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ズ ー ムアップ

幸手駅からバスで約5分、少し離れたところには桜
の名所として知られる権現堂堤があり、自然豊かで
のどかな街並みが広がる。そんな好環境の地にある
のが、看護学科と今年4月にスタートした理学療法学
科を持つ医療系大学、学校法人共済学院日本保健
医療大学だ。
一般的に看護師への道は、高校卒業後に看護系
大学（4年間）や看護系短期大学（3年間）、看護専
門学校（3～4年間）に進み、国家試験に合格して看
護師資格を取得する。以前は教育期間の短い看護
系短期大学や専門学校への進学者が多かったが、
最近は一般教養科目があり、疾患や病状を分析して
探究する教育がなされる4年制看護大学の進学が
学生の間で選択されているという。看護師養成所別
でみる大学を卒業した看護師の数も著しく増加して
おり、その他の養成施設は減少傾向にある。
「4年制看護大学を卒業すると学士取得となりま
す。そして、その後大学院へ進学すれば、教育者へ
の道も開かれます。看護師の仕事以外に選択肢が
増えるのです」（作田勉理事長）
深刻な人手不足問題を抱える日本の医療現場。

や大規模総合病院、福祉施設等、現在、埼玉県内を
中心に全国各地で卒業生が活躍している。

同学は地元幸手市への地域貢献にも力を入れて
いる。自治体が行う小学生向けの公開講座「子ども
大学さって」に校舎を解放したり、医療や介護に関す
る講座を持つなどして、幸手市と幸手市民に同学の
リソースを惜しみなく提供している。
「幸手市は高齢化率が県内ではやや高いです。で
すから、できるだけ高齢者の方々が生きがいを持って
生活を送れるよう、体力づくりの講座や健康づくりの
講座等、同学の特徴を生かしたもので地域に貢献し
ていきたいと思います」

今年4月、旧幸手高校の校舎を改築改修して新た
に理学療法学科がスタートした。加齢や事故等により
身体機能に障がいを持つ人や障がいの発生が予測さ
れる人に対して、基本的動作能力の回復を図るために
運動療法や物理療法（温熱・電気等）を用いて支援・
指導したりスポーツ指導教育を行う理学療法士。高齢
化が進む将来に向けて、今後需要が高まる職種だ。
「埼玉県は全国的にみても高齢化の進行が速い
県です。県からリハビリを指導する理学療法士が足
りないというお話があったので、つくりましょうと」
今後は理学療法学科を軌道に乗せることに重点を

おきつつ、将来的には新たな医療系学科の開設も視
野に入れている同学。看護学科生もすでに4回生が
卒業し、各地の病院・施設で活躍している。同学の教
えを身につけ社会で働く卒業生の勤め先からの評判
は、うれしい便りとなって同学に数多く届いていると
いう。同学は今後も幸手の地から人間性豊かで専門
性の高い看護師、理学療法士を輩出し、地元幸手の
みならず全国の保健医療福祉の現場に貢献していく。

通常8月に学生の募集を始める他校と比べて、初年
度の募集が大幅に遅れてしまうこととなった。そこで、
学生に向けて何かインパクトのある、同学ならではの
特色を打ち出せないか……と考え、手厚い奨学金制
度を設置した。
「医療系の私立大学は実習が伴うこともあり、同じ
医療系の国公立大学や私立の文系大学と比べると
学費が高くなります。学生が勉強に集中できる環境
をつくるために、独自の奨学金制度を設けました」
同学独自の奨学金制度とは、アルバイトをせずに
勉強やクラブ活動に励むことを推奨するために生ま
れたもの。入学後、同学が紹介する病院グループの
奨学生採用試験を受け、奨学生として採用されれば
4年間貸与される。その後、国家試験に合格して病
院グループ等所定の医療機関に4年間勤務すると、
返済が全額免除になるという、学生にとっては頼もし
い制度だ。
この制度の存在が大きなインパクトとして学生に
受け止められた。一般的に定員確保に苦戦すると言
われている開学初年度。同学は他校と比べると募集
開始が3カ月遅れのスタートであったにもかかわらず、
定員数を獲得することができたのだ。現在は約半数
の学生がこの制度を利用しているという。

同学は前述した建学の精神に基づき、四つの教育
目標を掲げている。深い教養を備えた豊かな「人間
性」、高度な専門知識と技術を併せ持つ「専門性」、
グローバルスタンダードに対応できる「国際性」、地
域・国際社会に貢献できる「社会性」がその柱だ。
国際性に関しては英語教育に力を入れ、提携する

イギリスの学校への英語留学を推奨している。
「多様な患者さまが来られる医療の現場では英語
を使うシーンが増えてきており、そのため英語教育は
しっかりと授業でも取り組んでいます。医療英語もカ
リキュラムに組み込んでいます」

保健医療・福祉に貢献する人材を育てる医療系大学。
今年4月、理学療法学科がスタート
充実の奨学金制度ときめ細やかな教育が特色の日本保健医療大学。都心からのアクセスが良いことから、埼玉を中心
に首都圏、そして全国から学生が集まる。人手不足が深刻化する医療現場において、豊かな人間性を備えた看護師・
理学療法士の育成に励む同学。今後、ほかの学科の開設も見据えながら、日本の医療に寄与していく。

学校法人共済学院 日本保健医療大学

幸手市とのベストマッチングで開学

また、看護師・理学療法士ともに高度な専門性を
身につけるには、座学以上に医療現場での実習が重
要となる。国内最大級の病院グループをはじめ、連
携する福祉施設、保健所等数多くの実習先施設を
持つことも、同学の特色の一つに挙げられる。
「看護の場合は5人1組でグループを組んで回りま
す。つまり学年100人を20グループに分けて小児や
成人、精神といった科目ごとに期間を設け、半年にわ
たってローテーションを組んで実習に臨むのです。で
すから、それだけの施設を確保しなければいけませ
ん。昨年度の実習先は19病院31施設でした」

学生は多種多様な病院や施設で実習することに
よって各施設のノウハウを知ったり、さまざまな看護
師の治療補助やケア方法を実践的に学ぶことがで
きる。なかには実習での経験が刺激となって、実習先
病院に就職する学生もいるという。

看護師をはじめとする医療従事者の人材不足は慢
性的に続いている。そんな状況も追い風となり、少子
化で学生の定員割れに頭を抱える一般大学が多いな

か、同学は開学当初から定員を順調に確保している。
「看護師等の医療従事者は、まだ需要を賄えない
状況にあるので、堅実に学校運営を行っていけば、安
定して学生を確保できるのではないかと思います」
しかし、看護師需要に応えようと、首都圏では看護
大学の開設が年々増加傾向にあるという。そこで競争
力の一つとなるのが、教育体制だ。同学の場合、授業
における手厚いフォローにもその特色がみて取れる。
例えばAO入試、推薦入試等での入学者には合格

後すぐに課題を渡して提出させる入学前教育を実施。
また、入学初日に学力を測る一斉テストを行い、各学

生のレベルに合わせて補習授業を行うなど、“面倒
見の良い教育”をモットーとしている。
さらに卒業生の進路を決める国家試験と就職支援
は、学生全員で協力し合って試験勉強を進め、個別
指導で教師が個人の弱点をフォローする体制を取っ
ている。そうすることで学生のモチベーションが上が
り、個人で取り組むよりも成果が出やすいという。
同学の国家試験の合格率は高く、また、国家試験
合格者総数は、2018年版大学ランキング（朝日新聞
出版）の全国4年制大学看護学科では207校中、15
位、その後の就職率もほぼ100％だ。大学附属病院

●代 表 者 理事長　作田 勉
●開　　学 平成22年4月
●従業員数 98名
●設置学科 保健医療学部／看護学科、理学療法学科
●所 在 地 看護学科 〒340-0113 埼玉県幸手市幸手1961-2
  TEL 0480-40-4848　FAX 0480-40-4860
 理学療法学科 〒340-0145 埼玉県幸手市平須賀2-555
  TEL 0480-48-5806　FAX 0480-48-5706
●U R L http://www.jhsu.ac.jp

理事長　作田 勉氏

同学は、「人間性の高揚」「共済主義精神」を建学
の精神として、将来の医療現場を支える保健医療・
福祉専門職の人材育成に心血を注いでいる。

「私の家系は医師が多く、その環境から医療系の
学校をつくって社会に貢献したいという考えがかね
てからありました。そんななか、看護師不足が社会問
題としてクローズアップされ、ならば看護学科のある
大学をつくろうということになったのです」
そこで、作田理事長をはじめとする同学の準備会

で開学の地にふさわしいエリアを検討していたところ、
幸手市が廃校となった小学校の広い校舎を使用する
ことを条件に大学を誘致しているという情報を得た。
都心から電車で60分という地の利に恵まれた幸
手は理想のキャンパス立地に近く、校舎使用につい
ても実習用教室等に一部校舎を改造することで対
応できると考えた同学準備会は幸手市と話を進め、
平成22（2010）年、開学の運びとなる。しかし、学校
設立の認可が前年の10月末に下りたこともあり、

埼玉県浦和競馬組合
副管理者 
髙山 次郎氏

地域に貢献　浦和競馬

浦和競馬場は、昭和23年7月の競馬法の改
正により、地方公共団体の主催として同年9月
に全国初の競馬を開催した歴史ある競馬場で
す。JR南浦和駅から無料送迎バスで5分、JR浦
和駅から歩いて15分ほどの距離で、住宅街の
真ん中にあります。場内を一級河川の藤右衛門
川が流れ、二つの市道が東西に横断する公園
でもあります。広い芝生広場にソフトボール場、
ジョギングコース、円形花壇などもあり、競馬開
催がない日には子どもたちが元気に駆け回り、
赤ちゃんからお年寄りまで多くの皆様が集う地
域に開かれた競馬場です。
さいたま市からは広域避難場所としての指定

を受けており、ヘリポートや水、食料、毛布などを
備えた防災備蓄倉庫も設置されています。また、
近隣自治体と合同での防災訓練を実施、地元
南区の「ふるさとふれあいフェア」の会場でもあ
ります。昨年11月5日のフェアには5万8千人の
ご入場がありました。
大型映像装置前の芝生広場は水害時の調

節池となっており、昨年8月22日の台風では一
面の湖となりました。浦和競馬場は、地域に根ざ
し、地域コミュニティに溶け込んでいることが大
きな特徴と思います。
本年、組合は設立40周年を迎えますが、経営

状況は厳しい時期がありました。バブル崩壊後
の平成10年度以降は毎年度赤字で、平成13年
度の累積赤字は25億円となりました。好調時の
平成3年度に384億円まで伸びた売上は、平成
16年度には250億円まで落ち込みました。
競馬人気が落ち込んでいくなか、浦和競馬も

独自の経営改革を進めました。運営体制のスリ
ム化に加え、委託業務も大幅に見直し、バスや
来場者の誘導案内、場内や事務室トイレの清掃
も職員が自ら行いました。
売上増にも積極的に取り組みました。平成15
年度からは、大井、川崎、船橋を含めた南関東4
競馬場が共同して馬券のインターネット販売を
始めました。連携協力の効果もあって、平成21
年度には累積赤字を解消することができました。
また、平成24年の2月にはWINS浦和として
中央競馬の馬券販売を開始し、4月からは中央
競馬のネットシステムを通じた浦和競馬の馬券
販売も始めました。
中央競馬や他の地方競馬と連携して、開催日

の調整や交流競走の充実に努め、魅力あるレー
ス作りにも取り組みました。
近年のスマートフォンの普及などによる効果

もあって売上は順調に伸び、平成28年度の浦
和競馬の総売上は389億7千5百万円と25年
ぶりにレコードを更新しました。
組合構成団体である埼玉県とさいたま市へ

の配分金は、平成22年度から16年ぶりに復活
させ、平成29年度は3億9千万円を計上しまし
た。県内市町村などと連携して埼玉の魅力発信
にも力を入れています。公園・防災機能はもちろ
んですが、スポーツエンターテインメントとしての
魅力を浦和競馬らしく発信することで、地域社
会のお役に立ちたいと考えています。地響きを
立てて全力で駆け抜ける人馬一体の姿を見に
いらっしゃいませんか。浦和競馬場グルメも人気
ですよ。
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ズ ー ムアップ

幸手駅からバスで約5分、少し離れたところには桜
の名所として知られる権現堂堤があり、自然豊かで
のどかな街並みが広がる。そんな好環境の地にある
のが、看護学科と今年4月にスタートした理学療法学
科を持つ医療系大学、学校法人共済学院日本保健
医療大学だ。
一般的に看護師への道は、高校卒業後に看護系
大学（4年間）や看護系短期大学（3年間）、看護専
門学校（3～4年間）に進み、国家試験に合格して看
護師資格を取得する。以前は教育期間の短い看護
系短期大学や専門学校への進学者が多かったが、
最近は一般教養科目があり、疾患や病状を分析して
探究する教育がなされる4年制看護大学の進学が
学生の間で選択されているという。看護師養成所別
でみる大学を卒業した看護師の数も著しく増加して
おり、その他の養成施設は減少傾向にある。
「4年制看護大学を卒業すると学士取得となりま
す。そして、その後大学院へ進学すれば、教育者へ
の道も開かれます。看護師の仕事以外に選択肢が
増えるのです」（作田勉理事長）
深刻な人手不足問題を抱える日本の医療現場。

や大規模総合病院、福祉施設等、現在、埼玉県内を
中心に全国各地で卒業生が活躍している。

同学は地元幸手市への地域貢献にも力を入れて
いる。自治体が行う小学生向けの公開講座「子ども
大学さって」に校舎を解放したり、医療や介護に関す
る講座を持つなどして、幸手市と幸手市民に同学の
リソースを惜しみなく提供している。
「幸手市は高齢化率が県内ではやや高いです。で
すから、できるだけ高齢者の方々が生きがいを持って
生活を送れるよう、体力づくりの講座や健康づくりの
講座等、同学の特徴を生かしたもので地域に貢献し
ていきたいと思います」

今年4月、旧幸手高校の校舎を改築改修して新た
に理学療法学科がスタートした。加齢や事故等により
身体機能に障がいを持つ人や障がいの発生が予測さ
れる人に対して、基本的動作能力の回復を図るために
運動療法や物理療法（温熱・電気等）を用いて支援・
指導したりスポーツ指導教育を行う理学療法士。高齢
化が進む将来に向けて、今後需要が高まる職種だ。
「埼玉県は全国的にみても高齢化の進行が速い
県です。県からリハビリを指導する理学療法士が足
りないというお話があったので、つくりましょうと」
今後は理学療法学科を軌道に乗せることに重点を

おきつつ、将来的には新たな医療系学科の開設も視
野に入れている同学。看護学科生もすでに4回生が
卒業し、各地の病院・施設で活躍している。同学の教
えを身につけ社会で働く卒業生の勤め先からの評判
は、うれしい便りとなって同学に数多く届いていると
いう。同学は今後も幸手の地から人間性豊かで専門
性の高い看護師、理学療法士を輩出し、地元幸手の
みならず全国の保健医療福祉の現場に貢献していく。

通常8月に学生の募集を始める他校と比べて、初年
度の募集が大幅に遅れてしまうこととなった。そこで、
学生に向けて何かインパクトのある、同学ならではの
特色を打ち出せないか……と考え、手厚い奨学金制
度を設置した。
「医療系の私立大学は実習が伴うこともあり、同じ
医療系の国公立大学や私立の文系大学と比べると
学費が高くなります。学生が勉強に集中できる環境
をつくるために、独自の奨学金制度を設けました」
同学独自の奨学金制度とは、アルバイトをせずに
勉強やクラブ活動に励むことを推奨するために生ま
れたもの。入学後、同学が紹介する病院グループの
奨学生採用試験を受け、奨学生として採用されれば
4年間貸与される。その後、国家試験に合格して病
院グループ等所定の医療機関に4年間勤務すると、
返済が全額免除になるという、学生にとっては頼もし
い制度だ。
この制度の存在が大きなインパクトとして学生に
受け止められた。一般的に定員確保に苦戦すると言
われている開学初年度。同学は他校と比べると募集
開始が3カ月遅れのスタートであったにもかかわらず、
定員数を獲得することができたのだ。現在は約半数
の学生がこの制度を利用しているという。

同学は前述した建学の精神に基づき、四つの教育
目標を掲げている。深い教養を備えた豊かな「人間
性」、高度な専門知識と技術を併せ持つ「専門性」、
グローバルスタンダードに対応できる「国際性」、地
域・国際社会に貢献できる「社会性」がその柱だ。
国際性に関しては英語教育に力を入れ、提携する

イギリスの学校への英語留学を推奨している。
「多様な患者さまが来られる医療の現場では英語
を使うシーンが増えてきており、そのため英語教育は
しっかりと授業でも取り組んでいます。医療英語もカ
リキュラムに組み込んでいます」

保健医療・福祉に貢献する人材を育てる医療系大学。
今年4月、理学療法学科がスタート
充実の奨学金制度ときめ細やかな教育が特色の日本保健医療大学。都心からのアクセスが良いことから、埼玉を中心
に首都圏、そして全国から学生が集まる。人手不足が深刻化する医療現場において、豊かな人間性を備えた看護師・
理学療法士の育成に励む同学。今後、ほかの学科の開設も見据えながら、日本の医療に寄与していく。

学校法人共済学院 日本保健医療大学

幸手市とのベストマッチングで開学

また、看護師・理学療法士ともに高度な専門性を
身につけるには、座学以上に医療現場での実習が重
要となる。国内最大級の病院グループをはじめ、連
携する福祉施設、保健所等数多くの実習先施設を
持つことも、同学の特色の一つに挙げられる。
「看護の場合は5人1組でグループを組んで回りま
す。つまり学年100人を20グループに分けて小児や
成人、精神といった科目ごとに期間を設け、半年にわ
たってローテーションを組んで実習に臨むのです。で
すから、それだけの施設を確保しなければいけませ
ん。昨年度の実習先は19病院31施設でした」

学生は多種多様な病院や施設で実習することに
よって各施設のノウハウを知ったり、さまざまな看護
師の治療補助やケア方法を実践的に学ぶことがで
きる。なかには実習での経験が刺激となって、実習先
病院に就職する学生もいるという。

看護師をはじめとする医療従事者の人材不足は慢
性的に続いている。そんな状況も追い風となり、少子
化で学生の定員割れに頭を抱える一般大学が多いな

か、同学は開学当初から定員を順調に確保している。
「看護師等の医療従事者は、まだ需要を賄えない
状況にあるので、堅実に学校運営を行っていけば、安
定して学生を確保できるのではないかと思います」
しかし、看護師需要に応えようと、首都圏では看護
大学の開設が年々増加傾向にあるという。そこで競争
力の一つとなるのが、教育体制だ。同学の場合、授業
における手厚いフォローにもその特色がみて取れる。
例えばAO入試、推薦入試等での入学者には合格

後すぐに課題を渡して提出させる入学前教育を実施。
また、入学初日に学力を測る一斉テストを行い、各学

生のレベルに合わせて補習授業を行うなど、“面倒
見の良い教育”をモットーとしている。
さらに卒業生の進路を決める国家試験と就職支援
は、学生全員で協力し合って試験勉強を進め、個別
指導で教師が個人の弱点をフォローする体制を取っ
ている。そうすることで学生のモチベーションが上が
り、個人で取り組むよりも成果が出やすいという。
同学の国家試験の合格率は高く、また、国家試験
合格者総数は、2018年版大学ランキング（朝日新聞
出版）の全国4年制大学看護学科では207校中、15
位、その後の就職率もほぼ100％だ。大学附属病院

●代 表 者 理事長　作田 勉
●開　　学 平成22年4月
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理事長　作田 勉氏

同学は、「人間性の高揚」「共済主義精神」を建学
の精神として、将来の医療現場を支える保健医療・
福祉専門職の人材育成に心血を注いでいる。

「私の家系は医師が多く、その環境から医療系の
学校をつくって社会に貢献したいという考えがかね
てからありました。そんななか、看護師不足が社会問
題としてクローズアップされ、ならば看護学科のある
大学をつくろうということになったのです」
そこで、作田理事長をはじめとする同学の準備会

で開学の地にふさわしいエリアを検討していたところ、
幸手市が廃校となった小学校の広い校舎を使用する
ことを条件に大学を誘致しているという情報を得た。
都心から電車で60分という地の利に恵まれた幸
手は理想のキャンパス立地に近く、校舎使用につい
ても実習用教室等に一部校舎を改造することで対
応できると考えた同学準備会は幸手市と話を進め、
平成22（2010）年、開学の運びとなる。しかし、学校
設立の認可が前年の10月末に下りたこともあり、

埼玉県浦和競馬組合
副管理者 
髙山 次郎氏

地域に貢献　浦和競馬

浦和競馬場は、昭和23年7月の競馬法の改
正により、地方公共団体の主催として同年9月
に全国初の競馬を開催した歴史ある競馬場で
す。JR南浦和駅から無料送迎バスで5分、JR浦
和駅から歩いて15分ほどの距離で、住宅街の
真ん中にあります。場内を一級河川の藤右衛門
川が流れ、二つの市道が東西に横断する公園
でもあります。広い芝生広場にソフトボール場、
ジョギングコース、円形花壇などもあり、競馬開
催がない日には子どもたちが元気に駆け回り、
赤ちゃんからお年寄りまで多くの皆様が集う地
域に開かれた競馬場です。
さいたま市からは広域避難場所としての指定

を受けており、ヘリポートや水、食料、毛布などを
備えた防災備蓄倉庫も設置されています。また、
近隣自治体と合同での防災訓練を実施、地元
南区の「ふるさとふれあいフェア」の会場でもあ
ります。昨年11月5日のフェアには5万8千人の
ご入場がありました。
大型映像装置前の芝生広場は水害時の調
節池となっており、昨年8月22日の台風では一
面の湖となりました。浦和競馬場は、地域に根ざ
し、地域コミュニティに溶け込んでいることが大
きな特徴と思います。
本年、組合は設立40周年を迎えますが、経営
状況は厳しい時期がありました。バブル崩壊後
の平成10年度以降は毎年度赤字で、平成13年
度の累積赤字は25億円となりました。好調時の
平成3年度に384億円まで伸びた売上は、平成
16年度には250億円まで落ち込みました。
競馬人気が落ち込んでいくなか、浦和競馬も

独自の経営改革を進めました。運営体制のスリ
ム化に加え、委託業務も大幅に見直し、バスや
来場者の誘導案内、場内や事務室トイレの清掃
も職員が自ら行いました。
売上増にも積極的に取り組みました。平成15
年度からは、大井、川崎、船橋を含めた南関東4
競馬場が共同して馬券のインターネット販売を
始めました。連携協力の効果もあって、平成21
年度には累積赤字を解消することができました。
また、平成24年の2月にはWINS浦和として
中央競馬の馬券販売を開始し、4月からは中央
競馬のネットシステムを通じた浦和競馬の馬券
販売も始めました。
中央競馬や他の地方競馬と連携して、開催日

の調整や交流競走の充実に努め、魅力あるレー
ス作りにも取り組みました。
近年のスマートフォンの普及などによる効果

もあって売上は順調に伸び、平成28年度の浦
和競馬の総売上は389億7千5百万円と25年
ぶりにレコードを更新しました。
組合構成団体である埼玉県とさいたま市へ

の配分金は、平成22年度から16年ぶりに復活
させ、平成29年度は3億9千万円を計上しまし
た。県内市町村などと連携して埼玉の魅力発信
にも力を入れています。公園・防災機能はもちろ
んですが、スポーツエンターテインメントとしての
魅力を浦和競馬らしく発信することで、地域社
会のお役に立ちたいと考えています。地響きを
立てて全力で駆け抜ける人馬一体の姿を見に
いらっしゃいませんか。浦和競馬場グルメも人気
ですよ。
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幸手駅からバスで約5分、少し離れたところには桜
の名所として知られる権現堂堤があり、自然豊かで
のどかな街並みが広がる。そんな好環境の地にある
のが、看護学科と今年4月にスタートした理学療法学
科を持つ医療系大学、学校法人共済学院日本保健
医療大学だ。
一般的に看護師への道は、高校卒業後に看護系
大学（4年間）や看護系短期大学（3年間）、看護専
門学校（3～4年間）に進み、国家試験に合格して看
護師資格を取得する。以前は教育期間の短い看護
系短期大学や専門学校への進学者が多かったが、
最近は一般教養科目があり、疾患や病状を分析して
探究する教育がなされる4年制看護大学の進学が
学生の間で選択されているという。看護師養成所別
でみる大学を卒業した看護師の数も著しく増加して
おり、その他の養成施設は減少傾向にある。
「4年制看護大学を卒業すると学士取得となりま
す。そして、その後大学院へ進学すれば、教育者へ
の道も開かれます。看護師の仕事以外に選択肢が
増えるのです」（作田勉理事長）
深刻な人手不足問題を抱える日本の医療現場。

や大規模総合病院、福祉施設等、現在、埼玉県内を
中心に全国各地で卒業生が活躍している。

同学は地元幸手市への地域貢献にも力を入れて
いる。自治体が行う小学生向けの公開講座「子ども
大学さって」に校舎を解放したり、医療や介護に関す
る講座を持つなどして、幸手市と幸手市民に同学の
リソースを惜しみなく提供している。
「幸手市は高齢化率が県内ではやや高いです。で
すから、できるだけ高齢者の方々が生きがいを持って
生活を送れるよう、体力づくりの講座や健康づくりの
講座等、同学の特徴を生かしたもので地域に貢献し
ていきたいと思います」

今年4月、旧幸手高校の校舎を改築改修して新た
に理学療法学科がスタートした。加齢や事故等により
身体機能に障がいを持つ人や障がいの発生が予測さ
れる人に対して、基本的動作能力の回復を図るために
運動療法や物理療法（温熱・電気等）を用いて支援・
指導したりスポーツ指導教育を行う理学療法士。高齢
化が進む将来に向けて、今後需要が高まる職種だ。
「埼玉県は全国的にみても高齢化の進行が速い
県です。県からリハビリを指導する理学療法士が足
りないというお話があったので、つくりましょうと」
今後は理学療法学科を軌道に乗せることに重点を

おきつつ、将来的には新たな医療系学科の開設も視
野に入れている同学。看護学科生もすでに4回生が
卒業し、各地の病院・施設で活躍している。同学の教
えを身につけ社会で働く卒業生の勤め先からの評判
は、うれしい便りとなって同学に数多く届いていると
いう。同学は今後も幸手の地から人間性豊かで専門
性の高い看護師、理学療法士を輩出し、地元幸手の
みならず全国の保健医療福祉の現場に貢献していく。

演習風景（左）、英国留学の様子（右）

北キャンパス（左）と南キャンパス（右）の外観

通常8月に学生の募集を始める他校と比べて、初年
度の募集が大幅に遅れてしまうこととなった。そこで、
学生に向けて何かインパクトのある、同学ならではの
特色を打ち出せないか……と考え、手厚い奨学金制
度を設置した。
「医療系の私立大学は実習が伴うこともあり、同じ
医療系の国公立大学や私立の文系大学と比べると
学費が高くなります。学生が勉強に集中できる環境
をつくるために、独自の奨学金制度を設けました」
同学独自の奨学金制度とは、アルバイトをせずに
勉強やクラブ活動に励むことを推奨するために生ま
れたもの。入学後、同学が紹介する病院グループの
奨学生採用試験を受け、奨学生として採用されれば
4年間貸与される。その後、国家試験に合格して病
院グループ等所定の医療機関に4年間勤務すると、
返済が全額免除になるという、学生にとっては頼もし
い制度だ。
この制度の存在が大きなインパクトとして学生に
受け止められた。一般的に定員確保に苦戦すると言
われている開学初年度。同学は他校と比べると募集
開始が3カ月遅れのスタートであったにもかかわらず、
定員数を獲得することができたのだ。現在は約半数
の学生がこの制度を利用しているという。

同学は前述した建学の精神に基づき、四つの教育
目標を掲げている。深い教養を備えた豊かな「人間
性」、高度な専門知識と技術を併せ持つ「専門性」、
グローバルスタンダードに対応できる「国際性」、地
域・国際社会に貢献できる「社会性」がその柱だ。
国際性に関しては英語教育に力を入れ、提携する

イギリスの学校への英語留学を推奨している。
「多様な患者さまが来られる医療の現場では英語
を使うシーンが増えてきており、そのため英語教育は
しっかりと授業でも取り組んでいます。医療英語もカ
リキュラムに組み込んでいます」

グローバルスタンダードな人材育成

就職率はほぼ100％

理学療法学科がスタート

地域貢献を積極的に行う

学校法人共済学院 日本保健医療大学ZOOM UP

また、看護師・理学療法士ともに高度な専門性を
身につけるには、座学以上に医療現場での実習が重
要となる。国内最大級の病院グループをはじめ、連
携する福祉施設、保健所等数多くの実習先施設を
持つことも、同学の特色の一つに挙げられる。
「看護の場合は5人1組でグループを組んで回りま
す。つまり学年100人を20グループに分けて小児や
成人、精神といった科目ごとに期間を設け、半年にわ
たってローテーションを組んで実習に臨むのです。で
すから、それだけの施設を確保しなければいけませ
ん。昨年度の実習先は19病院31施設でした」

学生は多種多様な病院や施設で実習することに
よって各施設のノウハウを知ったり、さまざまな看護
師の治療補助やケア方法を実践的に学ぶことがで
きる。なかには実習での経験が刺激となって、実習先
病院に就職する学生もいるという。

看護師をはじめとする医療従事者の人材不足は慢
性的に続いている。そんな状況も追い風となり、少子
化で学生の定員割れに頭を抱える一般大学が多いな

か、同学は開学当初から定員を順調に確保している。
「看護師等の医療従事者は、まだ需要を賄えない
状況にあるので、堅実に学校運営を行っていけば、安
定して学生を確保できるのではないかと思います」
しかし、看護師需要に応えようと、首都圏では看護
大学の開設が年々増加傾向にあるという。そこで競争
力の一つとなるのが、教育体制だ。同学の場合、授業
における手厚いフォローにもその特色がみて取れる。
例えばAO入試、推薦入試等での入学者には合格
後すぐに課題を渡して提出させる入学前教育を実施。
また、入学初日に学力を測る一斉テストを行い、各学

生のレベルに合わせて補習授業を行うなど、“面倒
見の良い教育”をモットーとしている。
さらに卒業生の進路を決める国家試験と就職支援
は、学生全員で協力し合って試験勉強を進め、個別
指導で教師が個人の弱点をフォローする体制を取っ
ている。そうすることで学生のモチベーションが上が
り、個人で取り組むよりも成果が出やすいという。
同学の国家試験の合格率は高く、また、国家試験
合格者総数は、2018年版大学ランキング（朝日新聞
出版）の全国4年制大学看護学科では207校中、15
位、その後の就職率もほぼ100％だ。大学附属病院

運動療法実習施設

製品写真基礎医学実習施設

同学は、「人間性の高揚」「共済主義精神」を建学
の精神として、将来の医療現場を支える保健医療・
福祉専門職の人材育成に心血を注いでいる。

「私の家系は医師が多く、その環境から医療系の
学校をつくって社会に貢献したいという考えがかね
てからありました。そんななか、看護師不足が社会問
題としてクローズアップされ、ならば看護学科のある
大学をつくろうということになったのです」
そこで、作田理事長をはじめとする同学の準備会

で開学の地にふさわしいエリアを検討していたところ、
幸手市が廃校となった小学校の広い校舎を使用する
ことを条件に大学を誘致しているという情報を得た。
都心から電車で60分という地の利に恵まれた幸
手は理想のキャンパス立地に近く、校舎使用につい
ても実習用教室等に一部校舎を改造することで対
応できると考えた同学準備会は幸手市と話を進め、
平成22（2010）年、開学の運びとなる。しかし、学校
設立の認可が前年の10月末に下りたこともあり、
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幸手駅からバスで約5分、少し離れたところには桜
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4年間貸与される。その後、国家試験に合格して病
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開始が3カ月遅れのスタートであったにもかかわらず、
定員数を獲得することができたのだ。現在は約半数
の学生がこの制度を利用しているという。

同学は前述した建学の精神に基づき、四つの教育
目標を掲げている。深い教養を備えた豊かな「人間
性」、高度な専門知識と技術を併せ持つ「専門性」、
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ん。昨年度の実習先は19病院31施設でした」

学生は多種多様な病院や施設で実習することに
よって各施設のノウハウを知ったり、さまざまな看護
師の治療補助やケア方法を実践的に学ぶことがで
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「看護師等の医療従事者は、まだ需要を賄えない
状況にあるので、堅実に学校運営を行っていけば、安
定して学生を確保できるのではないかと思います」
しかし、看護師需要に応えようと、首都圏では看護
大学の開設が年々増加傾向にあるという。そこで競争
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は、学生全員で協力し合って試験勉強を進め、個別
指導で教師が個人の弱点をフォローする体制を取っ
ている。そうすることで学生のモチベーションが上が
り、個人で取り組むよりも成果が出やすいという。
同学の国家試験の合格率は高く、また、国家試験
合格者総数は、2018年版大学ランキング（朝日新聞
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「私の家系は医師が多く、その環境から医療系の
学校をつくって社会に貢献したいという考えがかね
てからありました。そんななか、看護師不足が社会問
題としてクローズアップされ、ならば看護学科のある
大学をつくろうということになったのです」
そこで、作田理事長をはじめとする同学の準備会

で開学の地にふさわしいエリアを検討していたところ、
幸手市が廃校となった小学校の広い校舎を使用する
ことを条件に大学を誘致しているという情報を得た。
都心から電車で60分という地の利に恵まれた幸
手は理想のキャンパス立地に近く、校舎使用につい
ても実習用教室等に一部校舎を改造することで対
応できると考えた同学準備会は幸手市と話を進め、
平成22（2010）年、開学の運びとなる。しかし、学校
設立の認可が前年の10月末に下りたこともあり、
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地域研究レポート

川崎市の約半分並びに川口市の一部が制限区域と
なった。同時期に、埼玉県の急速な人口増加が始
まったが、既に人口増加による住宅不足・環境悪化
は、特に埼玉県南部地域にとって深刻な問題となっ
ていた。
「道路や学校、住宅と下水道といった社会的インフ
ラの整備が進みません。当然、ゴミ処理も追いつかな
いのです。そこで生ごみや不燃ごみを」「田んぼに埋
め立てて」「それは酷い状況で、し尿処理もしきれず、
バキュームカーで運んできたし尿を」「川にそのまま
放流していました」「当時はなりふり構わず何でもやっ
てしまう。そんな状況でした」（見沼学第3号、2007
年、元埼玉県庁職員、北原典夫氏）との証言がある。
人口集中と住環境の悪化、加えて、住宅と工場の
立地の混在（住工混在）による操業環境の悪化によ
り、人口（労働）と工場（設備投資）が他地域に流出
しかねない（そしてそれを国の政策も後押しする）の
が、当時の状況だった。
それらを地域内にとどめるため、2つの団地づくり
が取り組まれた。住宅団地と工業団地である。
国土交通省のニュータウンリスト（注1）によれば、埼

玉県の住宅団地は、1957年に旧日本住宅公団によ
り事業開始された北所沢ニュータウン（所沢市 計画
人口15,500人）が最初である。ニュータウンは、完
成年度基準で、1970年度までに８カ所416ha、
1980年度までに27カ所1,802haが開発された。そ
の中には、草加松原団地（草加市、計画人口
20,700人、完成年度1963年）、武里団地（春日部
市、同21,400人、同1966年）、みさと団地（三郷市、
同31,000人、同1972年）、北坂戸団地（坂戸市、同
20,000人、同1974年）などの大型団地がある。より
小さな住宅団地の開発も、土地区画整理などの手
法により郊外部において盛んになされた。社会イン
フラの整備も進み、近隣商業も集積し、地域の建設・
不動産業の成長にもつながった。

主席研究員
萩原 淳司

はじめに
今年度は、埼玉県経済の将来について、労働力、
設備投資、技術進歩などの、経済成長の要素を念
頭におき、研究員独自の視点で論じていきたい。第１
回は、将来を論じる基礎として、埼玉県の経済構造
の変化を歴史的な観点から確認したい。

戦前の産業構造
埼玉県北部から秩父地域にかけては、江戸時代

から、群馬・栃木・長野とともに栽桑（桑の栽培）、養
蚕、生糸・絹糸・絹織物生産が盛んな地域であった。
明治期には、北関東の養蚕地と生糸の積み出しを
する横浜港の間に位置することから、現在の高崎
線・宇都宮線が合流する大宮をはじめとして、県内
各地に製糸場や関連施設が多数立地していた。
県南部、東部地域は、江戸（東京）に日用の金属・
木工や繊維・織物製品を供給し、明治期には一定の
工業基盤をもっていた。川口の鋳物業は、1910年の
川口町停車場の開設により販路を全国に広げ、第1
次世界大戦期（1914～18年）を経て機械鋳物生産
に展開をとげ、京浜工業地帯の形成に貢献した。
1914年には現在の東武東上線の池袋から川越
市駅間が開設され、1932年には、大宮～赤羽間の電
化が実現し、東京都内の鉄道・市電との連結により、
鉄道沿線に商業地・郊外住宅地が広がり始めていた。

戦後の産業構造の変化
1946～49年の戦後復興期において、国は、傾斜
生産方式と呼ばれる石炭、鉄鋼、非鉄金属、化学肥
料等の重化学部門への資本の集中投入を、海上輸
送に関するインフラが整った臨海部を対象に行った。

一方、埼玉県の工業団地は、旧日本住宅公団によ
る深谷工業団地（深谷市、団地面積97.7ha、完成
年度1962年）、吉野原工業団地（さいたま市、同
57.0ha、同1963年）から始まった。1970年度まで
に11カ所、719.7ha、1980年度までに18カ所、
1,183.8haが開発され、2015年度末で分譲中、分
譲済み、計画・造成中の工業団地（注2）は、76カ所
3,909.4haである。

工場立地調査によれば、埼玉県の工場立地は、
1969年（520件）と1973年（233件）に2つのピー
クがあるが、1965～72年には11件、682.4haの工
業団地が完成しており、工場立地に工業団地開発
が貢献していることがうかがわれる。

1960年代から埼玉県の人口増加は本格化し、国
勢調査で、総人口は1960年の243万人から1975
年の482万人に、就業者人口は同期間に115万人
から217万人に、どちらもほぼ倍増した。これは、東
京都内に通う人に住宅を提供するとともに、県内に
できた新しい工場で働く人口も受け入れた結果と考
えられる。住宅団地建設と、工業団地の開発と工場
誘致により、地域として「労働」と「設備投資」の維
持・拡大に成功したと評価できる。

近年の産業構造の変化
～より消費地に近い産業の立地と進むサービス化～
埼玉県を通る新幹線と、高速道路のうち常磐道、
関越道、東北道は、「国土の均衡ある発展」のため、
東京と北陸、東北、北海道を結び、大都市の過密解
消と地方経済の底上げを目的として整備されたもの
である。高速道路・新幹線とともに工業団地の整備
も進められ、補助金や税の優遇などで地方への工
場移転が政策的に進められてきた。　
埼玉県からも多くの企業が生産拠点を県外に移

したが、県や市町村の積極的な企業誘致策もあり、
新たな企業が立地している。現時点で既存団地に
空きがないため、新たな産業団地開発を計画してい
る自治体もある。
現在の埼玉県は、歴史的な集積がある化学工業、
金属製品製造業、輸送用機械器具製造業と、消費
地の近くにあることが必要な食料品製造業、印刷・
同関連業が主要な製造業となっている。化学工業は、
原材料よりも製品に近い化粧品や医薬、金属製品
は生活・住宅関連製品の生産が盛んである。
また、近年、圏央道の県内全通や延伸、東北道、
関越道のスマートインターチェンジの開設に伴い、立
地が盛んなのは物流拠点である。物流拠点は、産業
大分類では、運輸業・郵便業または不動産賃貸業・
管理業に、産業小分類では、倉庫業、道路貨物運送
業、または、不動産賃貸業に分類される第三次産業
であり、近年は工業団地でなく産業団地の名称に

よって、企業向けの団地が開発されているのは、物
流拠点の立地も目的とするからだと思われる。
県民経済計算によれば、近年、以下のように、第2
次産業よりも第3次産業の割合が高くなっている。

 

さらに、国勢調査による埼玉県の全就業者数と第
2次産業の就業者数は、1995年をピークに減少に
転じたが、第3次産業の従業者数は、2015年に至る
まで増加を続けている。
第3次産業、特にサービス業が発展する現象は、
経済のサービス化と呼ばれる。国勢調査における埼
玉県のサービス業の就業者は、1980年の42万人
から2015年の115万人まで増加している。
経済のサービス化は、東京一極集中の背景の一

つとされ、次のように述べられている。

これまで地方に移転してきた生産活動（設備投
資）が、中国やタイ等の海外に移ったため、地方で
雇用が失われ、サービス業が集中し雇用が多い
東京圏に人口（労働）が流出しているということで
ある。
サービス業の特性としては、消費者の元でサービ

スの生産と消費が同時にされる点であり、当然、人
口（労働）は消費者の多い地域に集中する。
近年、サービスの供給方法には、大きな変化が

みられる。まず、交通の発達により、消費者への直
接のアクセスが容易になり、支店・出張所や代理店
などの拠点の必要性が減少した。また、情報技術
の発展により遠隔でのノウハウの移転やマネジメン
トが容易となり、均一のものを広域に提供でき、間
接部門や熟練者の雇用が減少している。すなわち、
サービス業において「設備投資」と「技術進歩」も
一極集中しやすく、本社・本部と支店・現場では、正
規と非正規などの雇用格差、賃金格差が広がりや
すくなっている。
加えて、サービス業では、人口の高齢化に伴い医
療・福祉分野が伸びており、今後、高齢者人口の大
幅な増加が見込まれる大都市圏での動きが注目さ
れている。

まとめと次回の考察
戦後の埼玉県は、必ずしも国の産業政策的な投
資の中心として位置付けられてこなかったが、東京
圏において拡大する労働（人口）と設備投資（工場）
の受け皿となり、国の経済成長に貢献し、また、自ら
も発展してきた。現在進む経済のサービス化の中に
おいても、東京圏という巨大マーケットの中にあるこ
とを生かして設備投資を呼び込んでいる。
しかし、経済のサービス化の内容やマーケットも急
速に変化している。
東京圏の中に位置する（ただし、中心ではない）埼
玉県が、経済成長の観点から、今後どのようになっ
ていくか、どうするべきか、次回以降考察したい。

内陸に位置する埼玉県は、その集中投資の対象か
らはずれた。江戸末期までは小さな漁村だった横浜
市が開港後、大きく発展し現在は人口370万人を超
える大都市となったが、そのような形での発展は、埼
玉県には望めなかった。
しかし、埼玉県の工業は、東京、京浜臨海部の復
興に伴い発生する需要を取り込みさらに発展した。
川口の鋳物は、戦後の1947年に鋳物生産額が全
国の約3分の1を占めた。
1950年からの朝鮮戦争の特需もあり、日本経済

は復興軌道に乗った。ただし、それでも産業への投
資は臨海部が中心であり、復興は関東では京浜地
区が先行した。
埼玉県は1952年に｢埼玉県工場誘致条例｣を、
市町村でも同年の｢上尾町工場誘致条例｣をはじめ
とする条例を制定し、工場の誘致に努めた。都市の
拡大に伴う建築用資材や日用品などの様々な製品
を作り出す金属工業や機械工業が鉄道沿線に立地
した。
一方、戦前から盛んであった栽桑・養蚕から製糸・
織物までの広範・広域にわたる産業は、終戦後の統
制解除や朝鮮戦争特需により糸へん景気、ガチャマ
ン景気などと呼ばれる活況を呈し、高度経済成長期
において、埼玉県の収繭量は1968年に、器械生糸
生産量は1969年にピークを迎えた。
しかし、その後の合成繊維製品の普及、韓国、中
国、パキスタンなどからの絹織物、綿糸など天然繊
維製品の輸入増加や、きもの・和装ばなれなどの需
要の減少により、生糸の生産量は激減した。1996年
には本県最後の製糸工場が操業停止になり、その
過程で埼玉県北部から秩父地域に広く見られた桑

畑もほとんどなくなった。この栽桑・養蚕から製糸・織
物に至る産業の衰退にもかかわらず、これらの産業
が盛んだった埼玉県北部地域の就業者人口は、製
造業を中心に増加した。

埼玉県全体としても後に見るように、その影響は
受けず、総人口、就業者人口ともに増加した。

産業構造の変化を支えたもの
北海道夕張市において、国勢調査による人口が
1960年の約12万人から2015年に約8千人まで減
るような、ある産業（夕張市の場合は、炭鉱業）の衰
退が地域の衰退に直結する例があるが、埼玉県で
はそのようなことにならなかった。
理由として考えられるのは、労働（人口）と設備投
資（工場）の受け皿づくりがなされたことである。以
下、その経緯を述べる。
1954年は、高度経済成長の先駆けとなる神武景
気が始まり、1956年の経済白書に「もはや戦後では
ない」とうたわれたが、工業地帯への集中投資は、
地方の農村地域から多くの人口を吸収し、大都市圏
と地方の過密・過疎が発生するとともに、所得格差
も問題となった。
このような中で、1962年に策定された国の「全国
総合開発計画」は、都市への人口集中と過密化、地
方格差を是正する「地域間の均衡ある発展」をう
たった。都市部での工場立地や大学の設置を制限
する「工業（場）等制限法」が1959年に首都圏対象
に制定され（1964年に区域追加）、東京特別区及
び三鷹市の大部分、武蔵野市の全部、横浜市及び

埼玉県経済の歴史を振り返り、
将来を考える

埼玉県経済の将来を考えるシリーズ

（注1）1955年以降、計画戸数1,000戸以上又は計画人口3,000人以上の増加
を計画した事業のうち、地区面積16ha以上であるものがニュータウン
リストとしてまとめられている。　

●埼玉県北部地域の産業別就業者数

第1次産業
第2次産業
（うち製造業）
第3次産業
合計

84,453 
36,707 
(29,708)
50,671 
171,831 

49.1% 
21.4% 
(17.2%)
29.5% 
100.0% 

39,583 
75,196 
(59,208)
102,303 
217,082 

18.2% 
34.6% 
(27.2%)
47.1% 
100.0% 

資料：総務省「国勢調査」
（注１）分類不能は除く
（注２）埼玉県北部地域：熊谷市、深谷市、本庄市、大里郡、児玉郡

1960年
　（人）

1980年

査でも、2017年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（16.9％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.7％）を上回っている。
県内の所得環境についても、小幅ながら改善を
続ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、スーパーが昨年末にかけて若干盛り返したも
のの、百貨店の落ち込みが続いたこともあり、2017
年1～3月期まで、4四半期連続で前年を下回った。

2017年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、前期比年率＋1.0％と、5四半期連続でプラス成
長を記録した。景気は、一部に改善の遅れもみられ
るものの、緩やかな回復基調が続いている。
内訳をみると、足元の生産は持ち直している。雇

用・所得環境が改善するなかで、個人消費も総じて
みれば持ち直しの動きを続けている。住宅投資はこ
のところやや弱含んでいるが、設備投資には持ち直
しの動きがみられ、公共投資は底堅い動きとなって
いる。また、輸出は持ち直している。

埼玉県内の生産は、振れを伴いながらも、やや弱
含みで推移している。雇用・所得環境が改善するな
か、個人消費には、総じてみれば持ち直しの動きが
みられる。足元の住宅投資はやや弱含みで推移し
ているものの、設備投資は前年実績を上回っている。
公共投資は前年を下回っている。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。

 

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、2016年
4～6月期に一旦落ち込んだ後、同7～9月期に大き
く持ち直したが、続く同10～12月期、2017年1～3
月期には再び低下した。県内の生産は、振れを伴い
ながらも、やや弱含みで推移している。
業種別にみると、このところ食料品は緩やかに減
速している。2四半期連続で持ち直していた輸送機
械も、2017年1～3月期には回復の動きが一服した。
一方、2016年に落ち込んでいた医療用機械は、
2017年に入って持ち直しており、電子部品・デバイ
スやコンプレッサーは好調に推移している。
〈先行き〉　先行き、県内の生産は持ち直しに向か
うものの、そのテンポは緩やかなものにとどまるとみ
られる。

また、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2016年4～6月期以降、前年の水準を上回り、好調
に推移している。
雇用・所得環境が改善するなか、個人消費には、
総じてみれば持ち直しの動きがみられる。
〈先行き〉　引き続き、雇用・所得環境の改善が見
込まれることを受けて、先行きの個人消費について
も、緩やかに持ち直していくとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、堅調に
推移してきたが、2017年1～3月期には同▲0.1％
と、8四半期ぶりに前年を下回った。住宅投資は、や
や弱含みで推移している。
内訳をみると、持家は、2014年度に大幅に落ち
込んだ後、2015年に持ち直したものの、その後は
横ばい水準で推移している。貸家は、相続税対策な
どを背景に引き続き高い伸びが続いているものの、
住宅ローン金利の低下等を背景に、比較的堅調に
推移してきた分譲は、足元で落ち込んでいる。なか
でも、2017年1～3月期の分譲マンションは、前年比
▲51.5％と大きく減少した。

見通しになっている。2016年度下期に大きく落ち
込んだ製造業が同＋20.5％と大幅なプラスに転じ、
非製造業は、同＋16.1％と前年比二けたの伸びを
維持する見込みである。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2017年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.18倍に達した。全国
の有効求人倍率1.48倍と比べると、その水準は低
いものの、県外での受理分を含めた、埼玉県内を就
業地とする求人数で算出した就業地別有効求人倍
率（季節調整値）は1.38倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2016年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋3.0％とプラスに転じた
のに続き、同年冬のボーナス支給総額も、同＋
3.9％と2年連続で前年を上回った。県内の所得環
境は、小幅ながら改善を続けている。

一方、足元のホームセンターの販売額は前年を
下回っているものの、家電量販店はほぼ前年並み
の水準からやや持ち直す動きをみせている。ドラッ
グストアは、以前ほどの勢いはないとはいえ、引き続
き前年を上回って推移しており、コンビニエンススト
アは、依然、好調を維持している。

〈先行き〉　足元の分譲マンションの落ち込みは、マ
ンション価格の値上がりによるところが大きい。建設
関連の労務費や資材価格が高止まりしており、当面、
マンション価格が大幅に低下することは見込みにく
いことから、分譲マンションの発売戸数は弱い動き
を続けよう。しかし、比較的手頃な価格帯の分譲戸
建の着工戸数や中古マンションの取引件数は、堅
調に推移しており、住宅への需要自体は底堅いもの
があると考えられる。
住宅ローン金利が引き続き低水準で推移すると

みられることもあり、総じてみれば住宅投資は前年
並み程度の水準を維持しよう。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2016年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比＋6.8％となり、県
内の設備投資は前年実績を上回った。製造業は同
▲13.8％と前年を下回ったものの、非製造業が同
＋21.9％と前年を大幅に上回った。
しかし、2016年度通期では、埼玉県内企業の設
備投資計画額（実績見込み）は、同▲2.1％とわず
かに前年実績を下回った。製造業が同▲20.2％と
大幅な減少となった影響が大きかった。
〈先行き〉　法人企業景気予測調査によると、埼玉
県内企業の2017年度上期の設備投資計画額（見
込み）は、前年比＋17.9％と、前年を大幅に上回る

〈先行き〉　当財団が本年4月に実施した、人手不
足への対応に関するアンケート調査では、何らかの
形で人手不足の影響があると回答した県内企業の
割合が8割を超えた。県内企業の人手不足感は続
いており、雇用情勢は今後も改善を続けよう。
当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によると、
2017年度に正社員の賃上げを実施すると回答した
企業の割合は5年連続で増加し、非正社員の賃上
げを行う企業の割合も2年ぶりに前年を上回った。

㈱不動産経済研究所が発表している埼玉県のマ
ンション発売戸数についても、2016年7～9月期が
前年比▲13.6％、同10～12月期が同▲23.6％、
2017年1～3月期が同▲22.8％と、3期連続で大幅
に前年を下回っている。

〈先行き〉　埼玉県および県内市町村の2016年度
投資的経費と建設改良費の当初予算額の合計は、
さいたま新都心における県立小児医療センター新
病院の整備完了や、埼玉会館の大規模改修事業の
完了などを受けて、前年をわずかに下回っている。
先行きも、公共投資は、前年をやや下回る程度の水
準で推移するとみられる。

先行き、埼玉県経済は、引き続き緩やかに持ち直
していくとみられる。ただし、米国をはじめとする海
外経済の動向には、今後とも十分留意していく必要
がある。
県内の生産は持ち直しに向かうものの、そのテン

ポは緩やかなものにとどまろう。
引き続き、雇用・所得環境の改善が見込まれるこ

とを受けて、個人消費についても、緩やかに持ち直
していくとみられる。住宅投資については、住宅ロー
ン金利が引き続き低水準で推移するとみられること
もあり、総じてみれば住宅投資は前年並み程度の
水準を維持しよう。
設備投資については、非製造業が前年比二けた

の伸びを続けるなか、製造業もプラスに転じること
から、全体でも前年を大幅に上回る見込みである。
公共投資は、前年をやや下回る程度の水準で推移
するとみられる。 （井上博夫）

○公共投資
〈現状〉　2016年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲6.8％と、2年連続で前年を下回った。
年度当初は、前年実績を上回る時期もあったが、夏
場以降は、終始、前年を下回って推移した。
発注者別では、都道府県（前年比＋19.6％）は前
年より増加したものの、独立行政法人等（同▲
23.8％）、国（同▲28.2％）、市町村（同▲15.5％）、
地方公社（同▲74.9％）が減少している。
2017年4～5月の累計の請負金額でも、同▲
6.5％となっており、足元の公共投資は、前年を下
回っている。

また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況調
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地域研究レポート

川崎市の約半分並びに川口市の一部が制限区域と
なった。同時期に、埼玉県の急速な人口増加が始
まったが、既に人口増加による住宅不足・環境悪化
は、特に埼玉県南部地域にとって深刻な問題となっ
ていた。
「道路や学校、住宅と下水道といった社会的インフ
ラの整備が進みません。当然、ゴミ処理も追いつかな
いのです。そこで生ごみや不燃ごみを」「田んぼに埋
め立てて」「それは酷い状況で、し尿処理もしきれず、
バキュームカーで運んできたし尿を」「川にそのまま
放流していました」「当時はなりふり構わず何でもやっ
てしまう。そんな状況でした」（見沼学第3号、2007
年、元埼玉県庁職員、北原典夫氏）との証言がある。
人口集中と住環境の悪化、加えて、住宅と工場の
立地の混在（住工混在）による操業環境の悪化によ
り、人口（労働）と工場（設備投資）が他地域に流出
しかねない（そしてそれを国の政策も後押しする）の
が、当時の状況だった。
それらを地域内にとどめるため、2つの団地づくり
が取り組まれた。住宅団地と工業団地である。
国土交通省のニュータウンリスト（注1）によれば、埼

玉県の住宅団地は、1957年に旧日本住宅公団によ
り事業開始された北所沢ニュータウン（所沢市 計画
人口15,500人）が最初である。ニュータウンは、完
成年度基準で、1970年度までに８カ所416ha、
1980年度までに27カ所1,802haが開発された。そ
の中には、草加松原団地（草加市、計画人口
20,700人、完成年度1963年）、武里団地（春日部
市、同21,400人、同1966年）、みさと団地（三郷市、
同31,000人、同1972年）、北坂戸団地（坂戸市、同
20,000人、同1974年）などの大型団地がある。より
小さな住宅団地の開発も、土地区画整理などの手
法により郊外部において盛んになされた。社会イン
フラの整備も進み、近隣商業も集積し、地域の建設・
不動産業の成長にもつながった。

主席研究員
萩原 淳司

はじめに
今年度は、埼玉県経済の将来について、労働力、
設備投資、技術進歩などの、経済成長の要素を念
頭におき、研究員独自の視点で論じていきたい。第１
回は、将来を論じる基礎として、埼玉県の経済構造
の変化を歴史的な観点から確認したい。

戦前の産業構造
埼玉県北部から秩父地域にかけては、江戸時代

から、群馬・栃木・長野とともに栽桑（桑の栽培）、養
蚕、生糸・絹糸・絹織物生産が盛んな地域であった。
明治期には、北関東の養蚕地と生糸の積み出しを
する横浜港の間に位置することから、現在の高崎
線・宇都宮線が合流する大宮をはじめとして、県内
各地に製糸場や関連施設が多数立地していた。
県南部、東部地域は、江戸（東京）に日用の金属・
木工や繊維・織物製品を供給し、明治期には一定の
工業基盤をもっていた。川口の鋳物業は、1910年の
川口町停車場の開設により販路を全国に広げ、第1
次世界大戦期（1914～18年）を経て機械鋳物生産
に展開をとげ、京浜工業地帯の形成に貢献した。
1914年には現在の東武東上線の池袋から川越
市駅間が開設され、1932年には、大宮～赤羽間の電
化が実現し、東京都内の鉄道・市電との連結により、
鉄道沿線に商業地・郊外住宅地が広がり始めていた。

戦後の産業構造の変化
1946～49年の戦後復興期において、国は、傾斜
生産方式と呼ばれる石炭、鉄鋼、非鉄金属、化学肥
料等の重化学部門への資本の集中投入を、海上輸
送に関するインフラが整った臨海部を対象に行った。

一方、埼玉県の工業団地は、旧日本住宅公団によ
る深谷工業団地（深谷市、団地面積97.7ha、完成
年度1962年）、吉野原工業団地（さいたま市、同
57.0ha、同1963年）から始まった。1970年度まで
に11カ所、719.7ha、1980年度までに18カ所、
1,183.8haが開発され、2015年度末で分譲中、分
譲済み、計画・造成中の工業団地（注2）は、76カ所
3,909.4haである。

工場立地調査によれば、埼玉県の工場立地は、
1969年（520件）と1973年（233件）に2つのピー
クがあるが、1965～72年には11件、682.4haの工
業団地が完成しており、工場立地に工業団地開発
が貢献していることがうかがわれる。

1960年代から埼玉県の人口増加は本格化し、国
勢調査で、総人口は1960年の243万人から1975
年の482万人に、就業者人口は同期間に115万人
から217万人に、どちらもほぼ倍増した。これは、東
京都内に通う人に住宅を提供するとともに、県内に
できた新しい工場で働く人口も受け入れた結果と考
えられる。住宅団地建設と、工業団地の開発と工場
誘致により、地域として「労働」と「設備投資」の維
持・拡大に成功したと評価できる。

近年の産業構造の変化
～より消費地に近い産業の立地と進むサービス化～
埼玉県を通る新幹線と、高速道路のうち常磐道、
関越道、東北道は、「国土の均衡ある発展」のため、
東京と北陸、東北、北海道を結び、大都市の過密解
消と地方経済の底上げを目的として整備されたもの
である。高速道路・新幹線とともに工業団地の整備
も進められ、補助金や税の優遇などで地方への工
場移転が政策的に進められてきた。　
埼玉県からも多くの企業が生産拠点を県外に移

したが、県や市町村の積極的な企業誘致策もあり、
新たな企業が立地している。現時点で既存団地に
空きがないため、新たな産業団地開発を計画してい
る自治体もある。
現在の埼玉県は、歴史的な集積がある化学工業、
金属製品製造業、輸送用機械器具製造業と、消費
地の近くにあることが必要な食料品製造業、印刷・
同関連業が主要な製造業となっている。化学工業は、
原材料よりも製品に近い化粧品や医薬、金属製品
は生活・住宅関連製品の生産が盛んである。
また、近年、圏央道の県内全通や延伸、東北道、
関越道のスマートインターチェンジの開設に伴い、立
地が盛んなのは物流拠点である。物流拠点は、産業
大分類では、運輸業・郵便業または不動産賃貸業・
管理業に、産業小分類では、倉庫業、道路貨物運送
業、または、不動産賃貸業に分類される第三次産業
であり、近年は工業団地でなく産業団地の名称に

よって、企業向けの団地が開発されているのは、物
流拠点の立地も目的とするからだと思われる。
県民経済計算によれば、近年、以下のように、第2
次産業よりも第3次産業の割合が高くなっている。

 

さらに、国勢調査による埼玉県の全就業者数と第
2次産業の就業者数は、1995年をピークに減少に
転じたが、第3次産業の従業者数は、2015年に至る
まで増加を続けている。
第3次産業、特にサービス業が発展する現象は、
経済のサービス化と呼ばれる。国勢調査における埼
玉県のサービス業の就業者は、1980年の42万人
から2015年の115万人まで増加している。
経済のサービス化は、東京一極集中の背景の一

つとされ、次のように述べられている。

これまで地方に移転してきた生産活動（設備投
資）が、中国やタイ等の海外に移ったため、地方で
雇用が失われ、サービス業が集中し雇用が多い
東京圏に人口（労働）が流出しているということで
ある。
サービス業の特性としては、消費者の元でサービ

スの生産と消費が同時にされる点であり、当然、人
口（労働）は消費者の多い地域に集中する。
近年、サービスの供給方法には、大きな変化が

みられる。まず、交通の発達により、消費者への直
接のアクセスが容易になり、支店・出張所や代理店
などの拠点の必要性が減少した。また、情報技術
の発展により遠隔でのノウハウの移転やマネジメン
トが容易となり、均一のものを広域に提供でき、間
接部門や熟練者の雇用が減少している。すなわち、
サービス業において「設備投資」と「技術進歩」も
一極集中しやすく、本社・本部と支店・現場では、正
規と非正規などの雇用格差、賃金格差が広がりや
すくなっている。
加えて、サービス業では、人口の高齢化に伴い医
療・福祉分野が伸びており、今後、高齢者人口の大
幅な増加が見込まれる大都市圏での動きが注目さ
れている。

まとめと次回の考察
戦後の埼玉県は、必ずしも国の産業政策的な投
資の中心として位置付けられてこなかったが、東京
圏において拡大する労働（人口）と設備投資（工場）
の受け皿となり、国の経済成長に貢献し、また、自ら
も発展してきた。現在進む経済のサービス化の中に
おいても、東京圏という巨大マーケットの中にあるこ
とを生かして設備投資を呼び込んでいる。
しかし、経済のサービス化の内容やマーケットも急
速に変化している。
東京圏の中に位置する（ただし、中心ではない）埼
玉県が、経済成長の観点から、今後どのようになっ
ていくか、どうするべきか、次回以降考察したい。

内陸に位置する埼玉県は、その集中投資の対象か
らはずれた。江戸末期までは小さな漁村だった横浜
市が開港後、大きく発展し現在は人口370万人を超
える大都市となったが、そのような形での発展は、埼
玉県には望めなかった。
しかし、埼玉県の工業は、東京、京浜臨海部の復
興に伴い発生する需要を取り込みさらに発展した。
川口の鋳物は、戦後の1947年に鋳物生産額が全
国の約3分の1を占めた。
1950年からの朝鮮戦争の特需もあり、日本経済

は復興軌道に乗った。ただし、それでも産業への投
資は臨海部が中心であり、復興は関東では京浜地
区が先行した。
埼玉県は1952年に｢埼玉県工場誘致条例｣を、
市町村でも同年の｢上尾町工場誘致条例｣をはじめ
とする条例を制定し、工場の誘致に努めた。都市の
拡大に伴う建築用資材や日用品などの様々な製品
を作り出す金属工業や機械工業が鉄道沿線に立地
した。
一方、戦前から盛んであった栽桑・養蚕から製糸・
織物までの広範・広域にわたる産業は、終戦後の統
制解除や朝鮮戦争特需により糸へん景気、ガチャマ
ン景気などと呼ばれる活況を呈し、高度経済成長期
において、埼玉県の収繭量は1968年に、器械生糸
生産量は1969年にピークを迎えた。
しかし、その後の合成繊維製品の普及、韓国、中
国、パキスタンなどからの絹織物、綿糸など天然繊
維製品の輸入増加や、きもの・和装ばなれなどの需
要の減少により、生糸の生産量は激減した。1996年
には本県最後の製糸工場が操業停止になり、その
過程で埼玉県北部から秩父地域に広く見られた桑

畑もほとんどなくなった。この栽桑・養蚕から製糸・織
物に至る産業の衰退にもかかわらず、これらの産業
が盛んだった埼玉県北部地域の就業者人口は、製
造業を中心に増加した。

埼玉県全体としても後に見るように、その影響は
受けず、総人口、就業者人口ともに増加した。

産業構造の変化を支えたもの
北海道夕張市において、国勢調査による人口が
1960年の約12万人から2015年に約8千人まで減
るような、ある産業（夕張市の場合は、炭鉱業）の衰
退が地域の衰退に直結する例があるが、埼玉県で
はそのようなことにならなかった。
理由として考えられるのは、労働（人口）と設備投
資（工場）の受け皿づくりがなされたことである。以
下、その経緯を述べる。
1954年は、高度経済成長の先駆けとなる神武景
気が始まり、1956年の経済白書に「もはや戦後では
ない」とうたわれたが、工業地帯への集中投資は、
地方の農村地域から多くの人口を吸収し、大都市圏
と地方の過密・過疎が発生するとともに、所得格差
も問題となった。
このような中で、1962年に策定された国の「全国
総合開発計画」は、都市への人口集中と過密化、地
方格差を是正する「地域間の均衡ある発展」をう
たった。都市部での工場立地や大学の設置を制限
する「工業（場）等制限法」が1959年に首都圏対象
に制定され（1964年に区域追加）、東京特別区及
び三鷹市の大部分、武蔵野市の全部、横浜市及び

埼玉県経済の歴史を振り返り、
将来を考える

埼玉県経済の将来を考えるシリーズ

（注1）1955年以降、計画戸数1,000戸以上又は計画人口3,000人以上の増加
を計画した事業のうち、地区面積16ha以上であるものがニュータウン
リストとしてまとめられている。　

●埼玉県北部地域の産業別就業者数

第1次産業
第2次産業
（うち製造業）
第3次産業
合計

84,453 
36,707 
(29,708)
50,671 
171,831 

49.1% 
21.4% 
(17.2%)
29.5% 
100.0% 

39,583 
75,196 
(59,208)
102,303 
217,082 

18.2% 
34.6% 
(27.2%)
47.1% 
100.0% 

資料：総務省「国勢調査」
（注１）分類不能は除く
（注２）埼玉県北部地域：熊谷市、深谷市、本庄市、大里郡、児玉郡

1960年
　（人）

1980年

査でも、2017年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（16.9％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.7％）を上回っている。
県内の所得環境についても、小幅ながら改善を
続ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、スーパーが昨年末にかけて若干盛り返したも
のの、百貨店の落ち込みが続いたこともあり、2017
年1～3月期まで、4四半期連続で前年を下回った。

2017年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、前期比年率＋1.0％と、5四半期連続でプラス成
長を記録した。景気は、一部に改善の遅れもみられ
るものの、緩やかな回復基調が続いている。
内訳をみると、足元の生産は持ち直している。雇

用・所得環境が改善するなかで、個人消費も総じて
みれば持ち直しの動きを続けている。住宅投資はこ
のところやや弱含んでいるが、設備投資には持ち直
しの動きがみられ、公共投資は底堅い動きとなって
いる。また、輸出は持ち直している。

埼玉県内の生産は、振れを伴いながらも、やや弱
含みで推移している。雇用・所得環境が改善するな
か、個人消費には、総じてみれば持ち直しの動きが
みられる。足元の住宅投資はやや弱含みで推移し
ているものの、設備投資は前年実績を上回っている。
公共投資は前年を下回っている。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。

 

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、2016年
4～6月期に一旦落ち込んだ後、同7～9月期に大き
く持ち直したが、続く同10～12月期、2017年1～3
月期には再び低下した。県内の生産は、振れを伴い
ながらも、やや弱含みで推移している。
業種別にみると、このところ食料品は緩やかに減
速している。2四半期連続で持ち直していた輸送機
械も、2017年1～3月期には回復の動きが一服した。
一方、2016年に落ち込んでいた医療用機械は、
2017年に入って持ち直しており、電子部品・デバイ
スやコンプレッサーは好調に推移している。
〈先行き〉　先行き、県内の生産は持ち直しに向か
うものの、そのテンポは緩やかなものにとどまるとみ
られる。

また、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2016年4～6月期以降、前年の水準を上回り、好調
に推移している。
雇用・所得環境が改善するなか、個人消費には、
総じてみれば持ち直しの動きがみられる。
〈先行き〉　引き続き、雇用・所得環境の改善が見
込まれることを受けて、先行きの個人消費について
も、緩やかに持ち直していくとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、堅調に
推移してきたが、2017年1～3月期には同▲0.1％
と、8四半期ぶりに前年を下回った。住宅投資は、や
や弱含みで推移している。
内訳をみると、持家は、2014年度に大幅に落ち
込んだ後、2015年に持ち直したものの、その後は
横ばい水準で推移している。貸家は、相続税対策な
どを背景に引き続き高い伸びが続いているものの、
住宅ローン金利の低下等を背景に、比較的堅調に
推移してきた分譲は、足元で落ち込んでいる。なか
でも、2017年1～3月期の分譲マンションは、前年比
▲51.5％と大きく減少した。

見通しになっている。2016年度下期に大きく落ち
込んだ製造業が同＋20.5％と大幅なプラスに転じ、
非製造業は、同＋16.1％と前年比二けたの伸びを
維持する見込みである。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2017年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.18倍に達した。全国
の有効求人倍率1.48倍と比べると、その水準は低
いものの、県外での受理分を含めた、埼玉県内を就
業地とする求人数で算出した就業地別有効求人倍
率（季節調整値）は1.38倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2016年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋3.0％とプラスに転じた
のに続き、同年冬のボーナス支給総額も、同＋
3.9％と2年連続で前年を上回った。県内の所得環
境は、小幅ながら改善を続けている。

一方、足元のホームセンターの販売額は前年を
下回っているものの、家電量販店はほぼ前年並み
の水準からやや持ち直す動きをみせている。ドラッ
グストアは、以前ほどの勢いはないとはいえ、引き続
き前年を上回って推移しており、コンビニエンススト
アは、依然、好調を維持している。

〈先行き〉　足元の分譲マンションの落ち込みは、マ
ンション価格の値上がりによるところが大きい。建設
関連の労務費や資材価格が高止まりしており、当面、
マンション価格が大幅に低下することは見込みにく
いことから、分譲マンションの発売戸数は弱い動き
を続けよう。しかし、比較的手頃な価格帯の分譲戸
建の着工戸数や中古マンションの取引件数は、堅
調に推移しており、住宅への需要自体は底堅いもの
があると考えられる。
住宅ローン金利が引き続き低水準で推移すると

みられることもあり、総じてみれば住宅投資は前年
並み程度の水準を維持しよう。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2016年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比＋6.8％となり、県
内の設備投資は前年実績を上回った。製造業は同
▲13.8％と前年を下回ったものの、非製造業が同
＋21.9％と前年を大幅に上回った。
しかし、2016年度通期では、埼玉県内企業の設
備投資計画額（実績見込み）は、同▲2.1％とわず
かに前年実績を下回った。製造業が同▲20.2％と
大幅な減少となった影響が大きかった。
〈先行き〉　法人企業景気予測調査によると、埼玉
県内企業の2017年度上期の設備投資計画額（見
込み）は、前年比＋17.9％と、前年を大幅に上回る

〈先行き〉　当財団が本年4月に実施した、人手不
足への対応に関するアンケート調査では、何らかの
形で人手不足の影響があると回答した県内企業の
割合が8割を超えた。県内企業の人手不足感は続
いており、雇用情勢は今後も改善を続けよう。
当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によると、
2017年度に正社員の賃上げを実施すると回答した
企業の割合は5年連続で増加し、非正社員の賃上
げを行う企業の割合も2年ぶりに前年を上回った。

㈱不動産経済研究所が発表している埼玉県のマ
ンション発売戸数についても、2016年7～9月期が
前年比▲13.6％、同10～12月期が同▲23.6％、
2017年1～3月期が同▲22.8％と、3期連続で大幅
に前年を下回っている。

〈先行き〉　埼玉県および県内市町村の2016年度
投資的経費と建設改良費の当初予算額の合計は、
さいたま新都心における県立小児医療センター新
病院の整備完了や、埼玉会館の大規模改修事業の
完了などを受けて、前年をわずかに下回っている。
先行きも、公共投資は、前年をやや下回る程度の水
準で推移するとみられる。

先行き、埼玉県経済は、引き続き緩やかに持ち直
していくとみられる。ただし、米国をはじめとする海
外経済の動向には、今後とも十分留意していく必要
がある。
県内の生産は持ち直しに向かうものの、そのテン

ポは緩やかなものにとどまろう。
引き続き、雇用・所得環境の改善が見込まれるこ

とを受けて、個人消費についても、緩やかに持ち直
していくとみられる。住宅投資については、住宅ロー
ン金利が引き続き低水準で推移するとみられること
もあり、総じてみれば住宅投資は前年並み程度の
水準を維持しよう。
設備投資については、非製造業が前年比二けた

の伸びを続けるなか、製造業もプラスに転じること
から、全体でも前年を大幅に上回る見込みである。
公共投資は、前年をやや下回る程度の水準で推移
するとみられる。 （井上博夫）

○公共投資
〈現状〉　2016年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲6.8％と、2年連続で前年を下回った。
年度当初は、前年実績を上回る時期もあったが、夏
場以降は、終始、前年を下回って推移した。
発注者別では、都道府県（前年比＋19.6％）は前
年より増加したものの、独立行政法人等（同▲
23.8％）、国（同▲28.2％）、市町村（同▲15.5％）、
地方公社（同▲74.9％）が減少している。
2017年4～5月の累計の請負金額でも、同▲
6.5％となっており、足元の公共投資は、前年を下
回っている。

また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況調
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川崎市の約半分並びに川口市の一部が制限区域と
なった。同時期に、埼玉県の急速な人口増加が始
まったが、既に人口増加による住宅不足・環境悪化
は、特に埼玉県南部地域にとって深刻な問題となっ
ていた。
「道路や学校、住宅と下水道といった社会的インフ
ラの整備が進みません。当然、ゴミ処理も追いつかな
いのです。そこで生ごみや不燃ごみを」「田んぼに埋
め立てて」「それは酷い状況で、し尿処理もしきれず、
バキュームカーで運んできたし尿を」「川にそのまま
放流していました」「当時はなりふり構わず何でもやっ
てしまう。そんな状況でした」（見沼学第3号、2007
年、元埼玉県庁職員、北原典夫氏）との証言がある。
人口集中と住環境の悪化、加えて、住宅と工場の
立地の混在（住工混在）による操業環境の悪化によ
り、人口（労働）と工場（設備投資）が他地域に流出
しかねない（そしてそれを国の政策も後押しする）の
が、当時の状況だった。
それらを地域内にとどめるため、2つの団地づくり
が取り組まれた。住宅団地と工業団地である。
国土交通省のニュータウンリスト（注1）によれば、埼

玉県の住宅団地は、1957年に旧日本住宅公団によ
り事業開始された北所沢ニュータウン（所沢市 計画
人口15,500人）が最初である。ニュータウンは、完
成年度基準で、1970年度までに８カ所416ha、
1980年度までに27カ所1,802haが開発された。そ
の中には、草加松原団地（草加市、計画人口
20,700人、完成年度1963年）、武里団地（春日部
市、同21,400人、同1966年）、みさと団地（三郷市、
同31,000人、同1972年）、北坂戸団地（坂戸市、同
20,000人、同1974年）などの大型団地がある。より
小さな住宅団地の開発も、土地区画整理などの手
法により郊外部において盛んになされた。社会イン
フラの整備も進み、近隣商業も集積し、地域の建設・
不動産業の成長にもつながった。

はじめに
今年度は、埼玉県経済の将来について、労働力、
設備投資、技術進歩などの、経済成長の要素を念
頭におき、研究員独自の視点で論じていきたい。第１
回は、将来を論じる基礎として、埼玉県の経済構造
の変化を歴史的な観点から確認したい。

戦前の産業構造
埼玉県北部から秩父地域にかけては、江戸時代

から、群馬・栃木・長野とともに栽桑（桑の栽培）、養
蚕、生糸・絹糸・絹織物生産が盛んな地域であった。
明治期には、北関東の養蚕地と生糸の積み出しを
する横浜港の間に位置することから、現在の高崎
線・宇都宮線が合流する大宮をはじめとして、県内
各地に製糸場や関連施設が多数立地していた。
県南部、東部地域は、江戸（東京）に日用の金属・
木工や繊維・織物製品を供給し、明治期には一定の
工業基盤をもっていた。川口の鋳物業は、1910年の
川口町停車場の開設により販路を全国に広げ、第1
次世界大戦期（1914～18年）を経て機械鋳物生産
に展開をとげ、京浜工業地帯の形成に貢献した。
1914年には現在の東武東上線の池袋から川越
市駅間が開設され、1932年には、大宮～赤羽間の電
化が実現し、東京都内の鉄道・市電との連結により、
鉄道沿線に商業地・郊外住宅地が広がり始めていた。

戦後の産業構造の変化
1946～49年の戦後復興期において、国は、傾斜
生産方式と呼ばれる石炭、鉄鋼、非鉄金属、化学肥
料等の重化学部門への資本の集中投入を、海上輸
送に関するインフラが整った臨海部を対象に行った。

一方、埼玉県の工業団地は、旧日本住宅公団によ
る深谷工業団地（深谷市、団地面積97.7ha、完成
年度1962年）、吉野原工業団地（さいたま市、同
57.0ha、同1963年）から始まった。1970年度まで
に11カ所、719.7ha、1980年度までに18カ所、
1,183.8haが開発され、2015年度末で分譲中、分
譲済み、計画・造成中の工業団地（注2）は、76カ所
3,909.4haである。

工場立地調査によれば、埼玉県の工場立地は、
1969年（520件）と1973年（233件）に2つのピー
クがあるが、1965～72年には11件、682.4haの工
業団地が完成しており、工場立地に工業団地開発
が貢献していることがうかがわれる。

1960年代から埼玉県の人口増加は本格化し、国
勢調査で、総人口は1960年の243万人から1975
年の482万人に、就業者人口は同期間に115万人
から217万人に、どちらもほぼ倍増した。これは、東
京都内に通う人に住宅を提供するとともに、県内に
できた新しい工場で働く人口も受け入れた結果と考
えられる。住宅団地建設と、工業団地の開発と工場
誘致により、地域として「労働」と「設備投資」の維
持・拡大に成功したと評価できる。

近年の産業構造の変化
～より消費地に近い産業の立地と進むサービス化～
埼玉県を通る新幹線と、高速道路のうち常磐道、
関越道、東北道は、「国土の均衡ある発展」のため、
東京と北陸、東北、北海道を結び、大都市の過密解
消と地方経済の底上げを目的として整備されたもの
である。高速道路・新幹線とともに工業団地の整備
も進められ、補助金や税の優遇などで地方への工
場移転が政策的に進められてきた。　
埼玉県からも多くの企業が生産拠点を県外に移

したが、県や市町村の積極的な企業誘致策もあり、
新たな企業が立地している。現時点で既存団地に
空きがないため、新たな産業団地開発を計画してい
る自治体もある。
現在の埼玉県は、歴史的な集積がある化学工業、
金属製品製造業、輸送用機械器具製造業と、消費
地の近くにあることが必要な食料品製造業、印刷・
同関連業が主要な製造業となっている。化学工業は、
原材料よりも製品に近い化粧品や医薬、金属製品
は生活・住宅関連製品の生産が盛んである。
また、近年、圏央道の県内全通や延伸、東北道、
関越道のスマートインターチェンジの開設に伴い、立
地が盛んなのは物流拠点である。物流拠点は、産業
大分類では、運輸業・郵便業または不動産賃貸業・
管理業に、産業小分類では、倉庫業、道路貨物運送
業、または、不動産賃貸業に分類される第三次産業
であり、近年は工業団地でなく産業団地の名称に

よって、企業向けの団地が開発されているのは、物
流拠点の立地も目的とするからだと思われる。
県民経済計算によれば、近年、以下のように、第2
次産業よりも第3次産業の割合が高くなっている。

 

さらに、国勢調査による埼玉県の全就業者数と第
2次産業の就業者数は、1995年をピークに減少に
転じたが、第3次産業の従業者数は、2015年に至る
まで増加を続けている。
第3次産業、特にサービス業が発展する現象は、
経済のサービス化と呼ばれる。国勢調査における埼
玉県のサービス業の就業者は、1980年の42万人
から2015年の115万人まで増加している。
経済のサービス化は、東京一極集中の背景の一

つとされ、次のように述べられている。

これまで地方に移転してきた生産活動（設備投
資）が、中国やタイ等の海外に移ったため、地方で
雇用が失われ、サービス業が集中し雇用が多い
東京圏に人口（労働）が流出しているということで
ある。
サービス業の特性としては、消費者の元でサービ

スの生産と消費が同時にされる点であり、当然、人
口（労働）は消費者の多い地域に集中する。
近年、サービスの供給方法には、大きな変化が

みられる。まず、交通の発達により、消費者への直
接のアクセスが容易になり、支店・出張所や代理店
などの拠点の必要性が減少した。また、情報技術
の発展により遠隔でのノウハウの移転やマネジメン
トが容易となり、均一のものを広域に提供でき、間
接部門や熟練者の雇用が減少している。すなわち、
サービス業において「設備投資」と「技術進歩」も
一極集中しやすく、本社・本部と支店・現場では、正
規と非正規などの雇用格差、賃金格差が広がりや
すくなっている。
加えて、サービス業では、人口の高齢化に伴い医
療・福祉分野が伸びており、今後、高齢者人口の大
幅な増加が見込まれる大都市圏での動きが注目さ
れている。

まとめと次回の考察
戦後の埼玉県は、必ずしも国の産業政策的な投
資の中心として位置付けられてこなかったが、東京
圏において拡大する労働（人口）と設備投資（工場）
の受け皿となり、国の経済成長に貢献し、また、自ら
も発展してきた。現在進む経済のサービス化の中に
おいても、東京圏という巨大マーケットの中にあるこ
とを生かして設備投資を呼び込んでいる。
しかし、経済のサービス化の内容やマーケットも急
速に変化している。
東京圏の中に位置する（ただし、中心ではない）埼
玉県が、経済成長の観点から、今後どのようになっ
ていくか、どうするべきか、次回以降考察したい。

内陸に位置する埼玉県は、その集中投資の対象か
らはずれた。江戸末期までは小さな漁村だった横浜
市が開港後、大きく発展し現在は人口370万人を超
える大都市となったが、そのような形での発展は、埼
玉県には望めなかった。
しかし、埼玉県の工業は、東京、京浜臨海部の復
興に伴い発生する需要を取り込みさらに発展した。
川口の鋳物は、戦後の1947年に鋳物生産額が全
国の約3分の1を占めた。
1950年からの朝鮮戦争の特需もあり、日本経済

は復興軌道に乗った。ただし、それでも産業への投
資は臨海部が中心であり、復興は関東では京浜地
区が先行した。
埼玉県は1952年に｢埼玉県工場誘致条例｣を、
市町村でも同年の｢上尾町工場誘致条例｣をはじめ
とする条例を制定し、工場の誘致に努めた。都市の
拡大に伴う建築用資材や日用品などの様々な製品
を作り出す金属工業や機械工業が鉄道沿線に立地
した。
一方、戦前から盛んであった栽桑・養蚕から製糸・
織物までの広範・広域にわたる産業は、終戦後の統
制解除や朝鮮戦争特需により糸へん景気、ガチャマ
ン景気などと呼ばれる活況を呈し、高度経済成長期
において、埼玉県の収繭量は1968年に、器械生糸
生産量は1969年にピークを迎えた。
しかし、その後の合成繊維製品の普及、韓国、中
国、パキスタンなどからの絹織物、綿糸など天然繊
維製品の輸入増加や、きもの・和装ばなれなどの需
要の減少により、生糸の生産量は激減した。1996年
には本県最後の製糸工場が操業停止になり、その
過程で埼玉県北部から秩父地域に広く見られた桑

畑もほとんどなくなった。この栽桑・養蚕から製糸・織
物に至る産業の衰退にもかかわらず、これらの産業
が盛んだった埼玉県北部地域の就業者人口は、製
造業を中心に増加した。

埼玉県全体としても後に見るように、その影響は
受けず、総人口、就業者人口ともに増加した。

産業構造の変化を支えたもの
北海道夕張市において、国勢調査による人口が
1960年の約12万人から2015年に約8千人まで減
るような、ある産業（夕張市の場合は、炭鉱業）の衰
退が地域の衰退に直結する例があるが、埼玉県で
はそのようなことにならなかった。
理由として考えられるのは、労働（人口）と設備投
資（工場）の受け皿づくりがなされたことである。以
下、その経緯を述べる。
1954年は、高度経済成長の先駆けとなる神武景
気が始まり、1956年の経済白書に「もはや戦後では
ない」とうたわれたが、工業地帯への集中投資は、
地方の農村地域から多くの人口を吸収し、大都市圏
と地方の過密・過疎が発生するとともに、所得格差
も問題となった。
このような中で、1962年に策定された国の「全国
総合開発計画」は、都市への人口集中と過密化、地
方格差を是正する「地域間の均衡ある発展」をう
たった。都市部での工場立地や大学の設置を制限
する「工業（場）等制限法」が1959年に首都圏対象
に制定され（1964年に区域追加）、東京特別区及
び三鷹市の大部分、武蔵野市の全部、横浜市及び 資料：国土交通省「東京一極集中の状況等について」

- 地方圏への製造業の立地が拡大し、１次産業、建設業と
相まって、製造業が雇用の受け皿となり、地方圏から大
都市圏への人口流出抑制に寄与してきた。しかし、近年
は、海外現地生産比率が拡大傾向にあること等から、雇
用吸収力が減退しているものと見られる。
-このため、地方でもサービス業が雇用の受け皿の中心
となってきており、全国規模でもサービス業が大きなウ
エイトを占める東京への一極集中をもたらしていると
考えられる。
- 特に、東京圏への金融業や情報通信産業などサービス
業の集中を背景とした雇用機会の存在が継続的な人口
流入を引き起こしている可能性。

●東京への人口集中の特徴・背景のまとめ（抜粋）

（注2）これ以外に住工混在地域の中小企業が協同組合等を組織して集団移転
するミニ工業団地がある。

●埼玉県内のニュータウンの増加
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資料：国土交通省「ニュータウンリスト」
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●埼玉県の経済活動別県内総生産（名目）の割合

資料：内閣府「県民経済計算」
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●埼玉県内の工業団地の増加

0
2

4

6

8

10
12

14

16

18

20

資料：埼玉県「埼玉県の産業・雇用の姿」　　
（注）年度は完成年度
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査でも、2017年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（16.9％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.7％）を上回っている。
県内の所得環境についても、小幅ながら改善を
続ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、スーパーが昨年末にかけて若干盛り返したも
のの、百貨店の落ち込みが続いたこともあり、2017
年1～3月期まで、4四半期連続で前年を下回った。

2017年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、前期比年率＋1.0％と、5四半期連続でプラス成
長を記録した。景気は、一部に改善の遅れもみられ
るものの、緩やかな回復基調が続いている。
内訳をみると、足元の生産は持ち直している。雇

用・所得環境が改善するなかで、個人消費も総じて
みれば持ち直しの動きを続けている。住宅投資はこ
のところやや弱含んでいるが、設備投資には持ち直
しの動きがみられ、公共投資は底堅い動きとなって
いる。また、輸出は持ち直している。

埼玉県内の生産は、振れを伴いながらも、やや弱
含みで推移している。雇用・所得環境が改善するな
か、個人消費には、総じてみれば持ち直しの動きが
みられる。足元の住宅投資はやや弱含みで推移し
ているものの、設備投資は前年実績を上回っている。
公共投資は前年を下回っている。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。

 

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、2016年
4～6月期に一旦落ち込んだ後、同7～9月期に大き
く持ち直したが、続く同10～12月期、2017年1～3
月期には再び低下した。県内の生産は、振れを伴い
ながらも、やや弱含みで推移している。
業種別にみると、このところ食料品は緩やかに減
速している。2四半期連続で持ち直していた輸送機
械も、2017年1～3月期には回復の動きが一服した。
一方、2016年に落ち込んでいた医療用機械は、
2017年に入って持ち直しており、電子部品・デバイ
スやコンプレッサーは好調に推移している。
〈先行き〉　先行き、県内の生産は持ち直しに向か
うものの、そのテンポは緩やかなものにとどまるとみ
られる。

また、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2016年4～6月期以降、前年の水準を上回り、好調
に推移している。
雇用・所得環境が改善するなか、個人消費には、
総じてみれば持ち直しの動きがみられる。
〈先行き〉　引き続き、雇用・所得環境の改善が見
込まれることを受けて、先行きの個人消費について
も、緩やかに持ち直していくとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、堅調に
推移してきたが、2017年1～3月期には同▲0.1％
と、8四半期ぶりに前年を下回った。住宅投資は、や
や弱含みで推移している。
内訳をみると、持家は、2014年度に大幅に落ち
込んだ後、2015年に持ち直したものの、その後は
横ばい水準で推移している。貸家は、相続税対策な
どを背景に引き続き高い伸びが続いているものの、
住宅ローン金利の低下等を背景に、比較的堅調に
推移してきた分譲は、足元で落ち込んでいる。なか
でも、2017年1～3月期の分譲マンションは、前年比
▲51.5％と大きく減少した。

見通しになっている。2016年度下期に大きく落ち
込んだ製造業が同＋20.5％と大幅なプラスに転じ、
非製造業は、同＋16.1％と前年比二けたの伸びを
維持する見込みである。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2017年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.18倍に達した。全国
の有効求人倍率1.48倍と比べると、その水準は低
いものの、県外での受理分を含めた、埼玉県内を就
業地とする求人数で算出した就業地別有効求人倍
率（季節調整値）は1.38倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2016年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋3.0％とプラスに転じた
のに続き、同年冬のボーナス支給総額も、同＋
3.9％と2年連続で前年を上回った。県内の所得環
境は、小幅ながら改善を続けている。

一方、足元のホームセンターの販売額は前年を
下回っているものの、家電量販店はほぼ前年並み
の水準からやや持ち直す動きをみせている。ドラッ
グストアは、以前ほどの勢いはないとはいえ、引き続
き前年を上回って推移しており、コンビニエンススト
アは、依然、好調を維持している。

〈先行き〉　足元の分譲マンションの落ち込みは、マ
ンション価格の値上がりによるところが大きい。建設
関連の労務費や資材価格が高止まりしており、当面、
マンション価格が大幅に低下することは見込みにく
いことから、分譲マンションの発売戸数は弱い動き
を続けよう。しかし、比較的手頃な価格帯の分譲戸
建の着工戸数や中古マンションの取引件数は、堅
調に推移しており、住宅への需要自体は底堅いもの
があると考えられる。
住宅ローン金利が引き続き低水準で推移すると

みられることもあり、総じてみれば住宅投資は前年
並み程度の水準を維持しよう。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2016年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比＋6.8％となり、県
内の設備投資は前年実績を上回った。製造業は同
▲13.8％と前年を下回ったものの、非製造業が同
＋21.9％と前年を大幅に上回った。
しかし、2016年度通期では、埼玉県内企業の設
備投資計画額（実績見込み）は、同▲2.1％とわず
かに前年実績を下回った。製造業が同▲20.2％と
大幅な減少となった影響が大きかった。
〈先行き〉　法人企業景気予測調査によると、埼玉
県内企業の2017年度上期の設備投資計画額（見
込み）は、前年比＋17.9％と、前年を大幅に上回る

〈先行き〉　当財団が本年4月に実施した、人手不
足への対応に関するアンケート調査では、何らかの
形で人手不足の影響があると回答した県内企業の
割合が8割を超えた。県内企業の人手不足感は続
いており、雇用情勢は今後も改善を続けよう。
当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によると、
2017年度に正社員の賃上げを実施すると回答した
企業の割合は5年連続で増加し、非正社員の賃上
げを行う企業の割合も2年ぶりに前年を上回った。

㈱不動産経済研究所が発表している埼玉県のマ
ンション発売戸数についても、2016年7～9月期が
前年比▲13.6％、同10～12月期が同▲23.6％、
2017年1～3月期が同▲22.8％と、3期連続で大幅
に前年を下回っている。

〈先行き〉　埼玉県および県内市町村の2016年度
投資的経費と建設改良費の当初予算額の合計は、
さいたま新都心における県立小児医療センター新
病院の整備完了や、埼玉会館の大規模改修事業の
完了などを受けて、前年をわずかに下回っている。
先行きも、公共投資は、前年をやや下回る程度の水
準で推移するとみられる。

先行き、埼玉県経済は、引き続き緩やかに持ち直
していくとみられる。ただし、米国をはじめとする海
外経済の動向には、今後とも十分留意していく必要
がある。
県内の生産は持ち直しに向かうものの、そのテン

ポは緩やかなものにとどまろう。
引き続き、雇用・所得環境の改善が見込まれるこ

とを受けて、個人消費についても、緩やかに持ち直
していくとみられる。住宅投資については、住宅ロー
ン金利が引き続き低水準で推移するとみられること
もあり、総じてみれば住宅投資は前年並み程度の
水準を維持しよう。
設備投資については、非製造業が前年比二けた

の伸びを続けるなか、製造業もプラスに転じること
から、全体でも前年を大幅に上回る見込みである。
公共投資は、前年をやや下回る程度の水準で推移
するとみられる。 （井上博夫）

○公共投資
〈現状〉　2016年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲6.8％と、2年連続で前年を下回った。
年度当初は、前年実績を上回る時期もあったが、夏
場以降は、終始、前年を下回って推移した。
発注者別では、都道府県（前年比＋19.6％）は前
年より増加したものの、独立行政法人等（同▲
23.8％）、国（同▲28.2％）、市町村（同▲15.5％）、
地方公社（同▲74.9％）が減少している。
2017年4～5月の累計の請負金額でも、同▲
6.5％となっており、足元の公共投資は、前年を下
回っている。

また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況調
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川崎市の約半分並びに川口市の一部が制限区域と
なった。同時期に、埼玉県の急速な人口増加が始
まったが、既に人口増加による住宅不足・環境悪化
は、特に埼玉県南部地域にとって深刻な問題となっ
ていた。
「道路や学校、住宅と下水道といった社会的インフ
ラの整備が進みません。当然、ゴミ処理も追いつかな
いのです。そこで生ごみや不燃ごみを」「田んぼに埋
め立てて」「それは酷い状況で、し尿処理もしきれず、
バキュームカーで運んできたし尿を」「川にそのまま
放流していました」「当時はなりふり構わず何でもやっ
てしまう。そんな状況でした」（見沼学第3号、2007
年、元埼玉県庁職員、北原典夫氏）との証言がある。
人口集中と住環境の悪化、加えて、住宅と工場の
立地の混在（住工混在）による操業環境の悪化によ
り、人口（労働）と工場（設備投資）が他地域に流出
しかねない（そしてそれを国の政策も後押しする）の
が、当時の状況だった。
それらを地域内にとどめるため、2つの団地づくり
が取り組まれた。住宅団地と工業団地である。
国土交通省のニュータウンリスト（注1）によれば、埼

玉県の住宅団地は、1957年に旧日本住宅公団によ
り事業開始された北所沢ニュータウン（所沢市 計画
人口15,500人）が最初である。ニュータウンは、完
成年度基準で、1970年度までに８カ所416ha、
1980年度までに27カ所1,802haが開発された。そ
の中には、草加松原団地（草加市、計画人口
20,700人、完成年度1963年）、武里団地（春日部
市、同21,400人、同1966年）、みさと団地（三郷市、
同31,000人、同1972年）、北坂戸団地（坂戸市、同
20,000人、同1974年）などの大型団地がある。より
小さな住宅団地の開発も、土地区画整理などの手
法により郊外部において盛んになされた。社会イン
フラの整備も進み、近隣商業も集積し、地域の建設・
不動産業の成長にもつながった。

はじめに
今年度は、埼玉県経済の将来について、労働力、
設備投資、技術進歩などの、経済成長の要素を念
頭におき、研究員独自の視点で論じていきたい。第１
回は、将来を論じる基礎として、埼玉県の経済構造
の変化を歴史的な観点から確認したい。

戦前の産業構造
埼玉県北部から秩父地域にかけては、江戸時代

から、群馬・栃木・長野とともに栽桑（桑の栽培）、養
蚕、生糸・絹糸・絹織物生産が盛んな地域であった。
明治期には、北関東の養蚕地と生糸の積み出しを
する横浜港の間に位置することから、現在の高崎
線・宇都宮線が合流する大宮をはじめとして、県内
各地に製糸場や関連施設が多数立地していた。
県南部、東部地域は、江戸（東京）に日用の金属・
木工や繊維・織物製品を供給し、明治期には一定の
工業基盤をもっていた。川口の鋳物業は、1910年の
川口町停車場の開設により販路を全国に広げ、第1
次世界大戦期（1914～18年）を経て機械鋳物生産
に展開をとげ、京浜工業地帯の形成に貢献した。
1914年には現在の東武東上線の池袋から川越
市駅間が開設され、1932年には、大宮～赤羽間の電
化が実現し、東京都内の鉄道・市電との連結により、
鉄道沿線に商業地・郊外住宅地が広がり始めていた。

戦後の産業構造の変化
1946～49年の戦後復興期において、国は、傾斜
生産方式と呼ばれる石炭、鉄鋼、非鉄金属、化学肥
料等の重化学部門への資本の集中投入を、海上輸
送に関するインフラが整った臨海部を対象に行った。

一方、埼玉県の工業団地は、旧日本住宅公団によ
る深谷工業団地（深谷市、団地面積97.7ha、完成
年度1962年）、吉野原工業団地（さいたま市、同
57.0ha、同1963年）から始まった。1970年度まで
に11カ所、719.7ha、1980年度までに18カ所、
1,183.8haが開発され、2015年度末で分譲中、分
譲済み、計画・造成中の工業団地（注2）は、76カ所
3,909.4haである。

工場立地調査によれば、埼玉県の工場立地は、
1969年（520件）と1973年（233件）に2つのピー
クがあるが、1965～72年には11件、682.4haの工
業団地が完成しており、工場立地に工業団地開発
が貢献していることがうかがわれる。

1960年代から埼玉県の人口増加は本格化し、国
勢調査で、総人口は1960年の243万人から1975
年の482万人に、就業者人口は同期間に115万人
から217万人に、どちらもほぼ倍増した。これは、東
京都内に通う人に住宅を提供するとともに、県内に
できた新しい工場で働く人口も受け入れた結果と考
えられる。住宅団地建設と、工業団地の開発と工場
誘致により、地域として「労働」と「設備投資」の維
持・拡大に成功したと評価できる。

近年の産業構造の変化
～より消費地に近い産業の立地と進むサービス化～
埼玉県を通る新幹線と、高速道路のうち常磐道、
関越道、東北道は、「国土の均衡ある発展」のため、
東京と北陸、東北、北海道を結び、大都市の過密解
消と地方経済の底上げを目的として整備されたもの
である。高速道路・新幹線とともに工業団地の整備
も進められ、補助金や税の優遇などで地方への工
場移転が政策的に進められてきた。　
埼玉県からも多くの企業が生産拠点を県外に移

したが、県や市町村の積極的な企業誘致策もあり、
新たな企業が立地している。現時点で既存団地に
空きがないため、新たな産業団地開発を計画してい
る自治体もある。
現在の埼玉県は、歴史的な集積がある化学工業、
金属製品製造業、輸送用機械器具製造業と、消費
地の近くにあることが必要な食料品製造業、印刷・
同関連業が主要な製造業となっている。化学工業は、
原材料よりも製品に近い化粧品や医薬、金属製品
は生活・住宅関連製品の生産が盛んである。
また、近年、圏央道の県内全通や延伸、東北道、
関越道のスマートインターチェンジの開設に伴い、立
地が盛んなのは物流拠点である。物流拠点は、産業
大分類では、運輸業・郵便業または不動産賃貸業・
管理業に、産業小分類では、倉庫業、道路貨物運送
業、または、不動産賃貸業に分類される第三次産業
であり、近年は工業団地でなく産業団地の名称に

よって、企業向けの団地が開発されているのは、物
流拠点の立地も目的とするからだと思われる。
県民経済計算によれば、近年、以下のように、第2
次産業よりも第3次産業の割合が高くなっている。

 

さらに、国勢調査による埼玉県の全就業者数と第
2次産業の就業者数は、1995年をピークに減少に
転じたが、第3次産業の従業者数は、2015年に至る
まで増加を続けている。
第3次産業、特にサービス業が発展する現象は、
経済のサービス化と呼ばれる。国勢調査における埼
玉県のサービス業の就業者は、1980年の42万人
から2015年の115万人まで増加している。
経済のサービス化は、東京一極集中の背景の一

つとされ、次のように述べられている。

これまで地方に移転してきた生産活動（設備投
資）が、中国やタイ等の海外に移ったため、地方で
雇用が失われ、サービス業が集中し雇用が多い
東京圏に人口（労働）が流出しているということで
ある。
サービス業の特性としては、消費者の元でサービ

スの生産と消費が同時にされる点であり、当然、人
口（労働）は消費者の多い地域に集中する。
近年、サービスの供給方法には、大きな変化が

みられる。まず、交通の発達により、消費者への直
接のアクセスが容易になり、支店・出張所や代理店
などの拠点の必要性が減少した。また、情報技術
の発展により遠隔でのノウハウの移転やマネジメン
トが容易となり、均一のものを広域に提供でき、間
接部門や熟練者の雇用が減少している。すなわち、
サービス業において「設備投資」と「技術進歩」も
一極集中しやすく、本社・本部と支店・現場では、正
規と非正規などの雇用格差、賃金格差が広がりや
すくなっている。
加えて、サービス業では、人口の高齢化に伴い医
療・福祉分野が伸びており、今後、高齢者人口の大
幅な増加が見込まれる大都市圏での動きが注目さ
れている。

まとめと次回の考察
戦後の埼玉県は、必ずしも国の産業政策的な投
資の中心として位置付けられてこなかったが、東京
圏において拡大する労働（人口）と設備投資（工場）
の受け皿となり、国の経済成長に貢献し、また、自ら
も発展してきた。現在進む経済のサービス化の中に
おいても、東京圏という巨大マーケットの中にあるこ
とを生かして設備投資を呼び込んでいる。
しかし、経済のサービス化の内容やマーケットも急
速に変化している。
東京圏の中に位置する（ただし、中心ではない）埼
玉県が、経済成長の観点から、今後どのようになっ
ていくか、どうするべきか、次回以降考察したい。

内陸に位置する埼玉県は、その集中投資の対象か
らはずれた。江戸末期までは小さな漁村だった横浜
市が開港後、大きく発展し現在は人口370万人を超
える大都市となったが、そのような形での発展は、埼
玉県には望めなかった。
しかし、埼玉県の工業は、東京、京浜臨海部の復
興に伴い発生する需要を取り込みさらに発展した。
川口の鋳物は、戦後の1947年に鋳物生産額が全
国の約3分の1を占めた。
1950年からの朝鮮戦争の特需もあり、日本経済

は復興軌道に乗った。ただし、それでも産業への投
資は臨海部が中心であり、復興は関東では京浜地
区が先行した。
埼玉県は1952年に｢埼玉県工場誘致条例｣を、
市町村でも同年の｢上尾町工場誘致条例｣をはじめ
とする条例を制定し、工場の誘致に努めた。都市の
拡大に伴う建築用資材や日用品などの様々な製品
を作り出す金属工業や機械工業が鉄道沿線に立地
した。
一方、戦前から盛んであった栽桑・養蚕から製糸・
織物までの広範・広域にわたる産業は、終戦後の統
制解除や朝鮮戦争特需により糸へん景気、ガチャマ
ン景気などと呼ばれる活況を呈し、高度経済成長期
において、埼玉県の収繭量は1968年に、器械生糸
生産量は1969年にピークを迎えた。
しかし、その後の合成繊維製品の普及、韓国、中
国、パキスタンなどからの絹織物、綿糸など天然繊
維製品の輸入増加や、きもの・和装ばなれなどの需
要の減少により、生糸の生産量は激減した。1996年
には本県最後の製糸工場が操業停止になり、その
過程で埼玉県北部から秩父地域に広く見られた桑

畑もほとんどなくなった。この栽桑・養蚕から製糸・織
物に至る産業の衰退にもかかわらず、これらの産業
が盛んだった埼玉県北部地域の就業者人口は、製
造業を中心に増加した。

埼玉県全体としても後に見るように、その影響は
受けず、総人口、就業者人口ともに増加した。

産業構造の変化を支えたもの
北海道夕張市において、国勢調査による人口が
1960年の約12万人から2015年に約8千人まで減
るような、ある産業（夕張市の場合は、炭鉱業）の衰
退が地域の衰退に直結する例があるが、埼玉県で
はそのようなことにならなかった。
理由として考えられるのは、労働（人口）と設備投
資（工場）の受け皿づくりがなされたことである。以
下、その経緯を述べる。
1954年は、高度経済成長の先駆けとなる神武景
気が始まり、1956年の経済白書に「もはや戦後では
ない」とうたわれたが、工業地帯への集中投資は、
地方の農村地域から多くの人口を吸収し、大都市圏
と地方の過密・過疎が発生するとともに、所得格差
も問題となった。
このような中で、1962年に策定された国の「全国
総合開発計画」は、都市への人口集中と過密化、地
方格差を是正する「地域間の均衡ある発展」をう
たった。都市部での工場立地や大学の設置を制限
する「工業（場）等制限法」が1959年に首都圏対象
に制定され（1964年に区域追加）、東京特別区及
び三鷹市の大部分、武蔵野市の全部、横浜市及び 資料：国土交通省「東京一極集中の状況等について」

- 地方圏への製造業の立地が拡大し、１次産業、建設業と
相まって、製造業が雇用の受け皿となり、地方圏から大
都市圏への人口流出抑制に寄与してきた。しかし、近年
は、海外現地生産比率が拡大傾向にあること等から、雇
用吸収力が減退しているものと見られる。
-このため、地方でもサービス業が雇用の受け皿の中心
となってきており、全国規模でもサービス業が大きなウ
エイトを占める東京への一極集中をもたらしていると
考えられる。
- 特に、東京圏への金融業や情報通信産業などサービス
業の集中を背景とした雇用機会の存在が継続的な人口
流入を引き起こしている可能性。

●東京への人口集中の特徴・背景のまとめ（抜粋）

（注2）これ以外に住工混在地域の中小企業が協同組合等を組織して集団移転
するミニ工業団地がある。

●埼玉県内のニュータウンの増加
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●埼玉県の経済活動別県内総生産（名目）の割合

資料：内閣府「県民経済計算」
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●埼玉県内の工業団地の増加
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資料：埼玉県「埼玉県の産業・雇用の姿」　　
（注）年度は完成年度
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査でも、2017年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（16.9％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.7％）を上回っている。
県内の所得環境についても、小幅ながら改善を
続ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、スーパーが昨年末にかけて若干盛り返したも
のの、百貨店の落ち込みが続いたこともあり、2017
年1～3月期まで、4四半期連続で前年を下回った。

2017年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、前期比年率＋1.0％と、5四半期連続でプラス成
長を記録した。景気は、一部に改善の遅れもみられ
るものの、緩やかな回復基調が続いている。
内訳をみると、足元の生産は持ち直している。雇

用・所得環境が改善するなかで、個人消費も総じて
みれば持ち直しの動きを続けている。住宅投資はこ
のところやや弱含んでいるが、設備投資には持ち直
しの動きがみられ、公共投資は底堅い動きとなって
いる。また、輸出は持ち直している。

埼玉県内の生産は、振れを伴いながらも、やや弱
含みで推移している。雇用・所得環境が改善するな
か、個人消費には、総じてみれば持ち直しの動きが
みられる。足元の住宅投資はやや弱含みで推移し
ているものの、設備投資は前年実績を上回っている。
公共投資は前年を下回っている。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。

 

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、2016年
4～6月期に一旦落ち込んだ後、同7～9月期に大き
く持ち直したが、続く同10～12月期、2017年1～3
月期には再び低下した。県内の生産は、振れを伴い
ながらも、やや弱含みで推移している。
業種別にみると、このところ食料品は緩やかに減
速している。2四半期連続で持ち直していた輸送機
械も、2017年1～3月期には回復の動きが一服した。
一方、2016年に落ち込んでいた医療用機械は、
2017年に入って持ち直しており、電子部品・デバイ
スやコンプレッサーは好調に推移している。
〈先行き〉　先行き、県内の生産は持ち直しに向か
うものの、そのテンポは緩やかなものにとどまるとみ
られる。

また、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2016年4～6月期以降、前年の水準を上回り、好調
に推移している。
雇用・所得環境が改善するなか、個人消費には、
総じてみれば持ち直しの動きがみられる。
〈先行き〉　引き続き、雇用・所得環境の改善が見
込まれることを受けて、先行きの個人消費について
も、緩やかに持ち直していくとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、堅調に
推移してきたが、2017年1～3月期には同▲0.1％
と、8四半期ぶりに前年を下回った。住宅投資は、や
や弱含みで推移している。
内訳をみると、持家は、2014年度に大幅に落ち
込んだ後、2015年に持ち直したものの、その後は
横ばい水準で推移している。貸家は、相続税対策な
どを背景に引き続き高い伸びが続いているものの、
住宅ローン金利の低下等を背景に、比較的堅調に
推移してきた分譲は、足元で落ち込んでいる。なか
でも、2017年1～3月期の分譲マンションは、前年比
▲51.5％と大きく減少した。

見通しになっている。2016年度下期に大きく落ち
込んだ製造業が同＋20.5％と大幅なプラスに転じ、
非製造業は、同＋16.1％と前年比二けたの伸びを
維持する見込みである。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2017年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.18倍に達した。全国
の有効求人倍率1.48倍と比べると、その水準は低
いものの、県外での受理分を含めた、埼玉県内を就
業地とする求人数で算出した就業地別有効求人倍
率（季節調整値）は1.38倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2016年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋3.0％とプラスに転じた
のに続き、同年冬のボーナス支給総額も、同＋
3.9％と2年連続で前年を上回った。県内の所得環
境は、小幅ながら改善を続けている。

一方、足元のホームセンターの販売額は前年を
下回っているものの、家電量販店はほぼ前年並み
の水準からやや持ち直す動きをみせている。ドラッ
グストアは、以前ほどの勢いはないとはいえ、引き続
き前年を上回って推移しており、コンビニエンススト
アは、依然、好調を維持している。

〈先行き〉　足元の分譲マンションの落ち込みは、マ
ンション価格の値上がりによるところが大きい。建設
関連の労務費や資材価格が高止まりしており、当面、
マンション価格が大幅に低下することは見込みにく
いことから、分譲マンションの発売戸数は弱い動き
を続けよう。しかし、比較的手頃な価格帯の分譲戸
建の着工戸数や中古マンションの取引件数は、堅
調に推移しており、住宅への需要自体は底堅いもの
があると考えられる。
住宅ローン金利が引き続き低水準で推移すると

みられることもあり、総じてみれば住宅投資は前年
並み程度の水準を維持しよう。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2016年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比＋6.8％となり、県
内の設備投資は前年実績を上回った。製造業は同
▲13.8％と前年を下回ったものの、非製造業が同
＋21.9％と前年を大幅に上回った。
しかし、2016年度通期では、埼玉県内企業の設
備投資計画額（実績見込み）は、同▲2.1％とわず
かに前年実績を下回った。製造業が同▲20.2％と
大幅な減少となった影響が大きかった。
〈先行き〉　法人企業景気予測調査によると、埼玉
県内企業の2017年度上期の設備投資計画額（見
込み）は、前年比＋17.9％と、前年を大幅に上回る

〈先行き〉　当財団が本年4月に実施した、人手不
足への対応に関するアンケート調査では、何らかの
形で人手不足の影響があると回答した県内企業の
割合が8割を超えた。県内企業の人手不足感は続
いており、雇用情勢は今後も改善を続けよう。
当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によると、
2017年度に正社員の賃上げを実施すると回答した
企業の割合は5年連続で増加し、非正社員の賃上
げを行う企業の割合も2年ぶりに前年を上回った。

㈱不動産経済研究所が発表している埼玉県のマ
ンション発売戸数についても、2016年7～9月期が
前年比▲13.6％、同10～12月期が同▲23.6％、
2017年1～3月期が同▲22.8％と、3期連続で大幅
に前年を下回っている。

〈先行き〉　埼玉県および県内市町村の2016年度
投資的経費と建設改良費の当初予算額の合計は、
さいたま新都心における県立小児医療センター新
病院の整備完了や、埼玉会館の大規模改修事業の
完了などを受けて、前年をわずかに下回っている。
先行きも、公共投資は、前年をやや下回る程度の水
準で推移するとみられる。

先行き、埼玉県経済は、引き続き緩やかに持ち直
していくとみられる。ただし、米国をはじめとする海
外経済の動向には、今後とも十分留意していく必要
がある。
県内の生産は持ち直しに向かうものの、そのテン

ポは緩やかなものにとどまろう。
引き続き、雇用・所得環境の改善が見込まれるこ

とを受けて、個人消費についても、緩やかに持ち直
していくとみられる。住宅投資については、住宅ロー
ン金利が引き続き低水準で推移するとみられること
もあり、総じてみれば住宅投資は前年並み程度の
水準を維持しよう。
設備投資については、非製造業が前年比二けた

の伸びを続けるなか、製造業もプラスに転じること
から、全体でも前年を大幅に上回る見込みである。
公共投資は、前年をやや下回る程度の水準で推移
するとみられる。 （井上博夫）

○公共投資
〈現状〉　2016年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲6.8％と、2年連続で前年を下回った。
年度当初は、前年実績を上回る時期もあったが、夏
場以降は、終始、前年を下回って推移した。
発注者別では、都道府県（前年比＋19.6％）は前
年より増加したものの、独立行政法人等（同▲
23.8％）、国（同▲28.2％）、市町村（同▲15.5％）、
地方公社（同▲74.9％）が減少している。
2017年4～5月の累計の請負金額でも、同▲
6.5％となっており、足元の公共投資は、前年を下
回っている。

また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況調
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査でも、2017年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（16.9％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.7％）を上回っている。
県内の所得環境についても、小幅ながら改善を
続ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、スーパーが昨年末にかけて若干盛り返したも
のの、百貨店の落ち込みが続いたこともあり、2017
年1～3月期まで、4四半期連続で前年を下回った。

2017年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、前期比年率＋1.0％と、5四半期連続でプラス成
長を記録した。景気は、一部に改善の遅れもみられ
るものの、緩やかな回復基調が続いている。
内訳をみると、足元の生産は持ち直している。雇

用・所得環境が改善するなかで、個人消費も総じて
みれば持ち直しの動きを続けている。住宅投資はこ
のところやや弱含んでいるが、設備投資には持ち直
しの動きがみられ、公共投資は底堅い動きとなって
いる。また、輸出は持ち直している。

埼玉県内の生産は、振れを伴いながらも、やや弱
含みで推移している。雇用・所得環境が改善するな
か、個人消費には、総じてみれば持ち直しの動きが
みられる。足元の住宅投資はやや弱含みで推移し
ているものの、設備投資は前年実績を上回っている。
公共投資は前年を下回っている。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。

 

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、2016年
4～6月期に一旦落ち込んだ後、同7～9月期に大き
く持ち直したが、続く同10～12月期、2017年1～3
月期には再び低下した。県内の生産は、振れを伴い
ながらも、やや弱含みで推移している。
業種別にみると、このところ食料品は緩やかに減
速している。2四半期連続で持ち直していた輸送機
械も、2017年1～3月期には回復の動きが一服した。
一方、2016年に落ち込んでいた医療用機械は、
2017年に入って持ち直しており、電子部品・デバイ
スやコンプレッサーは好調に推移している。
〈先行き〉　先行き、県内の生産は持ち直しに向か
うものの、そのテンポは緩やかなものにとどまるとみ
られる。

全国の景気動向

埼玉県経済の主要項目の現状と先行き

また、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2016年4～6月期以降、前年の水準を上回り、好調
に推移している。
雇用・所得環境が改善するなか、個人消費には、
総じてみれば持ち直しの動きがみられる。
〈先行き〉　引き続き、雇用・所得環境の改善が見
込まれることを受けて、先行きの個人消費について
も、緩やかに持ち直していくとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、堅調に
推移してきたが、2017年1～3月期には同▲0.1％
と、8四半期ぶりに前年を下回った。住宅投資は、や
や弱含みで推移している。
内訳をみると、持家は、2014年度に大幅に落ち
込んだ後、2015年に持ち直したものの、その後は
横ばい水準で推移している。貸家は、相続税対策な
どを背景に引き続き高い伸びが続いているものの、
住宅ローン金利の低下等を背景に、比較的堅調に
推移してきた分譲は、足元で落ち込んでいる。なか
でも、2017年1～3月期の分譲マンションは、前年比
▲51.5％と大きく減少した。

見通しになっている。2016年度下期に大きく落ち
込んだ製造業が同＋20.5％と大幅なプラスに転じ、
非製造業は、同＋16.1％と前年比二けたの伸びを
維持する見込みである。

埼玉県経済の現状と先行き
景気は引き続き緩やかに持ち直し

本稿では、全国の景気動向を踏まえ、埼玉県経済
の現状を概観するとともに、先行き（約半年後）の
景気動向について展望する

●鉱工業生産指数の推移

●埼玉県経済の現状
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住宅投資はやや弱含みで推移している

設備投資は前年実績を上回っている

公共投資は前年実績を下回っている

現状の景気判断 方向
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○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2017年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.18倍に達した。全国
の有効求人倍率1.48倍と比べると、その水準は低
いものの、県外での受理分を含めた、埼玉県内を就
業地とする求人数で算出した就業地別有効求人倍
率（季節調整値）は1.38倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2016年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋3.0％とプラスに転じた
のに続き、同年冬のボーナス支給総額も、同＋
3.9％と2年連続で前年を上回った。県内の所得環
境は、小幅ながら改善を続けている。

一方、足元のホームセンターの販売額は前年を
下回っているものの、家電量販店はほぼ前年並み
の水準からやや持ち直す動きをみせている。ドラッ
グストアは、以前ほどの勢いはないとはいえ、引き続
き前年を上回って推移しており、コンビニエンススト
アは、依然、好調を維持している。

〈先行き〉　足元の分譲マンションの落ち込みは、マ
ンション価格の値上がりによるところが大きい。建設
関連の労務費や資材価格が高止まりしており、当面、
マンション価格が大幅に低下することは見込みにく
いことから、分譲マンションの発売戸数は弱い動き
を続けよう。しかし、比較的手頃な価格帯の分譲戸
建の着工戸数や中古マンションの取引件数は、堅
調に推移しており、住宅への需要自体は底堅いもの
があると考えられる。
住宅ローン金利が引き続き低水準で推移すると

みられることもあり、総じてみれば住宅投資は前年
並み程度の水準を維持しよう。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2016年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比＋6.8％となり、県
内の設備投資は前年実績を上回った。製造業は同
▲13.8％と前年を下回ったものの、非製造業が同
＋21.9％と前年を大幅に上回った。
しかし、2016年度通期では、埼玉県内企業の設
備投資計画額（実績見込み）は、同▲2.1％とわず
かに前年実績を下回った。製造業が同▲20.2％と
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●埼玉県の乗用車新車販売台数（除く軽自動車）の推移

資料：（一社）日本自動車販売協会連合会「新車・月別販売台数（登録車）」
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引き続き、雇用・所得環境の改善が見込まれるこ

とを受けて、個人消費についても、緩やかに持ち直
していくとみられる。住宅投資については、住宅ロー
ン金利が引き続き低水準で推移するとみられること
もあり、総じてみれば住宅投資は前年並み程度の
水準を維持しよう。
設備投資については、非製造業が前年比二けた

の伸びを続けるなか、製造業もプラスに転じること
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一方、2016年に落ち込んでいた医療用機械は、
2017年に入って持ち直しており、電子部品・デバイ
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られる。

全国の景気動向

埼玉県経済の主要項目の現状と先行き
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○住宅投資
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横ばい水準で推移している。貸家は、相続税対策な
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非製造業は、同＋16.1％と前年比二けたの伸びを
維持する見込みである。

埼玉県経済の現状と先行き
景気は引き続き緩やかに持ち直し

本稿では、全国の景気動向を踏まえ、埼玉県経済
の現状を概観するとともに、先行き（約半年後）の
景気動向について展望する

●鉱工業生産指数の推移

●埼玉県経済の現状

景気全般

生産

雇用・所得

個人消費

住宅投資

設備投資

公共投資

（注）矢印の向きは、現在の状況（上向き・横ばい・下向き）を示す

景気は一部に弱さがみられるものの、持ち直している

生産はやや弱含みで推移している

雇用・所得環境は改善している

個人消費には、総じてみれば持ち直しの動きがみられる

住宅投資はやや弱含みで推移している

設備投資は前年実績を上回っている

公共投資は前年実績を下回っている

現状の景気判断 方向

資料：経済産業省、埼玉県「鉱工業指数」

（2010年＝100、季節調整済）
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●賃上げを実施すると回答した埼玉県内企業の割合

資料：当財団「埼玉県内賃金改定状況調査」

●埼玉県の百貨店・スーパー販売額の推移

資料：関東経済産業局「管内百貨店・スーパー販売額の動向」
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●埼玉県内企業のボーナス支給総額の推移

資料：当財団「埼玉県内企業のボーナス支給状況調査」

（前年比、％）

2010年夏 冬 2011年夏 冬 2012年夏 冬 2013年夏 冬 2014年夏 冬 2015年夏 冬 2016年夏 冬
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2.4

▲2.9

2.1

▲1.2

0.9

3.3
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4.4

2.5 3.0
3.9

▲3.0

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2017年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.18倍に達した。全国
の有効求人倍率1.48倍と比べると、その水準は低
いものの、県外での受理分を含めた、埼玉県内を就
業地とする求人数で算出した就業地別有効求人倍
率（季節調整値）は1.38倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2016年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋3.0％とプラスに転じた
のに続き、同年冬のボーナス支給総額も、同＋
3.9％と2年連続で前年を上回った。県内の所得環
境は、小幅ながら改善を続けている。

一方、足元のホームセンターの販売額は前年を
下回っているものの、家電量販店はほぼ前年並み
の水準からやや持ち直す動きをみせている。ドラッ
グストアは、以前ほどの勢いはないとはいえ、引き続
き前年を上回って推移しており、コンビニエンススト
アは、依然、好調を維持している。

〈先行き〉　足元の分譲マンションの落ち込みは、マ
ンション価格の値上がりによるところが大きい。建設
関連の労務費や資材価格が高止まりしており、当面、
マンション価格が大幅に低下することは見込みにく
いことから、分譲マンションの発売戸数は弱い動き
を続けよう。しかし、比較的手頃な価格帯の分譲戸
建の着工戸数や中古マンションの取引件数は、堅
調に推移しており、住宅への需要自体は底堅いもの
があると考えられる。
住宅ローン金利が引き続き低水準で推移すると

みられることもあり、総じてみれば住宅投資は前年
並み程度の水準を維持しよう。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2016年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比＋6.8％となり、県
内の設備投資は前年実績を上回った。製造業は同
▲13.8％と前年を下回ったものの、非製造業が同
＋21.9％と前年を大幅に上回った。
しかし、2016年度通期では、埼玉県内企業の設
備投資計画額（実績見込み）は、同▲2.1％とわず
かに前年実績を下回った。製造業が同▲20.2％と
大幅な減少となった影響が大きかった。
〈先行き〉　法人企業景気予測調査によると、埼玉
県内企業の2017年度上期の設備投資計画額（見
込み）は、前年比＋17.9％と、前年を大幅に上回る

●埼玉県の乗用車新車販売台数（除く軽自動車）の推移

資料：（一社）日本自動車販売協会連合会「新車・月別販売台数（登録車）」

（%）

〈先行き〉　当財団が本年4月に実施した、人手不
足への対応に関するアンケート調査では、何らかの
形で人手不足の影響があると回答した県内企業の
割合が8割を超えた。県内企業の人手不足感は続
いており、雇用情勢は今後も改善を続けよう。
当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によると、
2017年度に正社員の賃上げを実施すると回答した
企業の割合は5年連続で増加し、非正社員の賃上
げを行う企業の割合も2年ぶりに前年を上回った。

㈱不動産経済研究所が発表している埼玉県のマ
ンション発売戸数についても、2016年7～9月期が
前年比▲13.6％、同10～12月期が同▲23.6％、
2017年1～3月期が同▲22.8％と、3期連続で大幅
に前年を下回っている。

〈先行き〉　埼玉県および県内市町村の2016年度
投資的経費と建設改良費の当初予算額の合計は、
さいたま新都心における県立小児医療センター新
病院の整備完了や、埼玉会館の大規模改修事業の
完了などを受けて、前年をわずかに下回っている。
先行きも、公共投資は、前年をやや下回る程度の水
準で推移するとみられる。

先行き、埼玉県経済は、引き続き緩やかに持ち直
していくとみられる。ただし、米国をはじめとする海
外経済の動向には、今後とも十分留意していく必要
がある。
県内の生産は持ち直しに向かうものの、そのテン

ポは緩やかなものにとどまろう。
引き続き、雇用・所得環境の改善が見込まれるこ

とを受けて、個人消費についても、緩やかに持ち直
していくとみられる。住宅投資については、住宅ロー
ン金利が引き続き低水準で推移するとみられること
もあり、総じてみれば住宅投資は前年並み程度の
水準を維持しよう。
設備投資については、非製造業が前年比二けた

の伸びを続けるなか、製造業もプラスに転じること
から、全体でも前年を大幅に上回る見込みである。
公共投資は、前年をやや下回る程度の水準で推移
するとみられる。 （井上博夫）

（年・四半期）

○公共投資
〈現状〉　2016年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲6.8％と、2年連続で前年を下回った。
年度当初は、前年実績を上回る時期もあったが、夏
場以降は、終始、前年を下回って推移した。
発注者別では、都道府県（前年比＋19.6％）は前
年より増加したものの、独立行政法人等（同▲
23.8％）、国（同▲28.2％）、市町村（同▲15.5％）、
地方公社（同▲74.9％）が減少している。
2017年4～5月の累計の請負金額でも、同▲
6.5％となっており、足元の公共投資は、前年を下
回っている。
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査でも、2017年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（16.9％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.7％）を上回っている。
県内の所得環境についても、小幅ながら改善を
続ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、スーパーが昨年末にかけて若干盛り返したも
のの、百貨店の落ち込みが続いたこともあり、2017
年1～3月期まで、4四半期連続で前年を下回った。

2017年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、前期比年率＋1.0％と、5四半期連続でプラス成
長を記録した。景気は、一部に改善の遅れもみられ
るものの、緩やかな回復基調が続いている。
内訳をみると、足元の生産は持ち直している。雇

用・所得環境が改善するなかで、個人消費も総じて
みれば持ち直しの動きを続けている。住宅投資はこ
のところやや弱含んでいるが、設備投資には持ち直
しの動きがみられ、公共投資は底堅い動きとなって
いる。また、輸出は持ち直している。

埼玉県内の生産は、振れを伴いながらも、やや弱
含みで推移している。雇用・所得環境が改善するな
か、個人消費には、総じてみれば持ち直しの動きが
みられる。足元の住宅投資はやや弱含みで推移し
ているものの、設備投資は前年実績を上回っている。
公共投資は前年を下回っている。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。

 

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、2016年
4～6月期に一旦落ち込んだ後、同7～9月期に大き
く持ち直したが、続く同10～12月期、2017年1～3
月期には再び低下した。県内の生産は、振れを伴い
ながらも、やや弱含みで推移している。
業種別にみると、このところ食料品は緩やかに減
速している。2四半期連続で持ち直していた輸送機
械も、2017年1～3月期には回復の動きが一服した。
一方、2016年に落ち込んでいた医療用機械は、
2017年に入って持ち直しており、電子部品・デバイ
スやコンプレッサーは好調に推移している。
〈先行き〉　先行き、県内の生産は持ち直しに向か
うものの、そのテンポは緩やかなものにとどまるとみ
られる。

また、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2016年4～6月期以降、前年の水準を上回り、好調
に推移している。
雇用・所得環境が改善するなか、個人消費には、
総じてみれば持ち直しの動きがみられる。
〈先行き〉　引き続き、雇用・所得環境の改善が見
込まれることを受けて、先行きの個人消費について
も、緩やかに持ち直していくとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、堅調に
推移してきたが、2017年1～3月期には同▲0.1％
と、8四半期ぶりに前年を下回った。住宅投資は、や
や弱含みで推移している。
内訳をみると、持家は、2014年度に大幅に落ち
込んだ後、2015年に持ち直したものの、その後は
横ばい水準で推移している。貸家は、相続税対策な
どを背景に引き続き高い伸びが続いているものの、
住宅ローン金利の低下等を背景に、比較的堅調に
推移してきた分譲は、足元で落ち込んでいる。なか
でも、2017年1～3月期の分譲マンションは、前年比
▲51.5％と大きく減少した。

見通しになっている。2016年度下期に大きく落ち
込んだ製造業が同＋20.5％と大幅なプラスに転じ、
非製造業は、同＋16.1％と前年比二けたの伸びを
維持する見込みである。

埼玉県経済の先行き
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●埼玉県の公共工事請負金額（年度累計）の推移

資料：東日本建設業保証㈱「公共工事前払金保証統計」

（前年比、％）
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○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2017年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.18倍に達した。全国
の有効求人倍率1.48倍と比べると、その水準は低
いものの、県外での受理分を含めた、埼玉県内を就
業地とする求人数で算出した就業地別有効求人倍
率（季節調整値）は1.38倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2016年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋3.0％とプラスに転じた
のに続き、同年冬のボーナス支給総額も、同＋
3.9％と2年連続で前年を上回った。県内の所得環
境は、小幅ながら改善を続けている。

一方、足元のホームセンターの販売額は前年を
下回っているものの、家電量販店はほぼ前年並み
の水準からやや持ち直す動きをみせている。ドラッ
グストアは、以前ほどの勢いはないとはいえ、引き続
き前年を上回って推移しており、コンビニエンススト
アは、依然、好調を維持している。

〈先行き〉　足元の分譲マンションの落ち込みは、マ
ンション価格の値上がりによるところが大きい。建設
関連の労務費や資材価格が高止まりしており、当面、
マンション価格が大幅に低下することは見込みにく
いことから、分譲マンションの発売戸数は弱い動き
を続けよう。しかし、比較的手頃な価格帯の分譲戸
建の着工戸数や中古マンションの取引件数は、堅
調に推移しており、住宅への需要自体は底堅いもの
があると考えられる。
住宅ローン金利が引き続き低水準で推移すると

みられることもあり、総じてみれば住宅投資は前年
並み程度の水準を維持しよう。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2016年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比＋6.8％となり、県
内の設備投資は前年実績を上回った。製造業は同
▲13.8％と前年を下回ったものの、非製造業が同
＋21.9％と前年を大幅に上回った。
しかし、2016年度通期では、埼玉県内企業の設
備投資計画額（実績見込み）は、同▲2.1％とわず
かに前年実績を下回った。製造業が同▲20.2％と
大幅な減少となった影響が大きかった。
〈先行き〉　法人企業景気予測調査によると、埼玉
県内企業の2017年度上期の設備投資計画額（見
込み）は、前年比＋17.9％と、前年を大幅に上回る

●埼玉県経済の先行き

景気全般

生産

雇用・所得

個人消費

住宅投資

設備投資

公共投資

景気は引き続き緩やかに持ち直し

生産は持ち直しに向かうものの、そのテンポは緩やか

雇用・所得環境は改善を続ける

個人消費は緩やかに持ち直していく

住宅投資は前年並み程度の水準を維持しよう

設備投資は前年を大幅に上回る

公共投資は前年をやや下回って推移しよう

先行きの景気判断 方向
現状 先行き

（注）矢印の向きは、それぞれ現在と先行き（半年後）の状況（上向き・横ばい・下向き）を示す

●埼玉県の新設住宅着工戸数の推移

資料：国土交通省「住宅着工統計」

（千戸） （%）前年比新設住宅着工戸数
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●埼玉県のマンション発売戸数の推移

資料：㈱不動産経済研究所「首都圏のマンション市場動向」

（戸） （%）前年比発売戸数
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●埼玉県内企業の設備投資計画額

資料：関東財務局「法人企業景気予測調査」

（前年比、％）

2016年度下期（実績見込み） 2017年度上期（見込み）2016年度通期（実績見込み）

21.9

14.3

20.5
17.9

6.8

▲2.1

▲20.2

▲13.8

16.1

〈先行き〉　当財団が本年4月に実施した、人手不
足への対応に関するアンケート調査では、何らかの
形で人手不足の影響があると回答した県内企業の
割合が8割を超えた。県内企業の人手不足感は続
いており、雇用情勢は今後も改善を続けよう。
当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によると、
2017年度に正社員の賃上げを実施すると回答した
企業の割合は5年連続で増加し、非正社員の賃上
げを行う企業の割合も2年ぶりに前年を上回った。

㈱不動産経済研究所が発表している埼玉県のマ
ンション発売戸数についても、2016年7～9月期が
前年比▲13.6％、同10～12月期が同▲23.6％、
2017年1～3月期が同▲22.8％と、3期連続で大幅
に前年を下回っている。

〈先行き〉　埼玉県および県内市町村の2016年度
投資的経費と建設改良費の当初予算額の合計は、
さいたま新都心における県立小児医療センター新
病院の整備完了や、埼玉会館の大規模改修事業の
完了などを受けて、前年をわずかに下回っている。
先行きも、公共投資は、前年をやや下回る程度の水
準で推移するとみられる。

先行き、埼玉県経済は、引き続き緩やかに持ち直
していくとみられる。ただし、米国をはじめとする海
外経済の動向には、今後とも十分留意していく必要
がある。
県内の生産は持ち直しに向かうものの、そのテン

ポは緩やかなものにとどまろう。
引き続き、雇用・所得環境の改善が見込まれるこ

とを受けて、個人消費についても、緩やかに持ち直
していくとみられる。住宅投資については、住宅ロー
ン金利が引き続き低水準で推移するとみられること
もあり、総じてみれば住宅投資は前年並み程度の
水準を維持しよう。
設備投資については、非製造業が前年比二けた

の伸びを続けるなか、製造業もプラスに転じること
から、全体でも前年を大幅に上回る見込みである。
公共投資は、前年をやや下回る程度の水準で推移
するとみられる。 （井上博夫）
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○公共投資
〈現状〉　2016年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲6.8％と、2年連続で前年を下回った。
年度当初は、前年実績を上回る時期もあったが、夏
場以降は、終始、前年を下回って推移した。
発注者別では、都道府県（前年比＋19.6％）は前
年より増加したものの、独立行政法人等（同▲
23.8％）、国（同▲28.2％）、市町村（同▲15.5％）、
地方公社（同▲74.9％）が減少している。
2017年4～5月の累計の請負金額でも、同▲
6.5％となっており、足元の公共投資は、前年を下
回っている。

また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況調

2013 ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ 14 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 15 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 16 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 17 Ⅰ
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査でも、2017年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（16.9％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.7％）を上回っている。
県内の所得環境についても、小幅ながら改善を
続ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、スーパーが昨年末にかけて若干盛り返したも
のの、百貨店の落ち込みが続いたこともあり、2017
年1～3月期まで、4四半期連続で前年を下回った。

2017年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、前期比年率＋1.0％と、5四半期連続でプラス成
長を記録した。景気は、一部に改善の遅れもみられ
るものの、緩やかな回復基調が続いている。
内訳をみると、足元の生産は持ち直している。雇

用・所得環境が改善するなかで、個人消費も総じて
みれば持ち直しの動きを続けている。住宅投資はこ
のところやや弱含んでいるが、設備投資には持ち直
しの動きがみられ、公共投資は底堅い動きとなって
いる。また、輸出は持ち直している。

埼玉県内の生産は、振れを伴いながらも、やや弱
含みで推移している。雇用・所得環境が改善するな
か、個人消費には、総じてみれば持ち直しの動きが
みられる。足元の住宅投資はやや弱含みで推移し
ているものの、設備投資は前年実績を上回っている。
公共投資は前年を下回っている。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。

 

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、2016年
4～6月期に一旦落ち込んだ後、同7～9月期に大き
く持ち直したが、続く同10～12月期、2017年1～3
月期には再び低下した。県内の生産は、振れを伴い
ながらも、やや弱含みで推移している。
業種別にみると、このところ食料品は緩やかに減
速している。2四半期連続で持ち直していた輸送機
械も、2017年1～3月期には回復の動きが一服した。
一方、2016年に落ち込んでいた医療用機械は、
2017年に入って持ち直しており、電子部品・デバイ
スやコンプレッサーは好調に推移している。
〈先行き〉　先行き、県内の生産は持ち直しに向か
うものの、そのテンポは緩やかなものにとどまるとみ
られる。

また、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2016年4～6月期以降、前年の水準を上回り、好調
に推移している。
雇用・所得環境が改善するなか、個人消費には、
総じてみれば持ち直しの動きがみられる。
〈先行き〉　引き続き、雇用・所得環境の改善が見
込まれることを受けて、先行きの個人消費について
も、緩やかに持ち直していくとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、堅調に
推移してきたが、2017年1～3月期には同▲0.1％
と、8四半期ぶりに前年を下回った。住宅投資は、や
や弱含みで推移している。
内訳をみると、持家は、2014年度に大幅に落ち
込んだ後、2015年に持ち直したものの、その後は
横ばい水準で推移している。貸家は、相続税対策な
どを背景に引き続き高い伸びが続いているものの、
住宅ローン金利の低下等を背景に、比較的堅調に
推移してきた分譲は、足元で落ち込んでいる。なか
でも、2017年1～3月期の分譲マンションは、前年比
▲51.5％と大きく減少した。

見通しになっている。2016年度下期に大きく落ち
込んだ製造業が同＋20.5％と大幅なプラスに転じ、
非製造業は、同＋16.1％と前年比二けたの伸びを
維持する見込みである。

埼玉県経済の先行き
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●埼玉県の公共工事請負金額（年度累計）の推移

資料：東日本建設業保証㈱「公共工事前払金保証統計」
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○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2017年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.18倍に達した。全国
の有効求人倍率1.48倍と比べると、その水準は低
いものの、県外での受理分を含めた、埼玉県内を就
業地とする求人数で算出した就業地別有効求人倍
率（季節調整値）は1.38倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2016年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋3.0％とプラスに転じた
のに続き、同年冬のボーナス支給総額も、同＋
3.9％と2年連続で前年を上回った。県内の所得環
境は、小幅ながら改善を続けている。

一方、足元のホームセンターの販売額は前年を
下回っているものの、家電量販店はほぼ前年並み
の水準からやや持ち直す動きをみせている。ドラッ
グストアは、以前ほどの勢いはないとはいえ、引き続
き前年を上回って推移しており、コンビニエンススト
アは、依然、好調を維持している。

〈先行き〉　足元の分譲マンションの落ち込みは、マ
ンション価格の値上がりによるところが大きい。建設
関連の労務費や資材価格が高止まりしており、当面、
マンション価格が大幅に低下することは見込みにく
いことから、分譲マンションの発売戸数は弱い動き
を続けよう。しかし、比較的手頃な価格帯の分譲戸
建の着工戸数や中古マンションの取引件数は、堅
調に推移しており、住宅への需要自体は底堅いもの
があると考えられる。
住宅ローン金利が引き続き低水準で推移すると

みられることもあり、総じてみれば住宅投資は前年
並み程度の水準を維持しよう。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2016年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比＋6.8％となり、県
内の設備投資は前年実績を上回った。製造業は同
▲13.8％と前年を下回ったものの、非製造業が同
＋21.9％と前年を大幅に上回った。
しかし、2016年度通期では、埼玉県内企業の設
備投資計画額（実績見込み）は、同▲2.1％とわず
かに前年実績を下回った。製造業が同▲20.2％と
大幅な減少となった影響が大きかった。
〈先行き〉　法人企業景気予測調査によると、埼玉
県内企業の2017年度上期の設備投資計画額（見
込み）は、前年比＋17.9％と、前年を大幅に上回る

●埼玉県経済の先行き
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●埼玉県の新設住宅着工戸数の推移

資料：国土交通省「住宅着工統計」
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●埼玉県のマンション発売戸数の推移

資料：㈱不動産経済研究所「首都圏のマンション市場動向」
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●埼玉県内企業の設備投資計画額

資料：関東財務局「法人企業景気予測調査」
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〈先行き〉　当財団が本年4月に実施した、人手不
足への対応に関するアンケート調査では、何らかの
形で人手不足の影響があると回答した県内企業の
割合が8割を超えた。県内企業の人手不足感は続
いており、雇用情勢は今後も改善を続けよう。
当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によると、
2017年度に正社員の賃上げを実施すると回答した
企業の割合は5年連続で増加し、非正社員の賃上
げを行う企業の割合も2年ぶりに前年を上回った。

㈱不動産経済研究所が発表している埼玉県のマ
ンション発売戸数についても、2016年7～9月期が
前年比▲13.6％、同10～12月期が同▲23.6％、
2017年1～3月期が同▲22.8％と、3期連続で大幅
に前年を下回っている。

〈先行き〉　埼玉県および県内市町村の2016年度
投資的経費と建設改良費の当初予算額の合計は、
さいたま新都心における県立小児医療センター新
病院の整備完了や、埼玉会館の大規模改修事業の
完了などを受けて、前年をわずかに下回っている。
先行きも、公共投資は、前年をやや下回る程度の水
準で推移するとみられる。

先行き、埼玉県経済は、引き続き緩やかに持ち直
していくとみられる。ただし、米国をはじめとする海
外経済の動向には、今後とも十分留意していく必要
がある。
県内の生産は持ち直しに向かうものの、そのテン

ポは緩やかなものにとどまろう。
引き続き、雇用・所得環境の改善が見込まれるこ

とを受けて、個人消費についても、緩やかに持ち直
していくとみられる。住宅投資については、住宅ロー
ン金利が引き続き低水準で推移するとみられること
もあり、総じてみれば住宅投資は前年並み程度の
水準を維持しよう。
設備投資については、非製造業が前年比二けた

の伸びを続けるなか、製造業もプラスに転じること
から、全体でも前年を大幅に上回る見込みである。
公共投資は、前年をやや下回る程度の水準で推移
するとみられる。 （井上博夫）
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○公共投資
〈現状〉　2016年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲6.8％と、2年連続で前年を下回った。
年度当初は、前年実績を上回る時期もあったが、夏
場以降は、終始、前年を下回って推移した。
発注者別では、都道府県（前年比＋19.6％）は前
年より増加したものの、独立行政法人等（同▲
23.8％）、国（同▲28.2％）、市町村（同▲15.5％）、
地方公社（同▲74.9％）が減少している。
2017年4～5月の累計の請負金額でも、同▲
6.5％となっており、足元の公共投資は、前年を下
回っている。

また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況調
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建設業者の動向

建設業の現状と課題

建設投資の動向

いる。2005年度はそれぞれ、22.6％、25.0％であり、
この10年間で土木工事では6.5ポイント、建築非住
宅では12.0ポイント増加している。
また、建設着工統計により2014～16年度の埼玉
県の、建築着工工事費予定額（非居住用）の用途
別内訳をみると、医療，福祉用24.5％、製造業用
14 .7％、運輸業用13 .4％、卸売業，小売業用
13.0％、教育，学習支援業用8.3％などとなってい
る。比較可能な2003～05年度と比較すると、医療，
福祉用、運輸業用がともに増加している。全国の内
訳と比べても、医療，福祉用、運輸業用の比率が高
くなっている。

県内の建設業については、今後とも一定の需要
が見込まれるが、一方で現場における監督者や、職
人などの不足が問題となっている。従業者の高齢
化も進んでおり、今後、高齢者の退職に伴い人手不
足の問題がさらに深刻化することも懸念されている。
国土交通省の資料によると、全国の建設業従業
者（2015年）は、55歳以上が33.8％、29歳以下が
10.8％となっており、今後の人手不足懸念に加え、
次世代への技術継承も大きな課題とされている。
県内の事業者では職人の養成を行うところや、
女性の技術者の採用を積極化するところなど、新た
な従業者の確保に力を入れているところもみられる。
　こうした人員確保の動きに加え、高齢者や女性な
ども働けるように体力的な負担を軽減する、機械化
や工法の高度化などによる就業環境の改善など、働
きやすい職場づくりが課題となっている。 （吉嶺暢嗣）

バブル崩壊後、建設投資は減少を続けてきたが、
ここ数年、景気の持ち直し、震災復興事業、東京五
輪関連などにより、公共、民間建設ともに増加に転
じている。一方で、建設業の事業者数、従業者数は
減少を続け、従業者の高齢化も進んでいる。このた
め、増加した仕事量に対して、人手が不足している
との声も聞かれる。
以下では、埼玉県における建設投資および、建設
業の動向についてみていく。

埼玉県の建設投資額をみると、1996年度3兆
948億円であったものが、2016年度には2兆115億
円と1兆833億円、35.0％の大きな減少となっている。
この間のボトムは2010年度の1兆7,453億円で
あった。2016年度は2010年度と比較すると、
2,662億円、15.3％の増加となっている。
同様に全国については、1996年度77兆2,697
億円、2016年度は51兆6,897億円で、25兆
5,800億円、33.1％の減少、ボトムとなった2011年
度の41兆5,606億円からは、10兆1,291億円、
24.4％の増加となっている。
この20年間の動きをみると、埼玉県では2010年

度、全国では2011年度まで減少傾向が続いた後、
増加に転じている。2013～15年度については、埼
玉県、全国ともにほぼ横ばいで推移したが、2016
年度については、埼玉県は前年度比8.2％の減少、
全国は1.4％の増加となった。

2016年度（2017年3月末）の埼玉県内の建設
業許可業者数は23,130業者である。県内の業者
数は1999年度の28,815業者がピークとなってお
り、以降2012年度まで減少傾向が続いた後、ほぼ
横ばいとなった。2016年度を1999年度と比較する
と、5,685業者、19.7％の減少となっている。
全国については、2016年度46万5,454業者で

あった。ピークは1999年度60万980業者で、埼玉
県と同様に2012年度まで減少傾向が続いた後、ほ
ぼ横ばいとなっている。2016年度を1999年度と比
較すると、13万5,526業者、22.6％の減少となって
おり、この間の減少幅は全国の方が多くなっている。
なお、経済センサス、事業所統計により、埼玉県内
の建設業の従業者数をみると、1999年191,034人
であったものが、2012年173,815人、2016年
165,795人と減少している。
埼玉県の建設投資額は2010年度に底打ちし、
増加に転じているが、業者数は横ばい、従業者数は

はじめに

減少が続いている。長期にわたる建設投資の減少
に伴い、事業者数、就業者数の減少が続いた後、建
設投資額が増加に転じた以降も業者数、従業者数
は増加していない。
このため、県内の建設業者においては、受注環境が
好転しているとみられる。当財団の実施している、企
業経営動向調査でも建設業は自社業況が良いとする
ところが多い。埼玉県の2016年度の建設投資額は前
年比減少となったが、東京の大手業者が埼玉県内で
の工事を手控えたため、県内業者の繁忙が続いてい
る面もあるようだ（東京都は2016年度10.2％増）。
価格面も好転している。建築着工統計をみると、
全建築物の1㎡あたり工事費予定額は2011年度
16.1万円であったものが、2016年度は18.8万円と
16.8％上昇している。

建設需要は東京五輪前にピークとなり減少すると
の見方もある。ただ、埼玉県では、人口増に伴い大
量に建設されたインフラの維持、修繕や、急速な高
齢化に伴う医療福祉施設、立地優位性による物流
施設などに対する需要は今後とも続くと見込まれる。
建設工事施工統計によると、県内業者の元請完
成工事高に占める、維持、修繕の割合は、2015年度、
土木工事では29.1％、建築非住宅は37.0％となって

査でも、2017年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（16.9％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.7％）を上回っている。
県内の所得環境についても、小幅ながら改善を
続ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、スーパーが昨年末にかけて若干盛り返したも
のの、百貨店の落ち込みが続いたこともあり、2017
年1～3月期まで、4四半期連続で前年を下回った。

2017年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、前期比年率＋1.0％と、5四半期連続でプラス成
長を記録した。景気は、一部に改善の遅れもみられ
るものの、緩やかな回復基調が続いている。
内訳をみると、足元の生産は持ち直している。雇

用・所得環境が改善するなかで、個人消費も総じて
みれば持ち直しの動きを続けている。住宅投資はこ
のところやや弱含んでいるが、設備投資には持ち直
しの動きがみられ、公共投資は底堅い動きとなって
いる。また、輸出は持ち直している。

埼玉県内の生産は、振れを伴いながらも、やや弱
含みで推移している。雇用・所得環境が改善するな
か、個人消費には、総じてみれば持ち直しの動きが
みられる。足元の住宅投資はやや弱含みで推移し
ているものの、設備投資は前年実績を上回っている。
公共投資は前年を下回っている。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。

 

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、2016年
4～6月期に一旦落ち込んだ後、同7～9月期に大き
く持ち直したが、続く同10～12月期、2017年1～3
月期には再び低下した。県内の生産は、振れを伴い
ながらも、やや弱含みで推移している。
業種別にみると、このところ食料品は緩やかに減
速している。2四半期連続で持ち直していた輸送機
械も、2017年1～3月期には回復の動きが一服した。
一方、2016年に落ち込んでいた医療用機械は、
2017年に入って持ち直しており、電子部品・デバイ
スやコンプレッサーは好調に推移している。
〈先行き〉　先行き、県内の生産は持ち直しに向か
うものの、そのテンポは緩やかなものにとどまるとみ
られる。

また、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2016年4～6月期以降、前年の水準を上回り、好調
に推移している。
雇用・所得環境が改善するなか、個人消費には、
総じてみれば持ち直しの動きがみられる。
〈先行き〉　引き続き、雇用・所得環境の改善が見
込まれることを受けて、先行きの個人消費について
も、緩やかに持ち直していくとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、堅調に
推移してきたが、2017年1～3月期には同▲0.1％
と、8四半期ぶりに前年を下回った。住宅投資は、や
や弱含みで推移している。
内訳をみると、持家は、2014年度に大幅に落ち
込んだ後、2015年に持ち直したものの、その後は
横ばい水準で推移している。貸家は、相続税対策な
どを背景に引き続き高い伸びが続いているものの、
住宅ローン金利の低下等を背景に、比較的堅調に
推移してきた分譲は、足元で落ち込んでいる。なか
でも、2017年1～3月期の分譲マンションは、前年比
▲51.5％と大きく減少した。

見通しになっている。2016年度下期に大きく落ち
込んだ製造業が同＋20.5％と大幅なプラスに転じ、
非製造業は、同＋16.1％と前年比二けたの伸びを
維持する見込みである。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2017年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.18倍に達した。全国
の有効求人倍率1.48倍と比べると、その水準は低
いものの、県外での受理分を含めた、埼玉県内を就
業地とする求人数で算出した就業地別有効求人倍
率（季節調整値）は1.38倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2016年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋3.0％とプラスに転じた
のに続き、同年冬のボーナス支給総額も、同＋
3.9％と2年連続で前年を上回った。県内の所得環
境は、小幅ながら改善を続けている。

一方、足元のホームセンターの販売額は前年を
下回っているものの、家電量販店はほぼ前年並み
の水準からやや持ち直す動きをみせている。ドラッ
グストアは、以前ほどの勢いはないとはいえ、引き続
き前年を上回って推移しており、コンビニエンススト
アは、依然、好調を維持している。

〈先行き〉　足元の分譲マンションの落ち込みは、マ
ンション価格の値上がりによるところが大きい。建設
関連の労務費や資材価格が高止まりしており、当面、
マンション価格が大幅に低下することは見込みにく
いことから、分譲マンションの発売戸数は弱い動き
を続けよう。しかし、比較的手頃な価格帯の分譲戸
建の着工戸数や中古マンションの取引件数は、堅
調に推移しており、住宅への需要自体は底堅いもの
があると考えられる。
住宅ローン金利が引き続き低水準で推移すると

みられることもあり、総じてみれば住宅投資は前年
並み程度の水準を維持しよう。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2016年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比＋6.8％となり、県
内の設備投資は前年実績を上回った。製造業は同
▲13.8％と前年を下回ったものの、非製造業が同
＋21.9％と前年を大幅に上回った。
しかし、2016年度通期では、埼玉県内企業の設
備投資計画額（実績見込み）は、同▲2.1％とわず
かに前年実績を下回った。製造業が同▲20.2％と
大幅な減少となった影響が大きかった。
〈先行き〉　法人企業景気予測調査によると、埼玉
県内企業の2017年度上期の設備投資計画額（見
込み）は、前年比＋17.9％と、前年を大幅に上回る

〈先行き〉　当財団が本年4月に実施した、人手不
足への対応に関するアンケート調査では、何らかの
形で人手不足の影響があると回答した県内企業の
割合が8割を超えた。県内企業の人手不足感は続
いており、雇用情勢は今後も改善を続けよう。
当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によると、
2017年度に正社員の賃上げを実施すると回答した
企業の割合は5年連続で増加し、非正社員の賃上
げを行う企業の割合も2年ぶりに前年を上回った。

㈱不動産経済研究所が発表している埼玉県のマ
ンション発売戸数についても、2016年7～9月期が
前年比▲13.6％、同10～12月期が同▲23.6％、
2017年1～3月期が同▲22.8％と、3期連続で大幅
に前年を下回っている。

〈先行き〉　埼玉県および県内市町村の2016年度
投資的経費と建設改良費の当初予算額の合計は、
さいたま新都心における県立小児医療センター新
病院の整備完了や、埼玉会館の大規模改修事業の
完了などを受けて、前年をわずかに下回っている。
先行きも、公共投資は、前年をやや下回る程度の水
準で推移するとみられる。

先行き、埼玉県経済は、引き続き緩やかに持ち直
していくとみられる。ただし、米国をはじめとする海
外経済の動向には、今後とも十分留意していく必要
がある。
県内の生産は持ち直しに向かうものの、そのテン

ポは緩やかなものにとどまろう。
引き続き、雇用・所得環境の改善が見込まれるこ

とを受けて、個人消費についても、緩やかに持ち直
していくとみられる。住宅投資については、住宅ロー
ン金利が引き続き低水準で推移するとみられること
もあり、総じてみれば住宅投資は前年並み程度の
水準を維持しよう。
設備投資については、非製造業が前年比二けた

の伸びを続けるなか、製造業もプラスに転じること
から、全体でも前年を大幅に上回る見込みである。
公共投資は、前年をやや下回る程度の水準で推移
するとみられる。 （井上博夫）

○公共投資
〈現状〉　2016年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲6.8％と、2年連続で前年を下回った。
年度当初は、前年実績を上回る時期もあったが、夏
場以降は、終始、前年を下回って推移した。
発注者別では、都道府県（前年比＋19.6％）は前
年より増加したものの、独立行政法人等（同▲
23.8％）、国（同▲28.2％）、市町村（同▲15.5％）、
地方公社（同▲74.9％）が減少している。
2017年4～5月の累計の請負金額でも、同▲
6.5％となっており、足元の公共投資は、前年を下
回っている。

また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況調

埼玉県における建設業の動向

●建築着工工事費予定額用途別構成比
埼玉県

2003～05年度 2014～16年度
全国

2003～05年度 2014～16年度
医療，福祉用
製造業用
運輸業用
卸売業，小売業用
教育，学習支援業用
その他
非居住用計

19.3
14.7
7.5
18.3
11.8
28.5
100.0

24.5
14.7
13.4
13.0
8.3
26.1
100.0

18.5
15.4
4.0
13.6
12.1
36.4
100.0

18.5
14.8
7.2
12.4
11.7
35.3
100.0

単位：％

資料：国土交通省「建築着工統計調査」

●建設業許可業者数の推移

（年度）
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●建設投資額の推移

（年度）
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調査②

Research

建設業者の動向

建設業の現状と課題

建設投資の動向

いる。2005年度はそれぞれ、22.6％、25.0％であり、
この10年間で土木工事では6.5ポイント、建築非住
宅では12.0ポイント増加している。
また、建設着工統計により2014～16年度の埼玉
県の、建築着工工事費予定額（非居住用）の用途
別内訳をみると、医療，福祉用24.5％、製造業用
14 .7％、運輸業用13 .4％、卸売業，小売業用
13.0％、教育，学習支援業用8.3％などとなってい
る。比較可能な2003～05年度と比較すると、医療，
福祉用、運輸業用がともに増加している。全国の内
訳と比べても、医療，福祉用、運輸業用の比率が高
くなっている。

県内の建設業については、今後とも一定の需要
が見込まれるが、一方で現場における監督者や、職
人などの不足が問題となっている。従業者の高齢
化も進んでおり、今後、高齢者の退職に伴い人手不
足の問題がさらに深刻化することも懸念されている。
国土交通省の資料によると、全国の建設業従業
者（2015年）は、55歳以上が33.8％、29歳以下が
10.8％となっており、今後の人手不足懸念に加え、
次世代への技術継承も大きな課題とされている。
県内の事業者では職人の養成を行うところや、
女性の技術者の採用を積極化するところなど、新た
な従業者の確保に力を入れているところもみられる。
　こうした人員確保の動きに加え、高齢者や女性な
ども働けるように体力的な負担を軽減する、機械化
や工法の高度化などによる就業環境の改善など、働
きやすい職場づくりが課題となっている。 （吉嶺暢嗣）

バブル崩壊後、建設投資は減少を続けてきたが、
ここ数年、景気の持ち直し、震災復興事業、東京五
輪関連などにより、公共、民間建設ともに増加に転
じている。一方で、建設業の事業者数、従業者数は
減少を続け、従業者の高齢化も進んでいる。このた
め、増加した仕事量に対して、人手が不足している
との声も聞かれる。
以下では、埼玉県における建設投資および、建設
業の動向についてみていく。

埼玉県の建設投資額をみると、1996年度3兆
948億円であったものが、2016年度には2兆115億
円と1兆833億円、35.0％の大きな減少となっている。
この間のボトムは2010年度の1兆7,453億円で
あった。2016年度は2010年度と比較すると、
2,662億円、15.3％の増加となっている。
同様に全国については、1996年度77兆2,697
億円、2016年度は51兆6,897億円で、25兆
5,800億円、33.1％の減少、ボトムとなった2011年
度の41兆5,606億円からは、10兆1,291億円、
24.4％の増加となっている。
この20年間の動きをみると、埼玉県では2010年

度、全国では2011年度まで減少傾向が続いた後、
増加に転じている。2013～15年度については、埼
玉県、全国ともにほぼ横ばいで推移したが、2016
年度については、埼玉県は前年度比8.2％の減少、
全国は1.4％の増加となった。

2016年度（2017年3月末）の埼玉県内の建設
業許可業者数は23,130業者である。県内の業者
数は1999年度の28,815業者がピークとなってお
り、以降2012年度まで減少傾向が続いた後、ほぼ
横ばいとなった。2016年度を1999年度と比較する
と、5,685業者、19.7％の減少となっている。
全国については、2016年度46万5,454業者で

あった。ピークは1999年度60万980業者で、埼玉
県と同様に2012年度まで減少傾向が続いた後、ほ
ぼ横ばいとなっている。2016年度を1999年度と比
較すると、13万5,526業者、22.6％の減少となって
おり、この間の減少幅は全国の方が多くなっている。
なお、経済センサス、事業所統計により、埼玉県内
の建設業の従業者数をみると、1999年191,034人
であったものが、2012年173,815人、2016年
165,795人と減少している。
埼玉県の建設投資額は2010年度に底打ちし、
増加に転じているが、業者数は横ばい、従業者数は

はじめに

減少が続いている。長期にわたる建設投資の減少
に伴い、事業者数、就業者数の減少が続いた後、建
設投資額が増加に転じた以降も業者数、従業者数
は増加していない。
このため、県内の建設業者においては、受注環境が
好転しているとみられる。当財団の実施している、企
業経営動向調査でも建設業は自社業況が良いとする
ところが多い。埼玉県の2016年度の建設投資額は前
年比減少となったが、東京の大手業者が埼玉県内で
の工事を手控えたため、県内業者の繁忙が続いてい
る面もあるようだ（東京都は2016年度10.2％増）。
価格面も好転している。建築着工統計をみると、
全建築物の1㎡あたり工事費予定額は2011年度
16.1万円であったものが、2016年度は18.8万円と
16.8％上昇している。

建設需要は東京五輪前にピークとなり減少すると
の見方もある。ただ、埼玉県では、人口増に伴い大
量に建設されたインフラの維持、修繕や、急速な高
齢化に伴う医療福祉施設、立地優位性による物流
施設などに対する需要は今後とも続くと見込まれる。
建設工事施工統計によると、県内業者の元請完
成工事高に占める、維持、修繕の割合は、2015年度、
土木工事では29.1％、建築非住宅は37.0％となって

査でも、2017年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（16.9％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.7％）を上回っている。
県内の所得環境についても、小幅ながら改善を
続ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、スーパーが昨年末にかけて若干盛り返したも
のの、百貨店の落ち込みが続いたこともあり、2017
年1～3月期まで、4四半期連続で前年を下回った。

2017年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、前期比年率＋1.0％と、5四半期連続でプラス成
長を記録した。景気は、一部に改善の遅れもみられ
るものの、緩やかな回復基調が続いている。
内訳をみると、足元の生産は持ち直している。雇

用・所得環境が改善するなかで、個人消費も総じて
みれば持ち直しの動きを続けている。住宅投資はこ
のところやや弱含んでいるが、設備投資には持ち直
しの動きがみられ、公共投資は底堅い動きとなって
いる。また、輸出は持ち直している。

埼玉県内の生産は、振れを伴いながらも、やや弱
含みで推移している。雇用・所得環境が改善するな
か、個人消費には、総じてみれば持ち直しの動きが
みられる。足元の住宅投資はやや弱含みで推移し
ているものの、設備投資は前年実績を上回っている。
公共投資は前年を下回っている。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。

 

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、2016年
4～6月期に一旦落ち込んだ後、同7～9月期に大き
く持ち直したが、続く同10～12月期、2017年1～3
月期には再び低下した。県内の生産は、振れを伴い
ながらも、やや弱含みで推移している。
業種別にみると、このところ食料品は緩やかに減
速している。2四半期連続で持ち直していた輸送機
械も、2017年1～3月期には回復の動きが一服した。
一方、2016年に落ち込んでいた医療用機械は、
2017年に入って持ち直しており、電子部品・デバイ
スやコンプレッサーは好調に推移している。
〈先行き〉　先行き、県内の生産は持ち直しに向か
うものの、そのテンポは緩やかなものにとどまるとみ
られる。

また、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2016年4～6月期以降、前年の水準を上回り、好調
に推移している。
雇用・所得環境が改善するなか、個人消費には、
総じてみれば持ち直しの動きがみられる。
〈先行き〉　引き続き、雇用・所得環境の改善が見
込まれることを受けて、先行きの個人消費について
も、緩やかに持ち直していくとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、堅調に
推移してきたが、2017年1～3月期には同▲0.1％
と、8四半期ぶりに前年を下回った。住宅投資は、や
や弱含みで推移している。
内訳をみると、持家は、2014年度に大幅に落ち
込んだ後、2015年に持ち直したものの、その後は
横ばい水準で推移している。貸家は、相続税対策な
どを背景に引き続き高い伸びが続いているものの、
住宅ローン金利の低下等を背景に、比較的堅調に
推移してきた分譲は、足元で落ち込んでいる。なか
でも、2017年1～3月期の分譲マンションは、前年比
▲51.5％と大きく減少した。

見通しになっている。2016年度下期に大きく落ち
込んだ製造業が同＋20.5％と大幅なプラスに転じ、
非製造業は、同＋16.1％と前年比二けたの伸びを
維持する見込みである。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2017年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.18倍に達した。全国
の有効求人倍率1.48倍と比べると、その水準は低
いものの、県外での受理分を含めた、埼玉県内を就
業地とする求人数で算出した就業地別有効求人倍
率（季節調整値）は1.38倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2016年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋3.0％とプラスに転じた
のに続き、同年冬のボーナス支給総額も、同＋
3.9％と2年連続で前年を上回った。県内の所得環
境は、小幅ながら改善を続けている。

一方、足元のホームセンターの販売額は前年を
下回っているものの、家電量販店はほぼ前年並み
の水準からやや持ち直す動きをみせている。ドラッ
グストアは、以前ほどの勢いはないとはいえ、引き続
き前年を上回って推移しており、コンビニエンススト
アは、依然、好調を維持している。

〈先行き〉　足元の分譲マンションの落ち込みは、マ
ンション価格の値上がりによるところが大きい。建設
関連の労務費や資材価格が高止まりしており、当面、
マンション価格が大幅に低下することは見込みにく
いことから、分譲マンションの発売戸数は弱い動き
を続けよう。しかし、比較的手頃な価格帯の分譲戸
建の着工戸数や中古マンションの取引件数は、堅
調に推移しており、住宅への需要自体は底堅いもの
があると考えられる。
住宅ローン金利が引き続き低水準で推移すると

みられることもあり、総じてみれば住宅投資は前年
並み程度の水準を維持しよう。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2016年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比＋6.8％となり、県
内の設備投資は前年実績を上回った。製造業は同
▲13.8％と前年を下回ったものの、非製造業が同
＋21.9％と前年を大幅に上回った。
しかし、2016年度通期では、埼玉県内企業の設
備投資計画額（実績見込み）は、同▲2.1％とわず
かに前年実績を下回った。製造業が同▲20.2％と
大幅な減少となった影響が大きかった。
〈先行き〉　法人企業景気予測調査によると、埼玉
県内企業の2017年度上期の設備投資計画額（見
込み）は、前年比＋17.9％と、前年を大幅に上回る

〈先行き〉　当財団が本年4月に実施した、人手不
足への対応に関するアンケート調査では、何らかの
形で人手不足の影響があると回答した県内企業の
割合が8割を超えた。県内企業の人手不足感は続
いており、雇用情勢は今後も改善を続けよう。
当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によると、
2017年度に正社員の賃上げを実施すると回答した
企業の割合は5年連続で増加し、非正社員の賃上
げを行う企業の割合も2年ぶりに前年を上回った。

㈱不動産経済研究所が発表している埼玉県のマ
ンション発売戸数についても、2016年7～9月期が
前年比▲13.6％、同10～12月期が同▲23.6％、
2017年1～3月期が同▲22.8％と、3期連続で大幅
に前年を下回っている。

〈先行き〉　埼玉県および県内市町村の2016年度
投資的経費と建設改良費の当初予算額の合計は、
さいたま新都心における県立小児医療センター新
病院の整備完了や、埼玉会館の大規模改修事業の
完了などを受けて、前年をわずかに下回っている。
先行きも、公共投資は、前年をやや下回る程度の水
準で推移するとみられる。

先行き、埼玉県経済は、引き続き緩やかに持ち直
していくとみられる。ただし、米国をはじめとする海
外経済の動向には、今後とも十分留意していく必要
がある。
県内の生産は持ち直しに向かうものの、そのテン

ポは緩やかなものにとどまろう。
引き続き、雇用・所得環境の改善が見込まれるこ

とを受けて、個人消費についても、緩やかに持ち直
していくとみられる。住宅投資については、住宅ロー
ン金利が引き続き低水準で推移するとみられること
もあり、総じてみれば住宅投資は前年並み程度の
水準を維持しよう。
設備投資については、非製造業が前年比二けた

の伸びを続けるなか、製造業もプラスに転じること
から、全体でも前年を大幅に上回る見込みである。
公共投資は、前年をやや下回る程度の水準で推移
するとみられる。 （井上博夫）

○公共投資
〈現状〉　2016年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲6.8％と、2年連続で前年を下回った。
年度当初は、前年実績を上回る時期もあったが、夏
場以降は、終始、前年を下回って推移した。
発注者別では、都道府県（前年比＋19.6％）は前
年より増加したものの、独立行政法人等（同▲
23.8％）、国（同▲28.2％）、市町村（同▲15.5％）、
地方公社（同▲74.9％）が減少している。
2017年4～5月の累計の請負金額でも、同▲
6.5％となっており、足元の公共投資は、前年を下
回っている。

また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況調

埼玉県における建設業の動向

●建築着工工事費予定額用途別構成比
埼玉県

2003～05年度 2014～16年度
全国

2003～05年度 2014～16年度
医療，福祉用
製造業用
運輸業用
卸売業，小売業用
教育，学習支援業用
その他
非居住用計

19.3
14.7
7.5
18.3
11.8
28.5
100.0

24.5
14.7
13.4
13.0
8.3
26.1
100.0

18.5
15.4
4.0
13.6
12.1
36.4
100.0

18.5
14.8
7.2
12.4
11.7
35.3
100.0

単位：％

資料：国土交通省「建築着工統計調査」

●建設業許可業者数の推移

（年度）

22

23

24

25

26

27

28

29

30

161514131211100908070605040302010099989796
450

470

490

510

530

550

570

590

610

161514131211100908070605040302010099989796
資料：国土交通省「建設業許可業者数調査」

（千業者） （千業者）埼玉県(左目盛） 全国（右目盛）

●建設投資額の推移

（年度）
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県内企業に対して、人手不足への対応に関する
アンケート調査を実施した。

人手不足の影響
人手不足の影響については、「大きな影響がある」

としたところが25.8％、「ある程度影響がある」が
55.0％、「影響はない」が19.2％となった。約1/4の企
業で「大きな影響がある」とし、「ある程度影響があ
る」と合わせると80.8％と8割以上の企業で影響があ
るとしている。
業種別にみると、製造業では「大きな影響がある」
21.5％、「ある程度影響がある」51.9％、「影響はな
い」26.6％、非製造業では「大きな影響がある」28.0％、
「ある程度影響がある」56.7％、「影響はない」15.3％
と、非製造業で影響があるとするところが多い。

業種別にみると、「新規の採用が難しい」は製造業
81.0％、非製造業73.2％、「現場などで人手が足りず、
事業に支障が出ている」は製造業50.0％、非製造業
59.8％、「賃金が上昇している」は製造業17.2％、非
製造業29.9％と、「賃金が上昇している」で非製造業
が製造業より多いのが目立っている。

規から正社員への転換」9.6％、「人件費の上昇に合
わせた価格の引き上げ」0.9％となった。
人手不足への対応としては、正社員、人材派遣、パー

ト・アルバイトなど人手の確保で対応するところが多く、
「省力化、効率化などの投資」は少なく、「人件費の上
昇に合わせた価格の引き上げ」は1％に満たなかった。
業種別にみると、「主に正社員の採用」、「人材派遣

や外注の活用」が製造業で非製造業に比べ多く、「給
与など待遇や職場環境の改善」、「人員に合わせた事
業の見直し」が非製造業で製造業に比べ多かった。

雇用に関する課題
雇用に関する課題については（複数回答）、「人材・
人員の確保」が最も多く68.0％、次いで「人材育成、
教育」46.5％、「従業員の高齢化」38.2％、「従業員
の定着」26.3％、「人件費の上昇・高止まり」11.4％と
なった。「人材・人員の確保」、「人材育成、教育」をあ
げる企業が多く、「人件費の上昇・高止まり」は比較的
少なかった。
業種別では、「人材・人員の確保」が非製造業で製
造業に比べ多く、「人材育成、教育」が製造業で非製
造業に比べ多かった。なお、「人件費の上昇・高止ま
り」は製造業、非製造業とも同じ11.4％で業種による
差はみられなかった。

人材確保・定着のために重視すること
人材確保・定着のために重視することとしては（複
数回答）、「社内コミュニケーションを活性化させる」が
最も多く42.0％となった。次いで、「評価を賃金や職位
へ反映させる」41.1％、「人事評価の適正性を確保す
る」37.1％、「教育や研修を充実させる」35.7％、「や
りがいのある仕事を持たせる」33.5％、「賃金を上げ
る」31.3％、「残業等所定外労働時間の削減に努め
る」27.2％、「職種など本人の希望を考慮する」
22.8％、「相談やカウンセリング機能を充実させる」
4.0％となった。
「社内コミュニケーションを活性化させる」が最も多
く、働きやすい職場環境づくりを重視する企業が多い
ようだ。
業種別にみると、「評価を賃金や職位へ反映させ

る」、「人事評価の適正性を確保する」が製造業で非
製造業に比べ多く、「社内コミュニケーションを活性化
させる」、「教育や研修を充実させる」が非製造業で
製造業に比べ多かった。 （吉嶺暢嗣）

2017年4月中旬実施。対象企業数979社、
回答企業数229社、回答率23.4%

アンケート調査

埼玉県内企業の人手不足への 対応状況  

●人手不足への対応
全産業 製造業 非製造業

主に正社員の採用

人材派遣や外注の活用

主にパート・アルバイトの採用

給与など待遇や職場環境の改善

人員に合わせた事業の見直し

省力化、効率化などの投資

非正規から正社員への転換

人件費の上昇に合わせた価格の引き上げ

54.8

36.8

35.1

19.7

13.6

12.3

9.6

0.9

60.8

46.8

31.6

12.7

6.3

16.5

10.1

1.3

51.7

31.5

36.9

23.5

17.4

10.1

9.4

0.7

単位：％

●人材確保・定着のために重視すること
全産業 製造業 非製造業

社内コミュニケーションを活性化させる

評価を賃金や職位へ反映させる

人事評価の適正性を確保する

教育や研修を充実させる

やりがいのある仕事を持たせる

賃金を上げる

残業等所定外労働時間の削減に努める

職種など本人の希望を考慮する

相談やカウンセリング機能を充実させる

42.0

41.1

37.1

35.7

33.5

31.3

27.2

22.8

4.0

31.2

45.5

42.9

19.5

39.0

37.7

26.0

23.4

3.9

47.6

38.8

34.0

44.2

30.6

27.9

27.9

22.4

4.1

単位：％

査でも、2017年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（16.9％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.7％）を上回っている。
県内の所得環境についても、小幅ながら改善を
続ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、スーパーが昨年末にかけて若干盛り返したも
のの、百貨店の落ち込みが続いたこともあり、2017
年1～3月期まで、4四半期連続で前年を下回った。

2017年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、前期比年率＋1.0％と、5四半期連続でプラス成
長を記録した。景気は、一部に改善の遅れもみられ
るものの、緩やかな回復基調が続いている。
内訳をみると、足元の生産は持ち直している。雇

用・所得環境が改善するなかで、個人消費も総じて
みれば持ち直しの動きを続けている。住宅投資はこ
のところやや弱含んでいるが、設備投資には持ち直
しの動きがみられ、公共投資は底堅い動きとなって
いる。また、輸出は持ち直している。

埼玉県内の生産は、振れを伴いながらも、やや弱
含みで推移している。雇用・所得環境が改善するな
か、個人消費には、総じてみれば持ち直しの動きが
みられる。足元の住宅投資はやや弱含みで推移し
ているものの、設備投資は前年実績を上回っている。
公共投資は前年を下回っている。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。

 

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、2016年
4～6月期に一旦落ち込んだ後、同7～9月期に大き
く持ち直したが、続く同10～12月期、2017年1～3
月期には再び低下した。県内の生産は、振れを伴い
ながらも、やや弱含みで推移している。
業種別にみると、このところ食料品は緩やかに減
速している。2四半期連続で持ち直していた輸送機
械も、2017年1～3月期には回復の動きが一服した。
一方、2016年に落ち込んでいた医療用機械は、
2017年に入って持ち直しており、電子部品・デバイ
スやコンプレッサーは好調に推移している。
〈先行き〉　先行き、県内の生産は持ち直しに向か
うものの、そのテンポは緩やかなものにとどまるとみ
られる。

また、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2016年4～6月期以降、前年の水準を上回り、好調
に推移している。
雇用・所得環境が改善するなか、個人消費には、
総じてみれば持ち直しの動きがみられる。
〈先行き〉　引き続き、雇用・所得環境の改善が見
込まれることを受けて、先行きの個人消費について
も、緩やかに持ち直していくとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、堅調に
推移してきたが、2017年1～3月期には同▲0.1％
と、8四半期ぶりに前年を下回った。住宅投資は、や
や弱含みで推移している。
内訳をみると、持家は、2014年度に大幅に落ち
込んだ後、2015年に持ち直したものの、その後は
横ばい水準で推移している。貸家は、相続税対策な
どを背景に引き続き高い伸びが続いているものの、
住宅ローン金利の低下等を背景に、比較的堅調に
推移してきた分譲は、足元で落ち込んでいる。なか
でも、2017年1～3月期の分譲マンションは、前年比
▲51.5％と大きく減少した。

見通しになっている。2016年度下期に大きく落ち
込んだ製造業が同＋20.5％と大幅なプラスに転じ、
非製造業は、同＋16.1％と前年比二けたの伸びを
維持する見込みである。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2017年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.18倍に達した。全国
の有効求人倍率1.48倍と比べると、その水準は低
いものの、県外での受理分を含めた、埼玉県内を就
業地とする求人数で算出した就業地別有効求人倍
率（季節調整値）は1.38倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2016年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋3.0％とプラスに転じた
のに続き、同年冬のボーナス支給総額も、同＋
3.9％と2年連続で前年を上回った。県内の所得環
境は、小幅ながら改善を続けている。

一方、足元のホームセンターの販売額は前年を
下回っているものの、家電量販店はほぼ前年並み
の水準からやや持ち直す動きをみせている。ドラッ
グストアは、以前ほどの勢いはないとはいえ、引き続
き前年を上回って推移しており、コンビニエンススト
アは、依然、好調を維持している。

〈先行き〉　足元の分譲マンションの落ち込みは、マ
ンション価格の値上がりによるところが大きい。建設
関連の労務費や資材価格が高止まりしており、当面、
マンション価格が大幅に低下することは見込みにく
いことから、分譲マンションの発売戸数は弱い動き
を続けよう。しかし、比較的手頃な価格帯の分譲戸
建の着工戸数や中古マンションの取引件数は、堅
調に推移しており、住宅への需要自体は底堅いもの
があると考えられる。
住宅ローン金利が引き続き低水準で推移すると

みられることもあり、総じてみれば住宅投資は前年
並み程度の水準を維持しよう。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2016年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比＋6.8％となり、県
内の設備投資は前年実績を上回った。製造業は同
▲13.8％と前年を下回ったものの、非製造業が同
＋21.9％と前年を大幅に上回った。
しかし、2016年度通期では、埼玉県内企業の設
備投資計画額（実績見込み）は、同▲2.1％とわず
かに前年実績を下回った。製造業が同▲20.2％と
大幅な減少となった影響が大きかった。
〈先行き〉　法人企業景気予測調査によると、埼玉
県内企業の2017年度上期の設備投資計画額（見
込み）は、前年比＋17.9％と、前年を大幅に上回る

〈先行き〉　当財団が本年4月に実施した、人手不
足への対応に関するアンケート調査では、何らかの
形で人手不足の影響があると回答した県内企業の
割合が8割を超えた。県内企業の人手不足感は続
いており、雇用情勢は今後も改善を続けよう。
当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によると、
2017年度に正社員の賃上げを実施すると回答した
企業の割合は5年連続で増加し、非正社員の賃上
げを行う企業の割合も2年ぶりに前年を上回った。

㈱不動産経済研究所が発表している埼玉県のマ
ンション発売戸数についても、2016年7～9月期が
前年比▲13.6％、同10～12月期が同▲23.6％、
2017年1～3月期が同▲22.8％と、3期連続で大幅
に前年を下回っている。

〈先行き〉　埼玉県および県内市町村の2016年度
投資的経費と建設改良費の当初予算額の合計は、
さいたま新都心における県立小児医療センター新
病院の整備完了や、埼玉会館の大規模改修事業の
完了などを受けて、前年をわずかに下回っている。
先行きも、公共投資は、前年をやや下回る程度の水
準で推移するとみられる。

先行き、埼玉県経済は、引き続き緩やかに持ち直
していくとみられる。ただし、米国をはじめとする海
外経済の動向には、今後とも十分留意していく必要
がある。
県内の生産は持ち直しに向かうものの、そのテン

ポは緩やかなものにとどまろう。
引き続き、雇用・所得環境の改善が見込まれるこ

とを受けて、個人消費についても、緩やかに持ち直
していくとみられる。住宅投資については、住宅ロー
ン金利が引き続き低水準で推移するとみられること
もあり、総じてみれば住宅投資は前年並み程度の
水準を維持しよう。
設備投資については、非製造業が前年比二けた

の伸びを続けるなか、製造業もプラスに転じること
から、全体でも前年を大幅に上回る見込みである。
公共投資は、前年をやや下回る程度の水準で推移
するとみられる。 （井上博夫）

○公共投資
〈現状〉　2016年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲6.8％と、2年連続で前年を下回った。
年度当初は、前年実績を上回る時期もあったが、夏
場以降は、終始、前年を下回って推移した。
発注者別では、都道府県（前年比＋19.6％）は前
年より増加したものの、独立行政法人等（同▲
23.8％）、国（同▲28.2％）、市町村（同▲15.5％）、
地方公社（同▲74.9％）が減少している。
2017年4～5月の累計の請負金額でも、同▲
6.5％となっており、足元の公共投資は、前年を下
回っている。

また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況調

影響の内容
人手不足について、どのような影響があるのかを聞

いたところ（複数回答）、「新規の採用が難しい」とす
るところが75.7％、「現場などで人手が足りず、事業に
支障が出ている」が56.8％、「賃金が上昇している」
が25.9％となった。採用が難しくなったとするところが
多く、事業に支障が出ているとするところも、半数以上
となった。

●人手不足の影響

0 20 40 60 80 100

非製造業

製造業

全産業

(%)

25.8 55.0 19.2

21.5 51.9 26.6

28.0 56.7 15.3

人手不足への対応
人手が不足となった場合の対応としては（複数回
答）、「主に正社員の採用」が最も多く54.8％、次いで
「人材派遣や外注の活用」36.8％、「主にパート・アル
バイトの採用」35.1％、「給与など待遇や職場環境の
改善」19.7％、「人員に合わせた事業の見直し」
13.6％、「省力化、効率化などの投資」12.3％、「非正
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県内企業に対して、人手不足への対応に関する
アンケート調査を実施した。

人手不足の影響
人手不足の影響については、「大きな影響がある」

としたところが25.8％、「ある程度影響がある」が
55.0％、「影響はない」が19.2％となった。約1/4の企
業で「大きな影響がある」とし、「ある程度影響があ
る」と合わせると80.8％と8割以上の企業で影響があ
るとしている。
業種別にみると、製造業では「大きな影響がある」
21.5％、「ある程度影響がある」51.9％、「影響はな
い」26.6％、非製造業では「大きな影響がある」28.0％、
「ある程度影響がある」56.7％、「影響はない」15.3％
と、非製造業で影響があるとするところが多い。

業種別にみると、「新規の採用が難しい」は製造業
81.0％、非製造業73.2％、「現場などで人手が足りず、
事業に支障が出ている」は製造業50.0％、非製造業
59.8％、「賃金が上昇している」は製造業17.2％、非
製造業29.9％と、「賃金が上昇している」で非製造業
が製造業より多いのが目立っている。

規から正社員への転換」9.6％、「人件費の上昇に合
わせた価格の引き上げ」0.9％となった。
人手不足への対応としては、正社員、人材派遣、パー

ト・アルバイトなど人手の確保で対応するところが多く、
「省力化、効率化などの投資」は少なく、「人件費の上
昇に合わせた価格の引き上げ」は1％に満たなかった。
業種別にみると、「主に正社員の採用」、「人材派遣

や外注の活用」が製造業で非製造業に比べ多く、「給
与など待遇や職場環境の改善」、「人員に合わせた事
業の見直し」が非製造業で製造業に比べ多かった。

雇用に関する課題
雇用に関する課題については（複数回答）、「人材・
人員の確保」が最も多く68.0％、次いで「人材育成、
教育」46.5％、「従業員の高齢化」38.2％、「従業員
の定着」26.3％、「人件費の上昇・高止まり」11.4％と
なった。「人材・人員の確保」、「人材育成、教育」をあ
げる企業が多く、「人件費の上昇・高止まり」は比較的
少なかった。
業種別では、「人材・人員の確保」が非製造業で製
造業に比べ多く、「人材育成、教育」が製造業で非製
造業に比べ多かった。なお、「人件費の上昇・高止ま
り」は製造業、非製造業とも同じ11.4％で業種による
差はみられなかった。

人材確保・定着のために重視すること
人材確保・定着のために重視することとしては（複
数回答）、「社内コミュニケーションを活性化させる」が
最も多く42.0％となった。次いで、「評価を賃金や職位
へ反映させる」41.1％、「人事評価の適正性を確保す
る」37.1％、「教育や研修を充実させる」35.7％、「や
りがいのある仕事を持たせる」33.5％、「賃金を上げ
る」31.3％、「残業等所定外労働時間の削減に努め
る」27.2％、「職種など本人の希望を考慮する」
22.8％、「相談やカウンセリング機能を充実させる」
4.0％となった。
「社内コミュニケーションを活性化させる」が最も多
く、働きやすい職場環境づくりを重視する企業が多い
ようだ。
業種別にみると、「評価を賃金や職位へ反映させ

る」、「人事評価の適正性を確保する」が製造業で非
製造業に比べ多く、「社内コミュニケーションを活性化
させる」、「教育や研修を充実させる」が非製造業で
製造業に比べ多かった。 （吉嶺暢嗣）

2017年4月中旬実施。対象企業数979社、
回答企業数229社、回答率23.4%

アンケート調査

埼玉県内企業の人手不足への 対応状況  

●人手不足への対応
全産業 製造業 非製造業
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給与など待遇や職場環境の改善

人員に合わせた事業の見直し

省力化、効率化などの投資
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●人材確保・定着のために重視すること
全産業 製造業 非製造業

社内コミュニケーションを活性化させる

評価を賃金や職位へ反映させる

人事評価の適正性を確保する
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やりがいのある仕事を持たせる

賃金を上げる
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職種など本人の希望を考慮する

相談やカウンセリング機能を充実させる
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査でも、2017年夏のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（16.9％）は、「減
少する」とした企業の割合（9.7％）を上回っている。
県内の所得環境についても、小幅ながら改善を
続ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、スーパーが昨年末にかけて若干盛り返したも
のの、百貨店の落ち込みが続いたこともあり、2017
年1～3月期まで、4四半期連続で前年を下回った。

2017年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、前期比年率＋1.0％と、5四半期連続でプラス成
長を記録した。景気は、一部に改善の遅れもみられ
るものの、緩やかな回復基調が続いている。
内訳をみると、足元の生産は持ち直している。雇

用・所得環境が改善するなかで、個人消費も総じて
みれば持ち直しの動きを続けている。住宅投資はこ
のところやや弱含んでいるが、設備投資には持ち直
しの動きがみられ、公共投資は底堅い動きとなって
いる。また、輸出は持ち直している。

埼玉県内の生産は、振れを伴いながらも、やや弱
含みで推移している。雇用・所得環境が改善するな
か、個人消費には、総じてみれば持ち直しの動きが
みられる。足元の住宅投資はやや弱含みで推移し
ているものの、設備投資は前年実績を上回っている。
公共投資は前年を下回っている。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。

 

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、2016年
4～6月期に一旦落ち込んだ後、同7～9月期に大き
く持ち直したが、続く同10～12月期、2017年1～3
月期には再び低下した。県内の生産は、振れを伴い
ながらも、やや弱含みで推移している。
業種別にみると、このところ食料品は緩やかに減
速している。2四半期連続で持ち直していた輸送機
械も、2017年1～3月期には回復の動きが一服した。
一方、2016年に落ち込んでいた医療用機械は、
2017年に入って持ち直しており、電子部品・デバイ
スやコンプレッサーは好調に推移している。
〈先行き〉　先行き、県内の生産は持ち直しに向か
うものの、そのテンポは緩やかなものにとどまるとみ
られる。

また、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2016年4～6月期以降、前年の水準を上回り、好調
に推移している。
雇用・所得環境が改善するなか、個人消費には、
総じてみれば持ち直しの動きがみられる。
〈先行き〉　引き続き、雇用・所得環境の改善が見
込まれることを受けて、先行きの個人消費について
も、緩やかに持ち直していくとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、堅調に
推移してきたが、2017年1～3月期には同▲0.1％
と、8四半期ぶりに前年を下回った。住宅投資は、や
や弱含みで推移している。
内訳をみると、持家は、2014年度に大幅に落ち
込んだ後、2015年に持ち直したものの、その後は
横ばい水準で推移している。貸家は、相続税対策な
どを背景に引き続き高い伸びが続いているものの、
住宅ローン金利の低下等を背景に、比較的堅調に
推移してきた分譲は、足元で落ち込んでいる。なか
でも、2017年1～3月期の分譲マンションは、前年比
▲51.5％と大きく減少した。

見通しになっている。2016年度下期に大きく落ち
込んだ製造業が同＋20.5％と大幅なプラスに転じ、
非製造業は、同＋16.1％と前年比二けたの伸びを
維持する見込みである。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2017年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.18倍に達した。全国
の有効求人倍率1.48倍と比べると、その水準は低
いものの、県外での受理分を含めた、埼玉県内を就
業地とする求人数で算出した就業地別有効求人倍
率（季節調整値）は1.38倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2016年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋3.0％とプラスに転じた
のに続き、同年冬のボーナス支給総額も、同＋
3.9％と2年連続で前年を上回った。県内の所得環
境は、小幅ながら改善を続けている。

一方、足元のホームセンターの販売額は前年を
下回っているものの、家電量販店はほぼ前年並み
の水準からやや持ち直す動きをみせている。ドラッ
グストアは、以前ほどの勢いはないとはいえ、引き続
き前年を上回って推移しており、コンビニエンススト
アは、依然、好調を維持している。

〈先行き〉　足元の分譲マンションの落ち込みは、マ
ンション価格の値上がりによるところが大きい。建設
関連の労務費や資材価格が高止まりしており、当面、
マンション価格が大幅に低下することは見込みにく
いことから、分譲マンションの発売戸数は弱い動き
を続けよう。しかし、比較的手頃な価格帯の分譲戸
建の着工戸数や中古マンションの取引件数は、堅
調に推移しており、住宅への需要自体は底堅いもの
があると考えられる。
住宅ローン金利が引き続き低水準で推移すると

みられることもあり、総じてみれば住宅投資は前年
並み程度の水準を維持しよう。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2016年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比＋6.8％となり、県
内の設備投資は前年実績を上回った。製造業は同
▲13.8％と前年を下回ったものの、非製造業が同
＋21.9％と前年を大幅に上回った。
しかし、2016年度通期では、埼玉県内企業の設
備投資計画額（実績見込み）は、同▲2.1％とわず
かに前年実績を下回った。製造業が同▲20.2％と
大幅な減少となった影響が大きかった。
〈先行き〉　法人企業景気予測調査によると、埼玉
県内企業の2017年度上期の設備投資計画額（見
込み）は、前年比＋17.9％と、前年を大幅に上回る

〈先行き〉　当財団が本年4月に実施した、人手不
足への対応に関するアンケート調査では、何らかの
形で人手不足の影響があると回答した県内企業の
割合が8割を超えた。県内企業の人手不足感は続
いており、雇用情勢は今後も改善を続けよう。
当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によると、
2017年度に正社員の賃上げを実施すると回答した
企業の割合は5年連続で増加し、非正社員の賃上
げを行う企業の割合も2年ぶりに前年を上回った。

㈱不動産経済研究所が発表している埼玉県のマ
ンション発売戸数についても、2016年7～9月期が
前年比▲13.6％、同10～12月期が同▲23.6％、
2017年1～3月期が同▲22.8％と、3期連続で大幅
に前年を下回っている。

〈先行き〉　埼玉県および県内市町村の2016年度
投資的経費と建設改良費の当初予算額の合計は、
さいたま新都心における県立小児医療センター新
病院の整備完了や、埼玉会館の大規模改修事業の
完了などを受けて、前年をわずかに下回っている。
先行きも、公共投資は、前年をやや下回る程度の水
準で推移するとみられる。

先行き、埼玉県経済は、引き続き緩やかに持ち直
していくとみられる。ただし、米国をはじめとする海
外経済の動向には、今後とも十分留意していく必要
がある。
県内の生産は持ち直しに向かうものの、そのテン

ポは緩やかなものにとどまろう。
引き続き、雇用・所得環境の改善が見込まれるこ

とを受けて、個人消費についても、緩やかに持ち直
していくとみられる。住宅投資については、住宅ロー
ン金利が引き続き低水準で推移するとみられること
もあり、総じてみれば住宅投資は前年並み程度の
水準を維持しよう。
設備投資については、非製造業が前年比二けた

の伸びを続けるなか、製造業もプラスに転じること
から、全体でも前年を大幅に上回る見込みである。
公共投資は、前年をやや下回る程度の水準で推移
するとみられる。 （井上博夫）

○公共投資
〈現状〉　2016年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲6.8％と、2年連続で前年を下回った。
年度当初は、前年実績を上回る時期もあったが、夏
場以降は、終始、前年を下回って推移した。
発注者別では、都道府県（前年比＋19.6％）は前
年より増加したものの、独立行政法人等（同▲
23.8％）、国（同▲28.2％）、市町村（同▲15.5％）、
地方公社（同▲74.9％）が減少している。
2017年4～5月の累計の請負金額でも、同▲
6.5％となっており、足元の公共投資は、前年を下
回っている。

また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況調
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支障が出ている」が56.8％、「賃金が上昇している」
が25.9％となった。採用が難しくなったとするところが
多く、事業に支障が出ているとするところも、半数以上
となった。
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埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直し ている。
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景気動向指数 改善を示している

3月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：88.7（前月比▲1.0ポイント）、一致指数：123.9
（同▲1.7ポイント）、遅行指数：115.2（同＋0.9ポイ
ント）となった。
先行指数は2カ月連続で下降した。
一致指数は2カ月連続の下降となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比▲0.87ポイント
と、2カ月連続で下降した。埼玉県は、景気の基調判
断を、11カ月連続で「改善を示している」としている。
遅行指数は2カ月連続で上昇した。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が5カ月ぶりに増加

4月の百貨店・スーパー販売額は812億円、前年
比＋1.4％（既存店）と5カ月ぶりに増加した。業態別
では、百貨店（同▲2.0％）は減少したが、スーパー
（同＋2.3％）は増加した。新設店を含む全店ベース
の販売額も同＋0.7％と12カ月ぶりに増加した。
5月の新車販売台数（乗用車）は11,098台、前年
比＋2.7％と7カ月連続で増加した。新型車の販売
が好調だった。車種別では普通乗用車が5,944台
（同＋2.9％）、小型乗用車は5,154台（同＋2.5％）
だった。

住 宅 3カ月ぶりに前年を上回る

4月の新設住宅着工戸数は5,135戸、前年比＋
4.5％と3カ月ぶりに前年を上回った。
利用関係別では、貸家が1,811戸（前年比＋
6.8％）と3カ月連続で増加し、持家は1,311戸（同＋
1.4％）、分譲は2,000戸（同＋7.0％）と、いずれも3
カ月ぶりに増加した。　　
分譲住宅は、戸建が1,345戸（同＋5.9％）と2カ月
連続で増加し、マンションも647戸（同＋9.3％）と3カ
月ぶりに増加した。

公共工事 2カ月ぶりに前年を下回る

5月の公共工事請負金額は296億円、前年比▲
25.3％と2カ月ぶりに前年を下回った。2017年4～
5月までの累計でも、同▲6.5％と前年を下回って
いる。
発注者別では、国（前年比＋35.0％）、独立行政
法人等（同＋914.2％）、市町村（同＋11.0％）は増
加したものの、都道府県（同▲85.1％）が減少した。
なお、5月の請負件数は439件（同＋26.1％）と前
年を上回っている。

生 産 2カ月連続で低下

3月の鉱工業指数をみると、生産指数は89.7、前
月比▲4.4％と2カ月連続で低下した。
業種別では、化学、鉄鋼、繊維など10業種が増加

したものの、生産用機械、業務用機械、電子部品・デ
バイスなど13業種が減少した。
在庫指数は115.5、前月比＋0.5％と2カ月ぶりに
上昇した。
業種別では、電気機械、その他製品、パルプ・紙・
紙加工品など9業種が増加したものの、輸送機械、
プラスチック製品、家具など11業種が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.18倍

4月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.02ポイント上昇の1.18倍となった。　
有効求職者数が86,741人（前年比▲3.9％）と、
83カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
96,902人（同＋13.2％）と、46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
0.10ポイント上昇の1.87倍となっている。
なお、4月の就業地別有効求人倍率（季節調整値）
は、前月から0.04ポイント上昇の1.38倍であった。
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25.3％と2カ月ぶりに前年を下回った。2017年4～
5月までの累計でも、同▲6.5％と前年を下回って
いる。
発注者別では、国（前年比＋35.0％）、独立行政
法人等（同＋914.2％）、市町村（同＋11.0％）は増
加したものの、都道府県（同▲85.1％）が減少した。
なお、5月の請負件数は439件（同＋26.1％）と前
年を上回っている。

生 産 2カ月連続で低下

3月の鉱工業指数をみると、生産指数は89.7、前
月比▲4.4％と2カ月連続で低下した。
業種別では、化学、鉄鋼、繊維など10業種が増加

したものの、生産用機械、業務用機械、電子部品・デ
バイスなど13業種が減少した。
在庫指数は115.5、前月比＋0.5％と2カ月ぶりに
上昇した。
業種別では、電気機械、その他製品、パルプ・紙・
紙加工品など9業種が増加したものの、輸送機械、
プラスチック製品、家具など11業種が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.18倍

4月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.02ポイント上昇の1.18倍となった。　
有効求職者数が86,741人（前年比▲3.9％）と、
83カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
96,902人（同＋13.2％）と、46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
0.10ポイント上昇の1.87倍となっている。
なお、4月の就業地別有効求人倍率（季節調整値）
は、前月から0.04ポイント上昇の1.38倍であった。

%戸

年月

新設住宅着工戸数の推移

給与

貸家

持家

分譲

資料：国土交通省

公共工事請負金額の推移

資料：東日本建設業保証㈱  関東：埼玉、東京、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬
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景気動向指数の推移

資料：埼玉県  （注）網掛け部分は埼玉県の景気後退期

鉱工業指数の推移

資料：経済産業省、埼玉県 （注）予測は、鉱工業生産指数（全国）を製造工業予測指数で換算したもの
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資料：埼玉労働局　（注）就業地別有効求人倍率は、埼玉県内を就業地とする、県外での受理分を含めた求人数で算出された参考値
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月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2017.7埼玉りそな経済情報2017.7

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

158,230

156,168

147,166

152,979

18,458

9,610

10,806

13,429

13,231

10,165

15,000

11,475

13,074

12,835

12,884

15,090

20,938

9,933

11,098

▲ 4.2

▲ 1.3

▲ 5.8

3.9

▲ 0.7

7.9

7.6

5.4

▲ 0.9

2.8

4.7

▲ 2.5

16.5

13.4

11.9

12.8

13.4

3.4

2.7

2,872,111

2,860,472

2,704,485

2,801,491

346,794

184,562

193,891

248,301

244,215

190,749

269,713

209,836

235,871

227,766

229,100

273,860

398,048

195,874

206,936

▲ 4.7

▲ 0.4

▲ 5.5

3.6

▲ 2.7

8.4

7.3

3.6

▲ 0.6

5.5

3.8

1.6

16.2

11.5

8.9

14.4

14.8

6.1

6.7

483

403

359

354

17

26

28

30

38

38

29

27

27

38

22

30

30

31

40

74,225

56,640

36,187

65,358

3,967

8,911

2,368

1,892

11,792

4,485

6,633

3,138

3,470

15,013

1,662

5,140

2,807

2,984

3,537

10,855

9,731

8,812

8,446

746

695

671

763

712

726

649

683

693

710

605

688

786

680

802

2,782,347

1,874,065

2,112,382

2,006,119

175,899

103,344

115,852

108,065

124,019

126,049

85,063

111,235

594,484

171,666

128,487

115,834

166,801

104,060

106,917

96.4

99.1

100.0

99.7

99.6

99.8

99.8

99.7

99.5

99.5

99.5

100.1

99.9

99.8

99.4

99.4

99.7

100.1

0.6

2.8

0.9

▲ 0.3

▲ 0.2

▲ 0.6

▲ 0.6

▲ 0.5

▲ 0.5

▲ 0.7

▲ 0.7

0.0

0.2

0.0

▲ 0.1

▲ 0.3

0.1

0.3

96.6

99.2

100.0

99.9

99.7

99.9

100.0

99.9

99.6

99.7

99.8

100.4

100.4

100.1

100.0

99.8

99.9

100.3

0.4

2.7

0.8

▲ 0.1

0.0

▲ 0.3

▲ 0.5

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.5

▲ 0.5

0.1

0.5

0.3

0.4

0.3

0.2

0.4

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

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

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

93.1

97.6

95.5

94.7

94.8

93.4

93.1

93.8

94.0

98.0

94.1

91.5

95.6

95.2

98.2

93.8

89.7

▲ 3.3

4.8

▲ 2.2

▲ 0.8

1.6

▲ 1.5

▲ 0.3

0.8

0.2

4.3

▲ 4.0

▲ 2.8

4.5

▲ 0.4

3.2

▲ 4.5

▲ 4.4

97.0

99.0

97.8

97.7

96.4

96.8

95.6

97.0

97.0

98.3

98.6

98.9

99.9

100.6

98.5

101.7

99.8

103.8

▲ 0.8

2.1

▲ 1.2

▲ 0.1

1.2

0.4

▲ 1.2

1.5

0.0

1.3

0.3

0.3

1.0

0.7

▲ 2.1

3.2

▲ 1.9

4.0

112.2

170.6

145.3

123.8

128.7

130.7

130.3

127.4

127.8

127.4

118.8

114.8

115.7

114.5

115.5

114.9

115.5

▲ 21.5

52.0

▲ 14.8

▲ 14.8

▲ 2.3

1.6

▲ 0.3

▲ 2.2

0.3

▲ 0.3

▲ 6.8

▲ 3.4

0.8

▲ 1.0

0.9

▲ 0.5

0.5

105.7

112.3

112.3

106.4

114.2

112.6

112.8

112.4

110.5

110.5

109.9

108.5

106.6

107.3

107.4

108.1

109.7

111.3

▲ 4.3

6.2

0.0

▲ 5.3

1.6

▲ 1.4

0.2

▲ 0.4

▲ 1.7

0.0

▲ 0.5

▲ 1.3

▲ 1.8

0.7

0.1

0.7

1.5

1.5

3,378

3,038

2,376

2,391

182

161

263

159

159

247

179

235

264

146

155

289

339

225

24.9

▲ 10.1

▲ 21.8

0.6

▲ 16.5

▲ 19.6

6.0

▲ 22.5

▲ 29.7

21.0

85.7

5.4

50.3

▲ 16.7

43.3

0.5

86.8

39.8

56,127

53,818

50,515

50,753

4,019

3,858

5,051

4,679

3,862

4,877

4,463

4,093

4,199

4,177

4,218

4,340

3,516

4,601

11.8

▲ 4.1

▲ 6.1

0.5

12.7

▲ 22.0

19.0

4.2

▲ 15.9

16.7

10.8

▲ 3.7

10.4

5.4

21.9

8.1

▲ 12.5

19.3

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

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

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

63,024

56,504

57,357

61,981

4,512

4,915

6,216

5,670

5,230

5,584

5,321

5,730

5,164

4,870

4,617

4,413

4,232

5,135

5.7

▲ 10.3

1.5

8.1

▲ 2.2

8.0

36.8

8.1

7.3

18.5

12.9

8.4

▲ 0.6

▲ 1.6

11.9

▲ 5.0

▲ 6.2

4.5

980,025

892,261

909,299

967,237

75,744

82,398

78,728

85,953

85,208

82,242

85,622

87,239

85,051

78,406

76,491

70,912

75,887

83,979

11.0

▲ 9.0

1.9

6.4

8.4

9.0

9.8

▲ 2.5

8.9

2.5

10.0

13.1

6.7

3.9

12.8

▲ 2.6

0.2

1.9

14.5

15.3

16.8

16.5

16.3

16.3

14.3

16.1

16.5

16.1

16.7

18.0

18.1

18.4

16.0

18.0

17.3

12.8

12.6

▲ 6.9

▲2.2

▲ 10.0

▲ 8.4

▲ 4.0

0.0

0.7

2.6

▲ 6.7

7.2

5.2

10.8

10.0

8.7

5.9

16.4

17.5

17.6

17.5

17.9

17.7

15.9

17.2

17.7

16.7

17.6

17.9

18.6

18.6

16.6

18.4

18.5

P18.0

4.3

6.8

▲ 0.5

▲ 0.6

▲ 1.6

▲ 1.1

▲ 2.4

0.0

1.1

▲1.1

▲0.5

0.0

1.6

2.2

2.9

4.8

3.1

P1.6

98.1

98.5

100.0

99.7

98.7

100.0

100.2

100.3

99.8

100.1

99.5

99.2

99.7

99.6

99.7

99.3

98.5

0.0

0.5

1.5

▲0.3

0.3

▲ 0.1

▲ 0.2

0.1

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 0.7

▲ 0.9

▲ 0.4

0.0

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.2

98.6

99.0

100.0

100.9

99.4

101.0

101.1

101.4

101.4

101.3

101.2

101.2

101.4

101.6

101.4

101.1

100.5

P102.6

▲ 0.2

0.4

1.0

0.9

1.2

0.8

0.8

0.9

0.8

0.9

1.0

0.9

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

P1.6

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

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

埼玉県

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

0.62

0.74

0.85

1.04

0.98

1.00

1.02

1.03

1.04

1.06

1.08

1.10

1.11

1.13

1.13

1.15

1.16

1.18

0.93

1.09

1.20

1.36

1.31

1.33

1.35

1.36

1.37

1.37

1.38

1.40

1.41

1.43

1.43

1.43

1.45

1.48

23,721

24,898

27,136

30,731

29,107

29,226

28,120

28,848

29,659

30,626

32,851

34,186

32,318

29,156

37,814

36,549

32,530

32,528

0.5

5.0

9.0

13.2

15.6

15.2

17.2

11.9

8.8

19.1

16.9

5.0

14.9

11.9

18.3

11.7

11.8

11.3

794

834

863

911

921

895

853

907

891

888

944

956

893

842

1,007

1,014

981

923

7.8

5.0

3.5

5.5

5.2

3.9

10.3

5.7

▲ 1.1

8.8

9.1

▲ 1.1

7.7

7.8

3.6

4.9

6.5

3.2

10,575

10,799

10,573

10,186

863

806

850

823

873

800

775

833

858

1,045

835

732

852

812

▲ 2.6

1.4

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 1.7

0.3

▲ 1.3

▲ 1.1

0.2

▲ 4.3

▲ 3.0

▲ 0.2

0.1

▲ 0.6

▲ 1.7

▲ 4.0

▲ 0.8

1.4

197,774

201,973

200,491

195,979

16,463

15,460

15,982

15,679

17,214

15,545

14,710

15,970

16,479

20,676

16,743

14,493

16,312

15,583

▲ 0.4

0.9

0.4

▲ 0.9

▲ 1.2

▲ 0.7

▲ 2.1

▲ 1.4

0.7

▲ 3.6

▲ 3.2

▲ 1.0

▲ 0.3

▲ 1.3

▲ 1.1

▲ 2.7

▲ 0.8

1.1

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（％）

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

埼玉りそな経済情報2017.7埼玉りそな経済情報2017.7

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

158,230

156,168

147,166

152,979

18,458

9,610

10,806

13,429

13,231

10,165

15,000

11,475

13,074

12,835

12,884

15,090

20,938

9,933

11,098

▲ 4.2

▲ 1.3

▲ 5.8

3.9

▲ 0.7

7.9

7.6

5.4

▲ 0.9

2.8

4.7

▲ 2.5

16.5

13.4

11.9

12.8

13.4

3.4

2.7

2,872,111

2,860,472

2,704,485

2,801,491

346,794

184,562

193,891

248,301

244,215

190,749

269,713

209,836

235,871

227,766

229,100

273,860

398,048

195,874

206,936

▲ 4.7

▲ 0.4

▲ 5.5

3.6

▲ 2.7

8.4

7.3

3.6

▲ 0.6

5.5

3.8

1.6

16.2

11.5

8.9

14.4

14.8

6.1

6.7

483

403

359

354

17

26

28

30

38

38

29

27

27

38

22

30

30

31

40

74,225

56,640

36,187

65,358

3,967

8,911

2,368

1,892

11,792

4,485

6,633

3,138

3,470

15,013

1,662

5,140

2,807

2,984

3,537

10,855

9,731

8,812

8,446

746

695

671

763

712

726

649

683

693

710

605

688

786

680

802

2,782,347

1,874,065

2,112,382

2,006,119

175,899

103,344

115,852

108,065

124,019

126,049

85,063

111,235

594,484

171,666

128,487

115,834

166,801

104,060

106,917

96.4

99.1

100.0

99.7

99.6

99.8

99.8

99.7

99.5

99.5

99.5

100.1

99.9

99.8

99.4

99.4

99.7

100.1

0.6

2.8

0.9

▲ 0.3

▲ 0.2

▲ 0.6

▲ 0.6

▲ 0.5

▲ 0.5

▲ 0.7

▲ 0.7

0.0

0.2

0.0

▲ 0.1

▲ 0.3

0.1

0.3

96.6

99.2

100.0

99.9

99.7

99.9

100.0

99.9

99.6

99.7

99.8

100.4

100.4

100.1

100.0

99.8

99.9

100.3

0.4

2.7

0.8

▲ 0.1

0.0

▲ 0.3

▲ 0.5

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.5

▲ 0.5

0.1

0.5

0.3

0.4

0.3

0.2

0.4

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

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

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

93.1

97.6

95.5

94.7

94.8

93.4

93.1

93.8

94.0

98.0

94.1

91.5

95.6

95.2

98.2

93.8

89.7

▲ 3.3

4.8

▲ 2.2

▲ 0.8

1.6

▲ 1.5

▲ 0.3

0.8

0.2

4.3

▲ 4.0

▲ 2.8

4.5

▲ 0.4

3.2

▲ 4.5

▲ 4.4

97.0

99.0

97.8

97.7

96.4

96.8

95.6

97.0

97.0

98.3

98.6

98.9

99.9

100.6

98.5

101.7

99.8

103.8

▲ 0.8

2.1

▲ 1.2

▲ 0.1

1.2

0.4

▲ 1.2

1.5

0.0

1.3

0.3

0.3

1.0

0.7

▲ 2.1

3.2

▲ 1.9

4.0

112.2

170.6

145.3

123.8

128.7

130.7

130.3

127.4

127.8

127.4

118.8

114.8

115.7

114.5

115.5

114.9

115.5

▲ 21.5

52.0

▲ 14.8

▲ 14.8

▲ 2.3

1.6

▲ 0.3

▲ 2.2

0.3

▲ 0.3

▲ 6.8

▲ 3.4

0.8

▲ 1.0

0.9

▲ 0.5

0.5

105.7

112.3

112.3

106.4

114.2

112.6

112.8

112.4

110.5

110.5

109.9

108.5

106.6

107.3

107.4

108.1

109.7

111.3

▲ 4.3

6.2

0.0

▲ 5.3

1.6

▲ 1.4

0.2

▲ 0.4

▲ 1.7

0.0

▲ 0.5

▲ 1.3

▲ 1.8

0.7

0.1

0.7

1.5

1.5

3,378

3,038

2,376

2,391

182

161

263

159

159

247

179

235

264

146

155

289

339

225

24.9

▲ 10.1

▲ 21.8

0.6

▲ 16.5

▲ 19.6

6.0

▲ 22.5

▲ 29.7

21.0

85.7

5.4

50.3

▲ 16.7

43.3

0.5

86.8

39.8

56,127

53,818

50,515

50,753

4,019

3,858

5,051

4,679

3,862

4,877

4,463

4,093

4,199

4,177

4,218

4,340

3,516

4,601

11.8

▲ 4.1

▲ 6.1

0.5

12.7

▲ 22.0

19.0

4.2

▲ 15.9

16.7

10.8

▲ 3.7

10.4

5.4

21.9

8.1

▲ 12.5

19.3

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

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

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

63,024

56,504

57,357

61,981

4,512

4,915

6,216

5,670

5,230

5,584

5,321

5,730

5,164

4,870

4,617

4,413

4,232

5,135

5.7

▲ 10.3

1.5

8.1

▲ 2.2

8.0

36.8

8.1

7.3

18.5

12.9

8.4

▲ 0.6

▲ 1.6

11.9

▲ 5.0

▲ 6.2

4.5

980,025

892,261

909,299

967,237

75,744

82,398

78,728

85,953

85,208

82,242

85,622

87,239

85,051

78,406

76,491

70,912

75,887

83,979

11.0

▲ 9.0

1.9

6.4

8.4

9.0

9.8

▲ 2.5

8.9

2.5

10.0

13.1

6.7

3.9

12.8

▲ 2.6

0.2

1.9

14.5

15.3

16.8

16.5

16.3

16.3

14.3

16.1

16.5

16.1

16.7

18.0

18.1

18.4

16.0

18.0

17.3

12.8

12.6

▲ 6.9

▲2.2

▲ 10.0

▲ 8.4

▲ 4.0

0.0

0.7

2.6

▲ 6.7

7.2

5.2

10.8

10.0

8.7

5.9

16.4

17.5

17.6

17.5

17.9

17.7

15.9

17.2

17.7

16.7

17.6

17.9

18.6

18.6

16.6

18.4

18.5

P18.0

4.3

6.8

▲ 0.5

▲ 0.6

▲ 1.6

▲ 1.1

▲ 2.4

0.0

1.1

▲1.1

▲0.5

0.0

1.6

2.2

2.9

4.8

3.1

P1.6

98.1

98.5

100.0

99.7

98.7

100.0

100.2

100.3

99.8

100.1

99.5

99.2

99.7

99.6

99.7

99.3

98.5

0.0

0.5

1.5

▲0.3

0.3

▲ 0.1

▲ 0.2

0.1

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 0.7

▲ 0.9

▲ 0.4

0.0

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.2

98.6

99.0

100.0

100.9

99.4

101.0

101.1

101.4

101.4

101.3

101.2

101.2

101.4

101.6

101.4

101.1

100.5

P102.6

▲ 0.2

0.4

1.0

0.9

1.2

0.8

0.8

0.9

0.8

0.9

1.0

0.9

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

P1.6

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

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

埼玉県

2013年

2014年

2015年

2016年

16年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

0.62

0.74

0.85

1.04

0.98

1.00

1.02

1.03

1.04

1.06

1.08

1.10

1.11

1.13

1.13

1.15

1.16

1.18

0.93

1.09

1.20

1.36

1.31

1.33

1.35

1.36

1.37

1.37

1.38

1.40

1.41

1.43

1.43

1.43

1.45

1.48

23,721

24,898

27,136

30,731

29,107

29,226

28,120

28,848

29,659

30,626

32,851

34,186

32,318

29,156

37,814

36,549

32,530

32,528

0.5

5.0

9.0

13.2

15.6

15.2

17.2

11.9

8.8

19.1

16.9

5.0

14.9

11.9

18.3

11.7

11.8

11.3

794

834

863

911

921

895

853

907

891

888

944

956

893

842

1,007

1,014

981

923

7.8

5.0

3.5

5.5

5.2

3.9

10.3

5.7

▲ 1.1

8.8

9.1

▲ 1.1

7.7

7.8

3.6

4.9

6.5

3.2

10,575

10,799

10,573

10,186

863

806

850

823

873

800

775

833

858

1,045

835

732

852

812

▲ 2.6

1.4

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 1.7

0.3

▲ 1.3

▲ 1.1

0.2

▲ 4.3

▲ 3.0

▲ 0.2

0.1

▲ 0.6

▲ 1.7

▲ 4.0

▲ 0.8

1.4

197,774

201,973

200,491

195,979

16,463

15,460

15,982

15,679

17,214

15,545

14,710

15,970

16,479

20,676

16,743

14,493

16,312

15,583

▲ 0.4

0.9

0.4

▲ 0.9

▲ 1.2

▲ 0.7

▲ 2.1

▲ 1.4

0.7

▲ 3.6

▲ 3.2

▲ 1.0

▲ 0.3

▲ 1.3

▲ 1.1

▲ 2.7

▲ 0.8

1.1

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（％）

●有効求人倍率の年次は原数値。百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース
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あなたが活かす、みんなで育む、
安全と安心のまち　本庄
～世のため、後のため～

のち

本庄市長　吉田 信解氏

本庄市
市長のメッセージ
本庄市は、古くは中山道随一の宿場町として、また、鎌倉街道や利根川の河岸など交通
の要衝として栄え、現在も高速交通の結節点としての利便性を活かし、市内への企業立地
が盛んに行われています。また、恵まれた肥沃な土地を活かし、多種多様な農業生産を展
開する本市は、全国でも有数の野菜の一大供給基地です。
現在、平成30年度からの10年間を見据えながら次期本庄市総合振興計画の策定を進

めております。超高齢化と人口減少の時代において「人も地域も元気で健康な都市本庄」
を実現するため、子どもを産み育てやすく、また、人を呼び込むまちづくりを進め、次世代
に胸を張ってバトンを渡せるように今後とも邁進してまいります。

●ＪＲ上越新幹線　本庄早稲田駅
　ＪＲ高崎線　本庄駅
　ＪＲ八高線　児玉駅
●関越自動車道　本庄児玉ＩＣから市役所まで約5㎞

主な交通機関

資料:「埼玉県市町村勢概要」（平成29年3月）ほか

さいたま市

美里町

上里町

深谷市

「新保健センター」と市のマスコットキャラクター「はにぽん」

はじめに
本庄市は県の北西部に位置し、東は深谷市、南は

美里町・長瀞町・皆野町、西は神川町・上里町、北は
利根川をはさみ群馬県伊勢崎市と接している。
鉄道は、上越新幹線、高崎線、八高線の3路線が

通り、上越新幹線の本庄早稲田駅から東京駅まで
約50分で結ばれている。道路は、関越自動車道の
本庄児玉ＩＣが便利に利用できるほか、国道17号、
254号、462号が市内を縦横に走り、東京と上信越
方面を結ぶ交通の要衝となっている。
江戸時代には、中山道最大規模の宿場町「本庄

宿」として発展、明治に入り繭や生糸の集散地とし
て繁栄した歴史を持つ。平成18年には旧本庄市と
旧児玉町が合併し新「本庄市」が誕生した。
豊かな自然にも恵まれ、「あじさいの小路」（児玉

町小平）には、林道沿いおよそ2㎞に渡り約6,000株
のあじさいが植えられており、7月上旬から下旬にか

けて見頃を迎える（表紙写真）。山間地のため平地
より開花が遅く「遅咲きのあじさい」として知られて
いる。また、昨年の「ゆるキャラ®グランプリ2016」で
は、市のマスコットキャラクター「はにぽん」が準グラ
ンプリ（全国2位）に輝いた。

新保健センターがオープン
6月26日、市民一人ひとりの健康づくりに取り組む

拠点として、「本庄市保健センター」が移転オープン
した。新保健センターは、2階建てで、延床面積は
2,837㎡、外観は本庄市周辺の山並みをイメージし
た曲線を取り入れたデザイン。1階には本庄市児玉
郡医師会立の健診センターや休日急患診療所を併
設している。
健診センターには、特定健診や健康診査のため

の常設の検診室のほか、乳がん・子宮がん検診室及
び胸部レントゲン室が設置されており、健康診査とが
ん検診の同時受診もできるようになった。
ゆったりとした待合室や子どもが遊べるキッズス
ペース、授乳やオムツ替えに利用できる赤ちゃんの
駅も備えられており、親子連れや高齢者など誰にで
も使いやすい施設となっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
旧本庄商業銀行煉瓦倉庫と上武絹の道
明治期に建てられた「旧本庄商業銀行煉瓦倉

庫」は、銀行が担保として預かった繭や生糸を保管
する倉庫として使用されていた国登録有形文化財。

2階建てで、延べ床面積は631㎡、東京駅でも用い
られた深谷市の日本煉瓦製造㈱の煉瓦が使われ
ている。
設計施工は清水店（現在の清水建設㈱）により

行われ、当時の最新技術を用いて建設された。繭
の保管に重要な湿度調整ができる建具を備え、小
屋組みには三角形に組んだ木で屋根を支える「キ
ングポストトラス」構造が採用されており、柱のない
広い空間を確保している。
煉瓦倉庫は約2年間の耐震補強工事を終え、こ

の4月から住民の交流施設として新たに生まれ変
わった。明治時代からの外観と構造を残し、鉄骨で
補強した。1階は交流・展示スペース、2階は展覧会
や発表会に使える多目的ホールとなっている。
“絹”にかかわる地域資源の活用・融合・ブランド

化を目的に昨年
6月に生まれたの
が「上武絹の道
運営協議会」。
世界遺産「富

岡製糸場と絹産
業遺産群」とそ
の関連施設を有
する、群馬県と
埼玉県にまたが
る7市町（下仁田
町、富岡市、藤岡

市、伊勢崎市、本庄市、深谷市、熊谷市）が連携して
推進する。世界遺産を中心に点在する絹遺産群や
周辺の産業遺産を生かした、広域的な観光振興に
向けて、日本版DMO候補法人の特定非営利活動
法人NPO産業観光学習館とともに取り組んでいる。

盲目の国学者 塙保己一 生誕の地
盲目の国学者 塙保己一は、「群書類従」の編さ

んなど多くの功績を残した郷土の偉人である。
江戸時代の後期1746（延享3）年、現在の本庄

市児玉町保木野に生まれた保己一は、7歳の時に
病気のため失明したが、15歳の時に江戸に出て学
問の道に進んだ。34歳の時“世のため、後のため”
に「群書類従」の編さんを決意し、40数年の年月
をかけて、散逸の恐れがあった古代以来の貴重な
文献を収集・整理し、666冊の一大叢書「群書類
従」を完成させた。48歳の時には国学の研究の場
として「和学講談所」を創設し、国学の発展に大き
な業績を残した。
市では平成27年7月、保己一の残した偉業を紹

介する「塙保己一記念館」をリニューアルオープン。
保己一の遺品や関係資料を展示し、その功績を広
く紹介している。没後195年に当たる昨年3月には、
15歳で江戸に旅立った保己一少年の旅姿の銅像
が、「総検校塙保己一先生遺徳顕彰会」により、本
庄早稲田駅北口広場に建立され、市の新たなシン
ボルとなっている。 （樋口広治）

本庄市概要 本庄市

上/旧本庄商業銀行煉瓦倉庫 外観、下/キングポストトラス

はなわ ほ   き   いち

人口（平成29年5月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成29年1月1日現在）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（商業統計）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

78,764人

33,655世帯

46.6歳

89.69k㎡

148所

3,460.9億円

632店

4,522.0億円

56.0％

64.1％
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あなたが活かす、みんなで育む、
安全と安心のまち　本庄
～世のため、後のため～

のち

本庄市長　吉田 信解氏

本庄市
市長のメッセージ
本庄市は、古くは中山道随一の宿場町として、また、鎌倉街道や利根川の河岸など交通
の要衝として栄え、現在も高速交通の結節点としての利便性を活かし、市内への企業立地
が盛んに行われています。また、恵まれた肥沃な土地を活かし、多種多様な農業生産を展
開する本市は、全国でも有数の野菜の一大供給基地です。
現在、平成30年度からの10年間を見据えながら次期本庄市総合振興計画の策定を進

めております。超高齢化と人口減少の時代において「人も地域も元気で健康な都市本庄」
を実現するため、子どもを産み育てやすく、また、人を呼び込むまちづくりを進め、次世代
に胸を張ってバトンを渡せるように今後とも邁進してまいります。

●ＪＲ上越新幹線　本庄早稲田駅
　ＪＲ高崎線　本庄駅
　ＪＲ八高線　児玉駅
●関越自動車道　本庄児玉ＩＣから市役所まで約5㎞

主な交通機関

資料:「埼玉県市町村勢概要」（平成29年3月）ほか

さいたま市

美里町

上里町

深谷市

「新保健センター」と市のマスコットキャラクター「はにぽん」

はじめに
本庄市は県の北西部に位置し、東は深谷市、南は

美里町・長瀞町・皆野町、西は神川町・上里町、北は
利根川をはさみ群馬県伊勢崎市と接している。
鉄道は、上越新幹線、高崎線、八高線の3路線が

通り、上越新幹線の本庄早稲田駅から東京駅まで
約50分で結ばれている。道路は、関越自動車道の
本庄児玉ＩＣが便利に利用できるほか、国道17号、
254号、462号が市内を縦横に走り、東京と上信越
方面を結ぶ交通の要衝となっている。
江戸時代には、中山道最大規模の宿場町「本庄

宿」として発展、明治に入り繭や生糸の集散地とし
て繁栄した歴史を持つ。平成18年には旧本庄市と
旧児玉町が合併し新「本庄市」が誕生した。
豊かな自然にも恵まれ、「あじさいの小路」（児玉

町小平）には、林道沿いおよそ2㎞に渡り約6,000株
のあじさいが植えられており、7月上旬から下旬にか

けて見頃を迎える（表紙写真）。山間地のため平地
より開花が遅く「遅咲きのあじさい」として知られて
いる。また、昨年の「ゆるキャラ®グランプリ2016」で
は、市のマスコットキャラクター「はにぽん」が準グラ
ンプリ（全国2位）に輝いた。

新保健センターがオープン
6月26日、市民一人ひとりの健康づくりに取り組む

拠点として、「本庄市保健センター」が移転オープン
した。新保健センターは、2階建てで、延床面積は
2,837㎡、外観は本庄市周辺の山並みをイメージし
た曲線を取り入れたデザイン。1階には本庄市児玉
郡医師会立の健診センターや休日急患診療所を併
設している。
健診センターには、特定健診や健康診査のため

の常設の検診室のほか、乳がん・子宮がん検診室及
び胸部レントゲン室が設置されており、健康診査とが
ん検診の同時受診もできるようになった。
ゆったりとした待合室や子どもが遊べるキッズス
ペース、授乳やオムツ替えに利用できる赤ちゃんの
駅も備えられており、親子連れや高齢者など誰にで
も使いやすい施設となっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
旧本庄商業銀行煉瓦倉庫と上武絹の道
明治期に建てられた「旧本庄商業銀行煉瓦倉

庫」は、銀行が担保として預かった繭や生糸を保管
する倉庫として使用されていた国登録有形文化財。

2階建てで、延べ床面積は631㎡、東京駅でも用い
られた深谷市の日本煉瓦製造㈱の煉瓦が使われ
ている。
設計施工は清水店（現在の清水建設㈱）により

行われ、当時の最新技術を用いて建設された。繭
の保管に重要な湿度調整ができる建具を備え、小
屋組みには三角形に組んだ木で屋根を支える「キ
ングポストトラス」構造が採用されており、柱のない
広い空間を確保している。
煉瓦倉庫は約2年間の耐震補強工事を終え、こ

の4月から住民の交流施設として新たに生まれ変
わった。明治時代からの外観と構造を残し、鉄骨で
補強した。1階は交流・展示スペース、2階は展覧会
や発表会に使える多目的ホールとなっている。
“絹”にかかわる地域資源の活用・融合・ブランド

化を目的に昨年
6月に生まれたの
が「上武絹の道
運営協議会」。
世界遺産「富

岡製糸場と絹産
業遺産群」とそ
の関連施設を有
する、群馬県と
埼玉県にまたが
る7市町（下仁田
町、富岡市、藤岡

市、伊勢崎市、本庄市、深谷市、熊谷市）が連携して
推進する。世界遺産を中心に点在する絹遺産群や
周辺の産業遺産を生かした、広域的な観光振興に
向けて、日本版DMO候補法人の特定非営利活動
法人NPO産業観光学習館とともに取り組んでいる。

盲目の国学者 塙保己一 生誕の地
盲目の国学者 塙保己一は、「群書類従」の編さ

んなど多くの功績を残した郷土の偉人である。
江戸時代の後期1746（延享3）年、現在の本庄

市児玉町保木野に生まれた保己一は、7歳の時に
病気のため失明したが、15歳の時に江戸に出て学
問の道に進んだ。34歳の時“世のため、後のため”
に「群書類従」の編さんを決意し、40数年の年月
をかけて、散逸の恐れがあった古代以来の貴重な
文献を収集・整理し、666冊の一大叢書「群書類
従」を完成させた。48歳の時には国学の研究の場
として「和学講談所」を創設し、国学の発展に大き
な業績を残した。
市では平成27年7月、保己一の残した偉業を紹

介する「塙保己一記念館」をリニューアルオープン。
保己一の遺品や関係資料を展示し、その功績を広
く紹介している。没後195年に当たる昨年3月には、
15歳で江戸に旅立った保己一少年の旅姿の銅像
が、「総検校塙保己一先生遺徳顕彰会」により、本
庄早稲田駅北口広場に建立され、市の新たなシン
ボルとなっている。 （樋口広治）
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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

78,764人

33,655世帯

46.6歳

89.69k㎡

148所

3,460.9億円

632店

4,522.0億円

56.0％
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市町村名 市町村名 市町村名

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

ときがわ町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴ヶ島 市

日 高 市

吉 川 市

ふじみ野市

白 岡 市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

さいたま市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

新設住宅着工戸数

資料：国土交通省「住宅着工統計」

平成28年度
（戸）

前年度比
（％）

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

平成27年度
（戸）

12,761

2,726

1,282

5,267

558

359

2,104

534

776

443

773

1,751

1,064

403

837

970

1,596

1,839

3,510

582

1,051

903

6.2

20.5

8.8

4.2

▲ 31.5

▲ 22.6

33.1

13.5

11.5

24.8

32.9

▲ 12.6

▲ 18.6

▲ 23.8

▲ 2.7

4.4

3.6

53.5

▲ 12.6

87.1

▲ 10.9

5.2

平成28年度
（戸）

前年度比
（％）

前年度比
（％）

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

平成27年度
（戸）

988

474

746

1,226

507

842

304

1,240

874

1,389

378

819

269

368

251

1,009

773

355

54,901

278

168

166

▲ 0.2

13.9

▲ 10.6

▲ 12.4

3.0

24.2

9.9

88.9

0.8

27.8

18.5

▲ 15.4

▲ 26.0

45.1

29.1

▲ 51.2

8.9

29.6

8.3

1.1

58.9

▲ 13.3

平成28年度
（戸）

41

192

88

90

44

65

51

28
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42

33

23

1
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62

196

141

289

160

175

2,521

61,962

平成27年度
（戸）

51

218

66

85

88

56

49

30

36

35

34

40

0

47

48

130

156

338

217

120

2,456

57,357

▲ 19.6

▲ 11.9

33.3

5.9

▲ 50.0

16.1

4.1

▲ 6.7

▲ 33.3

20.0

▲ 2.9

▲ 42.5

-

78.7

29.2

50.8

▲ 9.6

▲ 14.5

▲ 26.3

45.8

2.6

8.0

のち


