802

95,879

145,663

397,595

104,559

89,979

132,672

95,467

99.1

100.0

99.7

100.0

99.4

99.7

100.1

100.2

100.0

99.8

100.0

100.2

100.1

100.7

101.0

100.6

100.7

100.6

2.8

0.9

▲ 0.3

0.3

▲ 0.3

0.1

0.3

0.4

0.2

0.2

0.5

0.7

0.0

0.7

1.2

1.2

1.4

0.9

99.2

100.0

99.9

100.4

99.8

99.9

100.3

100.4

100.2

100.1

100.3

100.5

100.6

100.9

101.2

101.3

101.3

101.0

2.7

0.8

▲ 0.1

0.5

0.3

0.2

0.4

0.4

0.4

0.4

0.7

0.7

0.2

0.6

1.0

1.4

1.5

1.1

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（％）

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

資料出所

97.6

95.5

95.1

94.7

93.3

88.4

96.9

96.4

92.4

98.4

98.5

96.2

92.1

93.7

94.8

88.6

92.3

4.8

▲ 2.2

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 2.8

▲ 5.3

9.6

▲ 0.5

▲ 4.1

6.5

0.1

▲ 2.3

▲ 4.3

1.7

1.2

▲ 6.5

4.2

99.0

97.8

97.7

102.0

100.5

100.0

102.9

100.7

101.9

101.6

102.9

102.3

102.8

103.5

105.4

100.7

102.7

104.1

2.1

▲ 1.2

▲ 0.1

4.4

1.0

▲ 0.5

2.9

▲ 2.1

1.2

▲ 0.3

1.3

▲ 0.6

0.5

0.7

1.8

▲ 4.5

2.0

1.4

170.6

145.3

123.9

124.9

114.3

115.9

117.3

118.6

120.9

120.3

124.0

120.7

115.8

114.6

116.1

114.5

111.9

52.0

▲ 14.8

▲ 14.7

0.8

▲ 0.3

1.4

1.2

1.1

1.9

▲ 0.5

3.1

▲ 2.7

▲ 4.1

▲ 1.0

1.3

▲ 1.4

▲ 2.3

112.3

112.3

106.4

108.4

108.2

109.2

110.9

110.7

108.9

108.2

107.6

107.4

110.5

109.8

109.8

109.3

109.9

113.5

6.2

0.0

▲ 5.3

1.9

0.6

0.9

1.6

▲ 0.2

▲ 1.6

▲ 0.6

▲ 0.6

▲ 0.2

2.9

▲ 0.6

0.0

▲ 0.5

0.5

3.3

3,038

2,376

2,391

3,014

289

339

225

143

334

285

328

145

200

229

340

118

325

382

▲ 10.1

▲ 21.8

0.6

26.1

0.5

86.8

39.8

▲ 45.6

110.1

79.4

32.8

▲ 19.0

▲ 14.8

▲ 13.2

132.1

▲ 23.9

12.4

12.5

53,818

50,515

50,753

52,968

4,340

3,516

4,601

4,497

4,804

4,559

4,718

4,770

4,755

4,464

3,725

3,930

4,359

4,131

▲ 4.1

▲ 6.1

0.5

4.4

8.1

▲ 12.5

19.3

▲ 11.0

2.7

18.0

▲ 3.3

6.9

16.2

6.3

▲ 10.8

▲ 6.8

0.4

17.5

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

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

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

資料出所

56,504

57,357

61,981

59,617

4,413

4,232

5,135

4,903

5,547

4,986

5,420

5,435

4,708

5,520

4,701

4,363

4,699

3,863

▲ 10.3

1.5

8.1

▲ 3.8

▲ 5.0

▲ 6.2

4.5

▲ 21.1

▲ 2.2

▲ 4.7

▲ 2.9

2.1

▲ 17.8

6.9

▲ 3.5

▲ 5.5

6.5

▲ 8.7

892,261

909,299

967,237

964,641

70,912

75,887

83,979

78,481

87,456

83,234

80,562

83,128

83,057

84,703

76,751

66,358

69,071

69,616

▲ 9.0

1.9

6.4

▲ 0.3

▲ 2.6

0.2

1.9

▲ 0.3

1.7

▲ 2.3

▲ 2.0

▲ 2.9

▲ 4.8

▲ 0.4

▲ 2.1

▲ 13.2

▲ 2.6

▲ 8.3

15.3

16.8

16.5

17.0

18.0

17.3

17.6

15.7

16.6

16.7

16.5

17.7

17.3

17.6

17.4

16.5

18.0

12.6

▲ 6.9

▲ 2.2

3.1

8.7

5.9

7.7

9.6

2.8

0.8

2.2

5.7

▲ 4.1

▲ 3.1

▲ 5.7

3.1

0.0

17.5

17.6

17.5

17.9

18.4

18.5

18.3

16.7

17.5

17.7

17.1

18.0

18.4

18.9

18.9

16.9

18.5

P18.9

6.8

▲ 0.5

▲ 0.6

2.5

4.8

3.1

3.3

4.9

1.4

▲ 0.1

2.2

2.1

2.6

1.4

1.4

1.8

0.6

P2.2

98.5

100.0

99.7

99.4

99.3

98.5

98.6

99.2

99.9

99.8

99.7

99.8

99.9

99.4

99.1

100.4

99.1

0.5

1.5

▲ 0.3

▲ 0.3

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 1.4

▲ 1.0

▲ 0.4

0.0

▲ 0.4

0.3

0.7

▲ 0.3

▲ 0.5

0.7

▲ 0.2

99.0

100.0

100.9

102.5

101.1

100.5

102.6

102.9

102.9

103.1

102.7

102.9

103.0

103.2

103.1

102.8

102.7

P101.9

0.9

1.1

0.9

1.6

1.1

1.1

1.6

1.8

1.5

1.7

1.4

1.7

1.8

1.8

1.5

1.4

1.6

P1.4

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

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

埼玉県

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

資料出所

0.74

0.85

1.04

1.23

1.15

1.17

1.18

1.20

1.23

1.24

1.25

1.26

1.29

1.31

1.33

1.31

1.28

1.27

1.09

1.20

1.36

1.50

1.44

1.45

1.47

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.55

1.56

1.59

1.59

1.58

1.59

24,898

27,136

30,731

35,167

36,549

32,530

32,528

33,427

33,258

32,492

35,724

37,298

39,338

36,657

34,385

37,936

38,616

35,711

5.0

9.0

13.2

14.4

11.7

11.8

11.3

18.9

15.3

9.6

16.6

13.5

15.1

13.4

17.9

0.3

5.7

9.8

834

863

911

963

1,014

981

923

912

964

922

944

997

1,024

942

922

1,030

1,016

1,011

5.0

3.5

5.5

5.7

4.9

6.5

3.2

6.9

6.3

3.5

6.3

5.6

7.1

5.5

9.6

2.3

0.2

3.1

10,799

10,573

10,186

10,101

732

852

812

836

822

876

804

784

818

866

1,065

845

745

854

1.4

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

▲ 4.0

▲ 0.8

1.4

▲ 1.4

0.6

1.0

1.1

1.9

▲ 1.4

0.3

1.2

0.1

0.8

▲ 0.3

201,973

200,491

195,979

196,025

14,493

16,309

15,581

15,881

15,694

17,179

15,655

14,968

15,888

16,713

20,921

16,826

14,565

16,351

0.9

0.4

▲ 0.9

0.0

▲ 2.7

▲ 0.8

1.0

▲ 0.6

0.2

▲ 0.2

0.6

1.9

▲ 0.7

1.4

1.1

0.4

0.6

0.1

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
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蕨市長　賴髙 英雄氏

蕨市
市長のメッセージ
蕨市は、日本一小さな市域に人口７万5千人が暮らす、人口密度も日本一のまちです。
成人式発祥の地や中山道蕨宿などの歴史や文化とコミュニティの豊かさ、都心からＪＲで
約30分に位置する利便性の高さを併せもち、何より地方自治体に大切な「地域力」にあふ
れた住み良いまちです。
こうした魅力を活かしながら、市民の皆さんとの協働で、「安全で安心できるまち」「にぎ
わいあふれる元気なまち」「みんなにあたたかく誰もが住みやすいまち」を目指しつつ、蕨
の未来を見据えた３大プロジェクト「超高齢社会への対応」「蕨駅西口再開発」「市庁舎の建
替え」を進め、住み良さ日本一の「コンパクトシティ蕨」を目指してまいります。

安心とにぎわい　みんなにあたたかい　
日本一のコンパクトシティ蕨

●ＪＲ京浜東北線　蕨駅
●東京外環自動車道　外環浦和ＩＣから市役所まで約2㎞

主な交通機関

資料:「埼玉県統計年鑑（平成29年）」ほか

さいたま市

川口市
戸田市

蕨市概要
人口（平成30年5月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成30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）

公共下水道普及率

舗装率

75,109人

38,827世帯

44.9歳

5.11k㎡

58所

873.6億円

474店

967.3億円

95.7％

95.1％

はじめに
蕨市は都心から約20㎞、県の南部に位置してお

り、さいたま市と川口市、戸田市に接している。
市内には、ＪＲ京浜東北線蕨駅があるほか、西川

口駅やＪＲ埼京線戸田駅、北戸田駅などを身近に利
用できる。道路では、東京外環自動車道外環浦和
ICや戸田東ICなどが近くにあることに加え、国道
17号や県道35号などが市内を走っており、交通利
便性は極めて高い。5.11㎢と、全国の市の中で最
も小さな面積に、7万人を超える人口を擁する蕨市
は、全国で最も人口密度が高い市でもある。
蕨市では、終戦後間もない1946年に、疲弊した

人々に希望を与え、これからの国の再建を担う若者
たちを励まそうと、第一回青年祭が催された。この
青年祭の企画の一つだった「成年式」が、現在広く
行われている成人式の起源で、蕨市では今日でも、
当初のまま「成年式」として開催されている。

音楽によるまちづくり事業 「わら音」
蕨市は、さまざまな音楽を中心とした芸術文化の

振興を目的に、2015年度から音楽によるまちづくり
事業「わら音」をスタートした。「わら音」は、「蕨
（市）が奏でる・発信する音楽」の略称で、だれもが
親しみやすく身近な音楽を、まちで気軽に聴くこと
ができるようにしたいという事業のイメージから、
ネーミングされた。
「わら音」が最初に手掛けたのが、「小・中学校
への音楽家派遣事業」で、プロの演奏を聴く機会
や指導を受ける機会を設けることで、音楽に親しん
でもらうことや、素晴らしい音楽に触れることを目的
にしており、児童・生徒に大変好評である。この他に
も各種音楽イベント情報の告知、音楽情報誌の発
行など「わら音」の事業は多岐にわたっているが、
なんといってもメインイベントは「蕨市民音楽祭」だ
ろう。
昨年11月11・12日の二日間にわたって行われた

「第3回蕨市民音楽祭」では、プロのミュージシャン
を招いて行う本格的なピアノコンサートやジャズ
セッションから、アマチュアバンドの演奏やカラオケ
選手権まで様々なイベントが開催された。市の文化
ホールくるるに加えて、体育館や駅前ロータリー、
喫茶店、ビストロなども会場になっており、こうした
飲食店などでは、軽い食事などをとりながら音楽を
楽しむ人々の姿もみられ、二日間のイベントは盛況
のうちに幕を閉じた。

画鬼・河鍋暁斎
河鍋暁斎は、江戸時代末期から明治時代前半に

かけて活躍した絵師である。若くして浮世絵師歌川
国芳に入門し、後に狩野派にも学んだ暁斎は、妖怪
たちが集い歩く百鬼夜行図も描けば、美しい美人画
も手掛ける鬼才として名を馳せ、画鬼とも称された。
この暁斎はジョサイア・コンドルとの交友でも名高い。
明治政府の招きで来日したコンドルは、鹿鳴館など
を設計したほか、東京駅を設計した辰野金吾らの指
導にもあたった人物である。近代日本建築の基礎を
築いたコンドルは、暁斎の絵と人柄に魅せられて弟
子入りし、暁斎が亡くなるまで親交を重ねた。
河鍋暁斎の名前が、一般にはほとんど忘れられて

いた時期もあったが、その高い技量と芸術性が再認
識されるようになり、各地で展覧会が開催されるな
ど、近年評価が高まっている。
蕨市内には、暁斎の子孫が開設した河鍋暁斎記

念美術館がある。コンパクトな美術館で、一度に見ら
れる作品数はさほど多くないが、1～2カ月ごとにテー
マを変えて展示されているので、訪れるたびに新た
な楽しみを見いだせる。蕨市は、2015年に同美術館
と地域の活性化に関する連携協定を結び、まちづく
りに役立てている。
市のふるさと納税の返礼品には、シルクスクリー

ンで再現された華麗な美人画をはじめ、様々な暁斎
グッズが用意されているので、興味のある方は、市の
ホームページをご覧いただきたい。

蕨の伝統織物「双子織」
かつて中山道二番目の宿場町であった蕨は、機
織りのまちとして知られ、明治時代には綿織物生産
の中心地として発展した。イギリス製の紡績綿糸と
最新の化学染料を使った蕨の双子織は、木綿であ
りながら絹のような光沢をもち、軽くてしなやかな織
物として、全国にその名を知られていた。
今では幻となったこの双子織を、現代によみがえ

らせたのが「新織蕨双子」である。機械織りながら
往時の魅力を可能な限り再現した新たな双子織の
製品が、日々生み出されている。蕨商工会議所は、
オリジナルデザインを施した新織蕨双子ののれんを、
市内店舗に掲げてもらうプロジェクトに取り組んで
いる。既に多くの店舗が参加し、伝統を受け継ぐ双
子織のれんアートが歩く人の目を楽しませている。
また、蕨市は双子織のバッグを「蕨ブランド」の認定
品として、市のPRに活用している。 （井上博夫）

「わら音」蕨市民音楽祭の風景 河鍋暁斎記念美術館の館内
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行われている成人式の起源で、蕨市では今日でも、
当初のまま「成年式」として開催されている。
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飲食店などでは、軽い食事などをとりながら音楽を
楽しむ人々の姿もみられ、二日間のイベントは盛況
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を設計したほか、東京駅を設計した辰野金吾らの指
導にもあたった人物である。近代日本建築の基礎を
築いたコンドルは、暁斎の絵と人柄に魅せられて弟
子入りし、暁斎が亡くなるまで親交を重ねた。
河鍋暁斎の名前が、一般にはほとんど忘れられて

いた時期もあったが、その高い技量と芸術性が再認
識されるようになり、各地で展覧会が開催されるな
ど、近年評価が高まっている。
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な楽しみを見いだせる。蕨市は、2015年に同美術館
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最新の化学染料を使った蕨の双子織は、木綿であ
りながら絹のような光沢をもち、軽くてしなやかな織
物として、全国にその名を知られていた。
今では幻となったこの双子織を、現代によみがえ

らせたのが「新織蕨双子」である。機械織りながら
往時の魅力を可能な限り再現した新たな双子織の
製品が、日々生み出されている。蕨商工会議所は、
オリジナルデザインを施した新織蕨双子ののれんを、
市内店舗に掲げてもらうプロジェクトに取り組んで
いる。既に多くの店舗が参加し、伝統を受け継ぐ双
子織のれんアートが歩く人の目を楽しませている。
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蕨市役所の双子織のれん（蕨市）

新設住宅着工戸数

資料：国土交通省「住宅着工統計」

市町村名 前年比
（％）

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

平成
28年度
(戸）

13,556

3,284

1,395

5,486

382

278

2,800

606

865

553

1,027

1,530

866

307

814

1,013

1,653

2,823

3,069

1,089

936

950

0.9

▲ 13.1

▲ 15.3

11.2

11.0

▲ 10.4

▲ 7.9

▲ 21.5

▲ 6.0

23.1

▲ 34.1

▲ 13.5

18.2

18.9

23.3

▲ 6.8

▲ 1.6

▲ 11.8

▲ 8.5

▲ 34.3

0.0

▲ 0.9

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

前年比
（％）

平成
28年度
(戸）

986

540

667

1,074

522

1,046

334

2,342

881

1,775

448

693

199

534

324

492

842

460

59,441

281

267

144

15.6

2.0

50.7

▲ 7.4

35.1

4.0

▲ 11.7

▲ 45.2

6.7

▲ 42.8

1.3

3.9

27.6

6.7

▲ 16.7

▲ 24.8

▲ 24.7

▲ 8.9

▲ 4.8

12.1

▲ 8.2

▲ 21.5

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

前年比
（％）

平成
28年度
(戸）

41

192

88

90

44

65

51

28

24

42

33

23

1

84

62

196

141

289

160

175

2,521

61,962

平成
29年度
(戸）

13,676

2,853

1,181

6,101

424

249

2,578

476

813

681

677

1,324

1,024

365

1,004

944

1,627

2,490

2,809

715

936

941

平成
29年度
(戸）

1,140

551

1,005

995

705

1,088

295

1,284

940

1,016

454

720

254

570

270

370

634

419

56,598

315

245

113

平成
29年度
(戸）

38

207

144

123

108

53

34

18

26

23

18

18

0

58

49

207

206

304

247

128

2,682

59,280

▲ 7.3

7.8

63.6

36.7

145.5

▲ 18.5

▲ 33.3

▲ 35.7

8.3

▲ 45.2

▲ 45.5

▲ 21.7

▲ 100.0

▲ 31.0

▲ 21.0

5.6

46.1

5.2

54.4

▲ 26.9

6.4

▲ 4.3

1

2

5

9

13

15

17

19

21

裏表紙

彩論  関東農政局長　浅川 京子 氏
 がんばれ！地場産業＠埼玉

ズームアップ  株式会社ケンゾー
経営者セミナー わが社のグローバル経営
  ポーライト株式会社 代表取締役会長　菊池 眞紀 氏
調査   埼玉県における空き家の現状と課題
アンケート調査①  埼玉県内新卒者採用状況調査
 採用計画「有り」が20年ぶりの高水準
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県内経済の動き
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