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自治体におけるSDGsへの取組～地域の社会的課題を考えるシリーズ

彩論  埼玉労働局長 荒木 祥一 氏
 労働時間の把握の必要性

ズームアップ  株式会社ビデオソニック
地域研究レポート  

SDGsの自治体への導入の必要性
調査①  埼玉県経済の現状と先行き
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調査②  埼玉県の地価動向（2018年地価公示）
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ズ ー ムアップ

「これまで当社の主力事業は映像でしたが、数年
前から“感動創造・想い出づくりの会社”になるべくシ
フトしています」（阿嶋伸栄CEO）
ウェディングの映像撮影や企業向けの映像等、さ

まざまなジャンルの映像制作を手がける株式会社ビ
デオソニック。同社は東北から沖縄まで、全国に21も
の営業所を持つ。同社のように全国に事業所を展開
する映像制作会社は数少ないという。　
売り上げの8割は、ブライダル関連。そのうち半分

がウェディングの映像制作であり、もう半分が平成
25（2013）年に新たにスタートさせたレストランウェ
ディング、「アルタビスタガーデン」事業によるもので
ある。
「映像だけが想い出に残るものとは限りません。ふ
たりで食事をしたワンシーンが、『心に残るのか、写真
に残るのか、メディアに残るのか』の違いなのです。
大切なのは、その空間や雰囲気を生み出すために、
その前段階から一緒になって創り上げていこうとい
うことです」
冒頭の“感動創造・想い出づくりの会社”の真意が

ここにある。

で独自につくっています。ご親族の方々に直接お話を
うかがって想いを共有して原稿を起こし、お写真と一
緒に葬儀の際に流すのです。故人様の想い出の映
像によって、参列者の気持ちがつながれば……と思
いました」
慶事と違い弔事は突然のため、スピードが勝負と

なる。急ぎの場合、翌日に納品となることもある。しか
し、そこですべてを自前で動かす同社の機動力の高
さが発揮される。「大変ですけれど、すごく喜んでくだ
さるので、励みになります」と阿嶋社長は語る。

この春、同社は新たなサービスを始めた。スマート
フォンやタブレットで残す次世代型の家族アルバム
「KAHOH」だ。これは、結婚式で撮影した写真と動
画をメディアで納品するのではなく、クラウドにアップ
するというもの。
さらに、そこには家族や友人が撮影した写真もアッ
プしてシェアすることができ、このサービスを契約し
たカップルは、いつでも自由に写真や動画が見られる
という。また、その後の人生の写真と動画もアップす
ることができるため、クラウド内に自分専用の家族ア
ルバムがつくれるというまさに家宝と呼べるサービス
だ。将来は会社向けの“社宝”というサービスも考え
ていると語る阿嶋社長。さて、気になる今後について、
どのような事業展開を考えているのか尋ねると―。
「当社がキーとなって、放送局でもソーシャルネット
ワーキングサービスでもない、当社独自の全国ネット
ワークで『つなげる・つながる価値』を訴求できる
サービスができたら」
ブライダル映像からレストランウェディング、フュー
ネラル、飲食、そしてコンテンツサービスと、着実に想
い出づくりの足場を固めている同社。将来、「ビデオ
ソニックって、あのサービスを提供している会社ね」
と、認識されるまでに育てたいと語った阿嶋社長。そ
の日はそう遠くない未来に訪れるに違いない。

「大手電機メーカーの営業時代、会社の看板で仕事
させてもらっていたことを痛感した」という。その後、
当たっては砕けの営業を何度も繰り返し、ようやく１
件「もう一度話を聞きたい」という連絡が入った。
「頑張ればちゃんと話を聞いてくれる、あきらめな
ければ結果はついてくるんだと思いました」
2代目社長で再スタートした同社の新たな歴史が、

ここから始まった。

1件2件と地道に結婚式場から受注し、実績を積ん
でいた同社に転機が訪れたのは、とある結婚式場の
ブライダルフェアに出展した時のこと。そこで、年間
何百件もの結婚式映像を手がける他社ブースの来
場者を奪い、同社ブースが人だかりの山となった。
理由は、映像の斬新さにあった。
「今は映画のように1カット1カットの表情や場の雰
囲気を音楽の抑揚に合わせて編集するのが主流で
すが、当時は単純に収録したものをそのままつないで
納品するだけ。言い換えればビデオ機器のハード先
行で、単に画質のきれいさをつくり手が競っていた頃
だったのかもしれませんね、今思えば。当社は、より一
層新郎新婦様に喜んでいただけることを一番に、表
情やシーン選択にとことんこだわって、ある意味おふ
たりの映画を創り上げたのです。それが画期的だっ
たようです」
当時はまだ珍しかった当日編集、当日上映のエンド

ロールも、先駆けて積極的に取り組んだ。それまで単
に結婚式の記録として残すために撮影されていた映
像を、同社は人生最高のドラマとして残す映像へと
変えたのだ。この斬新な映像制作は結婚式場や挙
式予定カップルの心をつかみ、同社の評判は広がっ
ていった。
その後受注は増え、それに伴って人材を増やして
いく。外部のカメラマンに向けては、撮影技術を標準
化するために基本的な撮影ノウハウをマニュアル化。

映像事業からスタートしてレストランウェディング、飲食等
幅広い分野で“想い出づくり”に特化したサービスを提供
ウェディングを主軸に映像制作を行うビデオソニック。近年は映像という枠にとどまらず、ウェディング、レストランや
飲食事業等にもチャレンジしている。記憶（想い出）と記録（写真・映像）に関する革新的なサービスを提供し、将来は
各拠点をつなげて独自の全国ネットワークで“感動創造・想い出づくり”ビジネスを展開していくという未来予想図を
描く。

株式会社ビデオソニック

撮影を習得してもらう研修センター（模擬会場）も用
意し、それによって映像クオリティーも担保。社内の
事務作業や映像管理法も徹底的にマニュアル化し
て、スタッフのパフォーマンスを上げる仕組みもつくっ
た。こうした徹底した効率化によって、他社と比べて
制作コストを下げることに成功。また、収録データの
管理、編集、チェック、梱包・発送まですべて自前で行
い、短納期に対応できるスピードも確保。これで“安
心、質が高い、納得価格”を実現した。そうして実績
を積みあげた同社は、各地に進出していった。

平成25年、同社はさいたま市にレストランウェディ
ング「アルタビスタガーデン」を開業する。
「それまでカメラファインダーを通した結婚式を見
ていたのですが、リアルの結婚式をもっと知りたいと
思ったのです」
同施設のパーティー会場は3つ。プール付きの庭

のある緑豊かな自然が味わえる “ガーデンスイート”、
ライブキッチンから運ばれるできたての料理でおもて
なしをする“メインダイニング”、少人数のパーティー
にも対応できる“テラス”だ。そして、挙式だけでなく

音楽会や式典にも利用できる“サルビア記念堂”と、
閑静な場所で大切な“ヒト”と大切な時間を楽しめる
空間になっている。地元を中心としてゲストにも喜ば
れ、今年で丸５年を迎える同施設は、今では、式を挙
げたカップルの口コミが埼玉県上位。それもPRと
なって挙式組数を年々押し上げている。
そして現在、阿嶋社長の頭の中には、これまでにな
い挙式・披露宴のアイデアがある。
「現況として、籍だけ入れて結婚式を挙げない、い
わゆる『ナシ婚』がおおよそ50％とも言われています。

どうにか良き日本の文化とも言える結婚式を挙げて
いただきたいという想いで、いくつかの構想を描いて
います」
これまでの常識にとらわれない革新的な発想で、
挙式カップルそしてゲストの想い出に残るブライダル
サービスの開発に挑戦し続けている。

同社は平成26年、想い出づくり企業として活躍の
場を広げ、フューネラル(葬儀)事業部を発足させた。
「この事業では、故人様の“想い出の映像”を当社

●代 表 者 代表取締役CEO　阿嶋 伸栄
●設　　立 昭和47年2月
●資 本 金 2,000万円
●従業員数 社員・契約社員／210名、アルバイト／127名、専属契約カメラマン／265名
●事業内容 各種映像ソフトの企画・制作業務、映像演出・中継業務、放送・業務用映像関連機器の販売、
 放送・業務用映像関連機器レンタル、ブライダルの演出に関する業務、ビデオ撮影・写真撮影等、
 ウェブサービス、レストランウェディング、飲食事業
●所 在 地 〒337-0053 さいたま市見沼区大和田町2-1260
 TEL 048-688-2424　FAX 048-688-2324
●U R L http://www.videosonic.co.jp/

代表取締役CEO　阿嶋 伸栄氏

同社の始まりは昭和47(1972)年。現社長の父が
興し、段ボール製造事業として産声を上げた。やが
て、ブライダルビジネスの隆盛に合わせるように、創
業者自身がかねてから得意としていた映像事業をス
タート。ブライダル市場に踏み込んだ。
「私は大手電機メーカーで営業をしていたのです
が、父を手伝うべく家業に就きました。でも、難しい仕
事は父に任せて、自分はプラプラとやりたい仕事だ
けをのんびりこなしていましたね (笑)」
実質、創業者一人で会社を切り盛りしていた状況

が続き、やがて経営は悪化。そして立ち行かなくなり、
そこで、ようやく眠れる獅子が目を覚ます。現社長自
ら2代目を承継し、会社を立て直す決意を固めたのだ。
「自分が社長になることでようやく火が付きました。
そして、お金をかき集めて自社ビルを建て、これを回
収するぞという思いで、そこから走り出しました」
単身地方に出向き、ビジネスホテルに宿泊して契
約を取るまで帰らないという不退転の決意で臨むの
だが、結婚式場に飛び込み営業を行うもけんもほろろ。

埼玉労働局長
荒木 祥一氏

全国的に見て、埼玉県の労働時間は長いのか。 

毎月勤労統計調査によると、平成２８年の年間総

労働時間は１,６４２時間、短い方から数えて、奈良

県、兵庫県に次いで、全国第３位である。この

データからは、埼玉県は時短の先進県に見える。

しかし、パートタイム労働者を含んだ平均値なの

で、注意が必要だ。一般労働者に限ると、２,０３６

時間、第２２位に下がる。全国平均より１２時間長

い。理由は定かでない。中小・零細企業が多いこ

とや、受注企業が多く、納期にゆとりがないことの

影響かもしれない。

人手不足の中、時間外労働を減らすのは、経営

者にとって、悩ましい課題だ。そんな経営者の方々

に、残業を減らす一つの方法として、労働時間の把

握をお勧めしたい。

フルタイム正社員を対象としたアンケート調査に

よると、労働時間が「全く把握されていない」場合

に比べて、「正確に把握されている」、「概ね正確に

把握されている」方が週の労働時間は短く、逆に年

休の取得日数は増える傾向がある（平成２７年度厚

生労働省委託調査）。労働時間を正確に把握する

ことは、「残業時間の減少」、「年休取得日数の増

加」に資することが示唆される。

通常国会では、働き方改革関連法案が6月

19日現在、審議中だ。同法案の主な内容は、長

時間労働の是正のため、時間外労働の上限を

罰則付きで設けることや、雇用形態にかかわら

ない公正な待遇の確保のため、非正規労働者と

正規労働者との不合理な待遇格差を解消する

ための規定の整備である。労働者の健康確保

のため、労働時間の状況把握を法律上の義務

とする規定も盛り込まれた。

平成２９年度の県内の有効求人倍率（受理地

別）は、１.２６倍、８年連続で上昇した。２年連続での

１倍超えは、昭和６３年度から４年間のバブル期以

来だ。ただ、県内ハローワークのデータによると、完

全週休２日制の企業には、多くの方が採用面接に

応募し、必要な人材を確保できている。

埼玉労働局は、昨年３月以降、埼玉りそな銀行、

武蔵野銀行、彩の国４信用金庫と包括連携協定を

結び、県内企業の働き方改革の支援を開始した。

更に、この４月からワンストップで相談できる「埼玉

働き方改革推進支援センター」を設けた。同支援

センターでは、特に中小・零細企業を対象に、働き

方改革の進め方について、セミナーの開催や個別

相談などを無料で行っている。

P.F.ドラッカーは、「時間を記録する、整理する、

まとめるの三段階にわたるプロセスが、成果をあげ

るための時間管理の基本となる」と述べた。成果を

上げるための第一歩は、時間の使い方を記録する

ことである。

労働時間の把握をはじめ、県内企業が働き方改

革に前向きに取り組んでくださるよう、同支援セン

ターのご利用をお願いしたい。

自社ビルを建てて第2創業

労働時間の把握の必要性
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「これまで当社の主力事業は映像でしたが、数年
前から“感動創造・想い出づくりの会社”になるべくシ
フトしています」（阿嶋伸栄CEO）
ウェディングの映像撮影や企業向けの映像等、さ

まざまなジャンルの映像制作を手がける株式会社ビ
デオソニック。同社は東北から沖縄まで、全国に21も
の営業所を持つ。同社のように全国に事業所を展開
する映像制作会社は数少ないという。　
売り上げの8割は、ブライダル関連。そのうち半分

がウェディングの映像制作であり、もう半分が平成
25（2013）年に新たにスタートさせたレストランウェ
ディング、「アルタビスタガーデン」事業によるもので
ある。
「映像だけが想い出に残るものとは限りません。ふ
たりで食事をしたワンシーンが、『心に残るのか、写真
に残るのか、メディアに残るのか』の違いなのです。
大切なのは、その空間や雰囲気を生み出すために、
その前段階から一緒になって創り上げていこうとい
うことです」
冒頭の“感動創造・想い出づくりの会社”の真意が

ここにある。

で独自につくっています。ご親族の方々に直接お話を
うかがって想いを共有して原稿を起こし、お写真と一
緒に葬儀の際に流すのです。故人様の想い出の映
像によって、参列者の気持ちがつながれば……と思
いました」
慶事と違い弔事は突然のため、スピードが勝負と

なる。急ぎの場合、翌日に納品となることもある。しか
し、そこですべてを自前で動かす同社の機動力の高
さが発揮される。「大変ですけれど、すごく喜んでくだ
さるので、励みになります」と阿嶋社長は語る。

この春、同社は新たなサービスを始めた。スマート
フォンやタブレットで残す次世代型の家族アルバム
「KAHOH」だ。これは、結婚式で撮影した写真と動
画をメディアで納品するのではなく、クラウドにアップ
するというもの。
さらに、そこには家族や友人が撮影した写真もアッ
プしてシェアすることができ、このサービスを契約し
たカップルは、いつでも自由に写真や動画が見られる
という。また、その後の人生の写真と動画もアップす
ることができるため、クラウド内に自分専用の家族ア
ルバムがつくれるというまさに家宝と呼べるサービス
だ。将来は会社向けの“社宝”というサービスも考え
ていると語る阿嶋社長。さて、気になる今後について、
どのような事業展開を考えているのか尋ねると―。
「当社がキーとなって、放送局でもソーシャルネット
ワーキングサービスでもない、当社独自の全国ネット
ワークで『つなげる・つながる価値』を訴求できる
サービスができたら」
ブライダル映像からレストランウェディング、フュー
ネラル、飲食、そしてコンテンツサービスと、着実に想
い出づくりの足場を固めている同社。将来、「ビデオ
ソニックって、あのサービスを提供している会社ね」
と、認識されるまでに育てたいと語った阿嶋社長。そ
の日はそう遠くない未来に訪れるに違いない。

「大手電機メーカーの営業時代、会社の看板で仕事
させてもらっていたことを痛感した」という。その後、
当たっては砕けの営業を何度も繰り返し、ようやく１
件「もう一度話を聞きたい」という連絡が入った。
「頑張ればちゃんと話を聞いてくれる、あきらめな
ければ結果はついてくるんだと思いました」
2代目社長で再スタートした同社の新たな歴史が、

ここから始まった。

1件2件と地道に結婚式場から受注し、実績を積ん
でいた同社に転機が訪れたのは、とある結婚式場の
ブライダルフェアに出展した時のこと。そこで、年間
何百件もの結婚式映像を手がける他社ブースの来
場者を奪い、同社ブースが人だかりの山となった。
理由は、映像の斬新さにあった。
「今は映画のように1カット1カットの表情や場の雰
囲気を音楽の抑揚に合わせて編集するのが主流で
すが、当時は単純に収録したものをそのままつないで
納品するだけ。言い換えればビデオ機器のハード先
行で、単に画質のきれいさをつくり手が競っていた頃
だったのかもしれませんね、今思えば。当社は、より一
層新郎新婦様に喜んでいただけることを一番に、表
情やシーン選択にとことんこだわって、ある意味おふ
たりの映画を創り上げたのです。それが画期的だっ
たようです」
当時はまだ珍しかった当日編集、当日上映のエンド

ロールも、先駆けて積極的に取り組んだ。それまで単
に結婚式の記録として残すために撮影されていた映
像を、同社は人生最高のドラマとして残す映像へと
変えたのだ。この斬新な映像制作は結婚式場や挙
式予定カップルの心をつかみ、同社の評判は広がっ
ていった。
その後受注は増え、それに伴って人材を増やして
いく。外部のカメラマンに向けては、撮影技術を標準
化するために基本的な撮影ノウハウをマニュアル化。

映像事業からスタートしてレストランウェディング、飲食等
幅広い分野で“想い出づくり”に特化したサービスを提供
ウェディングを主軸に映像制作を行うビデオソニック。近年は映像という枠にとどまらず、ウェディング、レストランや
飲食事業等にもチャレンジしている。記憶（想い出）と記録（写真・映像）に関する革新的なサービスを提供し、将来は
各拠点をつなげて独自の全国ネットワークで“感動創造・想い出づくり”ビジネスを展開していくという未来予想図を
描く。

株式会社ビデオソニック

撮影を習得してもらう研修センター（模擬会場）も用
意し、それによって映像クオリティーも担保。社内の
事務作業や映像管理法も徹底的にマニュアル化し
て、スタッフのパフォーマンスを上げる仕組みもつくっ
た。こうした徹底した効率化によって、他社と比べて
制作コストを下げることに成功。また、収録データの
管理、編集、チェック、梱包・発送まですべて自前で行
い、短納期に対応できるスピードも確保。これで“安
心、質が高い、納得価格”を実現した。そうして実績
を積みあげた同社は、各地に進出していった。

平成25年、同社はさいたま市にレストランウェディ
ング「アルタビスタガーデン」を開業する。
「それまでカメラファインダーを通した結婚式を見
ていたのですが、リアルの結婚式をもっと知りたいと
思ったのです」
同施設のパーティー会場は3つ。プール付きの庭

のある緑豊かな自然が味わえる “ガーデンスイート”、
ライブキッチンから運ばれるできたての料理でおもて
なしをする“メインダイニング”、少人数のパーティー
にも対応できる“テラス”だ。そして、挙式だけでなく

音楽会や式典にも利用できる“サルビア記念堂”と、
閑静な場所で大切な“ヒト”と大切な時間を楽しめる
空間になっている。地元を中心としてゲストにも喜ば
れ、今年で丸５年を迎える同施設は、今では、式を挙
げたカップルの口コミが埼玉県上位。それもPRと
なって挙式組数を年々押し上げている。
そして現在、阿嶋社長の頭の中には、これまでにな
い挙式・披露宴のアイデアがある。
「現況として、籍だけ入れて結婚式を挙げない、い
わゆる『ナシ婚』がおおよそ50％とも言われています。

どうにか良き日本の文化とも言える結婚式を挙げて
いただきたいという想いで、いくつかの構想を描いて
います」
これまでの常識にとらわれない革新的な発想で、
挙式カップルそしてゲストの想い出に残るブライダル
サービスの開発に挑戦し続けている。

同社は平成26年、想い出づくり企業として活躍の
場を広げ、フューネラル(葬儀)事業部を発足させた。
「この事業では、故人様の“想い出の映像”を当社

●代 表 者 代表取締役CEO　阿嶋 伸栄
●設　　立 昭和47年2月
●資 本 金 2,000万円
●従業員数 社員・契約社員／210名、アルバイト／127名、専属契約カメラマン／265名
●事業内容 各種映像ソフトの企画・制作業務、映像演出・中継業務、放送・業務用映像関連機器の販売、
 放送・業務用映像関連機器レンタル、ブライダルの演出に関する業務、ビデオ撮影・写真撮影等、
 ウェブサービス、レストランウェディング、飲食事業
●所 在 地 〒337-0053 さいたま市見沼区大和田町2-1260
 TEL 048-688-2424　FAX 048-688-2324
●U R L http://www.videosonic.co.jp/

代表取締役CEO　阿嶋 伸栄氏

同社の始まりは昭和47(1972)年。現社長の父が
興し、段ボール製造事業として産声を上げた。やが
て、ブライダルビジネスの隆盛に合わせるように、創
業者自身がかねてから得意としていた映像事業をス
タート。ブライダル市場に踏み込んだ。
「私は大手電機メーカーで営業をしていたのです
が、父を手伝うべく家業に就きました。でも、難しい仕
事は父に任せて、自分はプラプラとやりたい仕事だ
けをのんびりこなしていましたね (笑)」
実質、創業者一人で会社を切り盛りしていた状況

が続き、やがて経営は悪化。そして立ち行かなくなり、
そこで、ようやく眠れる獅子が目を覚ます。現社長自
ら2代目を承継し、会社を立て直す決意を固めたのだ。
「自分が社長になることでようやく火が付きました。
そして、お金をかき集めて自社ビルを建て、これを回
収するぞという思いで、そこから走り出しました」
単身地方に出向き、ビジネスホテルに宿泊して契
約を取るまで帰らないという不退転の決意で臨むの
だが、結婚式場に飛び込み営業を行うもけんもほろろ。

埼玉労働局長
荒木 祥一氏
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「これまで当社の主力事業は映像でしたが、数年
前から“感動創造・想い出づくりの会社”になるべくシ
フトしています」（阿嶋伸栄CEO）
ウェディングの映像撮影や企業向けの映像等、さ

まざまなジャンルの映像制作を手がける株式会社ビ
デオソニック。同社は東北から沖縄まで、全国に21も
の営業所を持つ。同社のように全国に事業所を展開
する映像制作会社は数少ないという。　
売り上げの8割は、ブライダル関連。そのうち半分

がウェディングの映像制作であり、もう半分が平成
25（2013）年に新たにスタートさせたレストランウェ
ディング、「アルタビスタガーデン」事業によるもので
ある。
「映像だけが想い出に残るものとは限りません。ふ
たりで食事をしたワンシーンが、『心に残るのか、写真
に残るのか、メディアに残るのか』の違いなのです。
大切なのは、その空間や雰囲気を生み出すために、
その前段階から一緒になって創り上げていこうとい
うことです」
冒頭の“感動創造・想い出づくりの会社”の真意が

ここにある。

で独自につくっています。ご親族の方々に直接お話を
うかがって想いを共有して原稿を起こし、お写真と一
緒に葬儀の際に流すのです。故人様の想い出の映
像によって、参列者の気持ちがつながれば……と思
いました」
慶事と違い弔事は突然のため、スピードが勝負と

なる。急ぎの場合、翌日に納品となることもある。しか
し、そこですべてを自前で動かす同社の機動力の高
さが発揮される。「大変ですけれど、すごく喜んでくだ
さるので、励みになります」と阿嶋社長は語る。

この春、同社は新たなサービスを始めた。スマート
フォンやタブレットで残す次世代型の家族アルバム
「KAHOH」だ。これは、結婚式で撮影した写真と動
画をメディアで納品するのではなく、クラウドにアップ
するというもの。
さらに、そこには家族や友人が撮影した写真もアッ
プしてシェアすることができ、このサービスを契約し
たカップルは、いつでも自由に写真や動画が見られる
という。また、その後の人生の写真と動画もアップす
ることができるため、クラウド内に自分専用の家族ア
ルバムがつくれるというまさに家宝と呼べるサービス
だ。将来は会社向けの“社宝”というサービスも考え
ていると語る阿嶋社長。さて、気になる今後について、
どのような事業展開を考えているのか尋ねると―。
「当社がキーとなって、放送局でもソーシャルネット
ワーキングサービスでもない、当社独自の全国ネット
ワークで『つなげる・つながる価値』を訴求できる
サービスができたら」
ブライダル映像からレストランウェディング、フュー
ネラル、飲食、そしてコンテンツサービスと、着実に想
い出づくりの足場を固めている同社。将来、「ビデオ
ソニックって、あのサービスを提供している会社ね」
と、認識されるまでに育てたいと語った阿嶋社長。そ
の日はそう遠くない未来に訪れるに違いない。

「大手電機メーカーの営業時代、会社の看板で仕事
させてもらっていたことを痛感した」という。その後、
当たっては砕けの営業を何度も繰り返し、ようやく１
件「もう一度話を聞きたい」という連絡が入った。
「頑張ればちゃんと話を聞いてくれる、あきらめな
ければ結果はついてくるんだと思いました」
2代目社長で再スタートした同社の新たな歴史が、

ここから始まった。

1件2件と地道に結婚式場から受注し、実績を積ん
でいた同社に転機が訪れたのは、とある結婚式場の
ブライダルフェアに出展した時のこと。そこで、年間
何百件もの結婚式映像を手がける他社ブースの来
場者を奪い、同社ブースが人だかりの山となった。
理由は、映像の斬新さにあった。
「今は映画のように1カット1カットの表情や場の雰
囲気を音楽の抑揚に合わせて編集するのが主流で
すが、当時は単純に収録したものをそのままつないで
納品するだけ。言い換えればビデオ機器のハード先
行で、単に画質のきれいさをつくり手が競っていた頃
だったのかもしれませんね、今思えば。当社は、より一
層新郎新婦様に喜んでいただけることを一番に、表
情やシーン選択にとことんこだわって、ある意味おふ
たりの映画を創り上げたのです。それが画期的だっ
たようです」
当時はまだ珍しかった当日編集、当日上映のエンド

ロールも、先駆けて積極的に取り組んだ。それまで単
に結婚式の記録として残すために撮影されていた映
像を、同社は人生最高のドラマとして残す映像へと
変えたのだ。この斬新な映像制作は結婚式場や挙
式予定カップルの心をつかみ、同社の評判は広がっ
ていった。
その後受注は増え、それに伴って人材を増やして
いく。外部のカメラマンに向けては、撮影技術を標準
化するために基本的な撮影ノウハウをマニュアル化。

新たに次世代アルバムサービス開始

株式会社ビデオソニックZOOM UP

撮影を習得してもらう研修センター（模擬会場）も用
意し、それによって映像クオリティーも担保。社内の
事務作業や映像管理法も徹底的にマニュアル化し
て、スタッフのパフォーマンスを上げる仕組みもつくっ
た。こうした徹底した効率化によって、他社と比べて
制作コストを下げることに成功。また、収録データの
管理、編集、チェック、梱包・発送まですべて自前で行
い、短納期に対応できるスピードも確保。これで“安
心、質が高い、納得価格”を実現した。そうして実績
を積みあげた同社は、各地に進出していった。

平成25年、同社はさいたま市にレストランウェディ
ング「アルタビスタガーデン」を開業する。
「それまでカメラファインダーを通した結婚式を見
ていたのですが、リアルの結婚式をもっと知りたいと
思ったのです」
同施設のパーティー会場は3つ。プール付きの庭

のある緑豊かな自然が味わえる “ガーデンスイート”、
ライブキッチンから運ばれるできたての料理でおもて
なしをする“メインダイニング”、少人数のパーティー
にも対応できる“テラス”だ。そして、挙式だけでなく

音楽会や式典にも利用できる“サルビア記念堂”と、
閑静な場所で大切な“ヒト”と大切な時間を楽しめる
空間になっている。地元を中心としてゲストにも喜ば
れ、今年で丸５年を迎える同施設は、今では、式を挙
げたカップルの口コミが埼玉県上位。それもPRと
なって挙式組数を年々押し上げている。
そして現在、阿嶋社長の頭の中には、これまでにな
い挙式・披露宴のアイデアがある。
「現況として、籍だけ入れて結婚式を挙げない、い
わゆる『ナシ婚』がおおよそ50％とも言われています。

どうにか良き日本の文化とも言える結婚式を挙げて
いただきたいという想いで、いくつかの構想を描いて
います」
これまでの常識にとらわれない革新的な発想で、
挙式カップルそしてゲストの想い出に残るブライダル
サービスの開発に挑戦し続けている。

同社は平成26年、想い出づくり企業として活躍の
場を広げ、フューネラル(葬儀)事業部を発足させた。
「この事業では、故人様の“想い出の映像”を当社

同社の始まりは昭和47(1972)年。現社長の父が
興し、段ボール製造事業として産声を上げた。やが
て、ブライダルビジネスの隆盛に合わせるように、創
業者自身がかねてから得意としていた映像事業をス
タート。ブライダル市場に踏み込んだ。
「私は大手電機メーカーで営業をしていたのです
が、父を手伝うべく家業に就きました。でも、難しい仕
事は父に任せて、自分はプラプラとやりたい仕事だ
けをのんびりこなしていましたね (笑)」
実質、創業者一人で会社を切り盛りしていた状況

が続き、やがて経営は悪化。そして立ち行かなくなり、
そこで、ようやく眠れる獅子が目を覚ます。現社長自
ら2代目を承継し、会社を立て直す決意を固めたのだ。
「自分が社長になることでようやく火が付きました。
そして、お金をかき集めて自社ビルを建て、これを回
収するぞという思いで、そこから走り出しました」
単身地方に出向き、ビジネスホテルに宿泊して契
約を取るまで帰らないという不退転の決意で臨むの
だが、結婚式場に飛び込み営業を行うもけんもほろろ。

革新的な映像技術で注目を集める

レストランウェディング事業を開始

葬儀事業をスタート

披露宴会場「ガーデンスイート」 撮影の様子

撮影するカメラマン 左／披露宴会場「テラス」、右／「メインダイニング」
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「これまで当社の主力事業は映像でしたが、数年
前から“感動創造・想い出づくりの会社”になるべくシ
フトしています」（阿嶋伸栄CEO）
ウェディングの映像撮影や企業向けの映像等、さ

まざまなジャンルの映像制作を手がける株式会社ビ
デオソニック。同社は東北から沖縄まで、全国に21も
の営業所を持つ。同社のように全国に事業所を展開
する映像制作会社は数少ないという。　
売り上げの8割は、ブライダル関連。そのうち半分

がウェディングの映像制作であり、もう半分が平成
25（2013）年に新たにスタートさせたレストランウェ
ディング、「アルタビスタガーデン」事業によるもので
ある。
「映像だけが想い出に残るものとは限りません。ふ
たりで食事をしたワンシーンが、『心に残るのか、写真
に残るのか、メディアに残るのか』の違いなのです。
大切なのは、その空間や雰囲気を生み出すために、
その前段階から一緒になって創り上げていこうとい
うことです」
冒頭の“感動創造・想い出づくりの会社”の真意が

ここにある。

で独自につくっています。ご親族の方々に直接お話を
うかがって想いを共有して原稿を起こし、お写真と一
緒に葬儀の際に流すのです。故人様の想い出の映
像によって、参列者の気持ちがつながれば……と思
いました」
慶事と違い弔事は突然のため、スピードが勝負と

なる。急ぎの場合、翌日に納品となることもある。しか
し、そこですべてを自前で動かす同社の機動力の高
さが発揮される。「大変ですけれど、すごく喜んでくだ
さるので、励みになります」と阿嶋社長は語る。

この春、同社は新たなサービスを始めた。スマート
フォンやタブレットで残す次世代型の家族アルバム
「KAHOH」だ。これは、結婚式で撮影した写真と動
画をメディアで納品するのではなく、クラウドにアップ
するというもの。
さらに、そこには家族や友人が撮影した写真もアッ
プしてシェアすることができ、このサービスを契約し
たカップルは、いつでも自由に写真や動画が見られる
という。また、その後の人生の写真と動画もアップす
ることができるため、クラウド内に自分専用の家族ア
ルバムがつくれるというまさに家宝と呼べるサービス
だ。将来は会社向けの“社宝”というサービスも考え
ていると語る阿嶋社長。さて、気になる今後について、
どのような事業展開を考えているのか尋ねると―。
「当社がキーとなって、放送局でもソーシャルネット
ワーキングサービスでもない、当社独自の全国ネット
ワークで『つなげる・つながる価値』を訴求できる
サービスができたら」
ブライダル映像からレストランウェディング、フュー
ネラル、飲食、そしてコンテンツサービスと、着実に想
い出づくりの足場を固めている同社。将来、「ビデオ
ソニックって、あのサービスを提供している会社ね」
と、認識されるまでに育てたいと語った阿嶋社長。そ
の日はそう遠くない未来に訪れるに違いない。

「大手電機メーカーの営業時代、会社の看板で仕事
させてもらっていたことを痛感した」という。その後、
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ここから始まった。
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けをのんびりこなしていましたね (笑)」
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が続き、やがて経営は悪化。そして立ち行かなくなり、
そこで、ようやく眠れる獅子が目を覚ます。現社長自
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○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店は前年割れを続けたものの、スー
パーが比較的底堅く推移したことから、2017年4～6
月期から2018年1～3月期まで、4四半期連続で前
年を上回った。

2018年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率▲0.6％となった。9四半期ぶりにマイナス
成長となったものの、これには大雪など一時的な要
因が影響しており、わが国の景気は、引き続き緩や
かに回復している。
内訳をみると、生産は緩やかに増加している。雇

用・所得環境の改善が続くなかで、個人消費も持ち
直している。住宅投資はこのところ弱含んでいるも
のの、設備投資が緩やかに増加しており、公共投資
は底堅く推移している。輸出は持ち直している。

埼玉県についても、全国と同様、足元の動きは一
服したものの、景気は引き続き持ち直している。
内訳をみると、生産はこのところ低調に推移して

いるが、雇用・所得環境の改善が続いていることを
受けて、個人消費は緩やかに持ち直している。住宅
投資はこのところ弱い動きが続いており、設備投資
は前年実績を下回っている。公共投資は、ほぼ前年
並みの水準で推移している。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りの低下となった2017年10～12月期に続いて、
1～3月期も低下した。県内の生産は、このところ低
調に推移している。
業種別にみると、輸送機械の生産は2017年7～9

月期に続いて10～12月期も減少していたが、1～3
月期には持ち直した。乗用車の生産は、振れを伴い
ながらも、横ばい圏内で推移している。業務用機械
は、パチンコ、医療用機械器具などを中心に、10～
12月期、1～3月期と続けて減少している。化学につ
いては、化粧品などが堅調で、このところ底堅い動
きが続いている。
〈先行き〉　月次の鉱工業生産指数は、2月に続い
て3月も前月を上回っており、県内の生産は、先行き
緩やかに持ち直しに向かうとみられる。

下回っている。
雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費は緩やかに持ち直している。
〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続いていくと
見込まれることから、消費者マインドも好転を続けよ
う。先行きも個人消費は、緩やかな持ち直しの動き
を続けるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　2018年1～3月期の埼玉県の新設住宅
着工戸数は、前年比▲2.5％と前年を下回り、5四
半期連続の前年割れとなった。低水準で推移する
住宅ローン金利を背景に、2016年頃までは堅調
だった住宅投資だが、建設コスト増加などの影響も
あり、このところ弱い動きが続いている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2018年度上期設備投資計画額
（見込み）については、前年比+15.8％と前年を上
回る見込みになっている。製造業は同+10.8％、非
製造業は同+19.4％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2017年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲0.8％となった。年度当初は、前年実
績を大きく下回る時期もあったが、2017年の後半
にかけて公共工事が盛り返し、最終的には、ほぼ前
年並みの水準となった。発注者別では、市町村（前
年比＋16.3％）と地方公社（同＋103.3％）は前年を
上回ったものの、国（同▲8.2％）と県（同▲15.2％）
が前年を下回った。2018年4～5月の公共工事請
負金額の累計は、前年を15.3％上回っている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2018年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.29倍に達した。全国
の有効求人倍率1.59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1.48倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

ドラッグストアの販売額は、引き続き底堅く推移し
ており、低調だったホームセンターにも、足元で持ち
直しの動きがみられる。家電量販店は4Kテレビな
どの売れ行きが好調なことを受けて、前年を上回っ
ている。コンビニエンスストアについても、堅調な動
きが続いている。
一方、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2017年7～9月期まで、6四半期連続で前年を上
回っていたが、それまでの高い伸びの反動もあり、
10～12月期、1～3月期と、2四半期連続で前年を

マンション価格上昇に伴う販売の落ち込みを受けて、
埼玉県内のマンション発売戸数は減少を続けてい
たが、足元で若干持ち直している。
〈先行き〉　住宅ローン金利は引き続き低水準で推
移するとみられるものの、貸家ブームが一段落した
ことなどもあって、今後も、住宅投資はやや弱めの
推移を続けよう。
○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2017年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲7.6％となり、県
内の設備投資は前年実績を下回った。業種別では、
製造業が同▲9.8％、非製造業が同▲6.3％だった。
2017年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲6.9％と前年実
績を下回っている。

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、2017年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.3％と2年連続で前年
を上回ったのに続き、2017年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と5年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。
〈先行き〉　埼玉県内企業の2018年経営見通し（当
財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項とし
て、人手不足をあげる企業が2年連続で最も多かっ
た。県内の雇用環境は、改善を続けるとみられる。
また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、2018年度に正社員の賃上げを行うと回答し
た企業の割合は6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年連続で前年を上回っ
た。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。

内訳をみると、持家は、2018年1～3月期まで4四
半期連続で前年割れとなるなど、弱い動きが続いて
いる。分譲については、2017年10～12月期に4四
半期ぶりに前年を上回ったものの、1～3月期はふた
たび前年割れとなった。このところマンションが前年
を上回る一方で、比較的堅調だった戸建が減速し
ている。相続税対策狙いの賃貸アパートなどが高い
伸びを続けていた貸家は弱含みとなっており、貸家
ブームは一段落したようだ。
また、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は、2018年1～3月期に前年
比＋2.0％となり、2四半期連続で前年を上回った。

先行きの埼玉県経済については、住宅投資はや
や弱めの推移を続けるものの、設備投資と公共投
資が前年を上回るなか、雇用・所得環境の改善を受
けて、個人消費は緩やかな持ち直しの動きを続ける
とみられる。埼玉県の景気は引き続き持ち直してい
くとみられる。
内訳をみると、生産は、先行き緩やかに持ち直し

に向かうとみられる。
人手不足を経営上の懸念事項としてあげる企業

が多いことなどから、雇用・所得環境は今後も改善
を続けるとみられ、これを受けて消費者マインドも好
転を続けよう。個人消費は、緩やかな持ち直しの動
きを続けるとみられる。
住宅ローン金利は引き続き低水準で推移すると

みられるものの、貸家ブームが一段落したことなど
もあって、今後も、住宅投資はやや弱めの推移を続
けるとみられる。
設備投資は、製造業、非製造業ともに前年を上回

ると見込まれている。この結果、全体でみても、設備
投資は前年を上回るとみられる。公共投資も、前年
を上回る見込みである。　
ただし、米国の通商政策や、イランや北朝鮮をめ

ぐる動きなど、海外経済を取り巻く環境が一層不透
明感を増しており、その動向には充分留意していく
必要がある。 （井上博夫）

〈先行き〉　埼玉県と県公営企業の2018年度当初
予算をみると、県の投資的経費は前年を上回るも
のの、県立循環器・呼吸器病センターの整備終了
等に伴って、県病院事業建設改良費が減少するこ
とから、両者の合計は、ほぼ前年並みにとどまる見
込みである。
一方、県内市町村の2018年度当初予算では、投
資的経費はほぼ前年並みながら、さいたま市立病
院の建替え等に伴って、市町村病院事業建設改良
費が前年を大きく上回っている。このため、埼玉県
全体の公共投資は、前年を上回る見込みである。

円卓会議では、日本のSDGsへの取組方針に関
して話し合いが行われ、同年12月に「持続可能な開
発目標（SDGs）実施指針」（以下、実施指針）が採
択された。実施指針においては、「持続可能で強靱、
そして誰一人取り残さない、経済、社会、環境の統
合的向上が実現された未来への先駆者を目指す」
ことがビジョンとして打ち出され、SDGsのゴールと
ターゲットのうち日本として特に注力すべきものとし
て以下の8つの優先課題が掲げられている。

実施方針を踏まえて公表された「SDGsアクショ
ンプラン2018」（2017年12月27日、SDGs推進本
部）には、日本のSDGsモデルの方向性として、以下
の3つが示されている。

地方創生とSDGs推進の基本的考え方
2017年6月、「自治体SDGs推進のための有識
者検討会（事務局：内閣府地方創生推進事務局）」
が設置され、自治体レベルでSDGsに取組むための
方策の検討を行い、同年11月に「地方創生に向け
た自治体SDGs推進のあり方」コンセプト取りまとめ
（以下、自治体コンセプト）が公表された。
自治体コンセプトは、地方創生を、少子高齢化に
歯止めをかけ、地域の人口減少と地域経済の縮小
を克服し、将来にわたって成長力を確保することを
目指すものと位置づけている。その上で、地方が将
来にわたって成長力を確保するには、人々が安心し
て暮らせるような、持続可能なまちづくりと地域活性
化が重要であり、特に、急速な人口減少が進む地域
では、くらしの基盤の維持・再生を図ることが必要で
あるとする。そして、SDGsの17のゴール、169の
ターゲット、進捗状況を測るための約230の指標（達
成度を測定するための評価尺度）を活用することに
より、行政、民間事業者、市民等の異なるステークホ
ルダー（利害関係者）間で地方創生に向けた共通言
語を持つことが可能となり、政策目標の理解が進展
し、自治体業務の合理的な連携の促進が可能とな
る、としている。すなわち、SDGsは、「持続可能なま
ちづくりと地域活性化のための共通言語」であると
位置づけられている。

自治体ＳＧＤｓ先進モデル
2017年6月9日に閣議決定された「まち・ひと・し

ごと創生基本方針2017」においては、自治体におけ
るSDGsの推進に向けた政府による具体的取組とし

主席研究員
萩原 淳司

はじめに
今年度の地域研究レポートは、「自治体における
SDGsへの取組～地域の社会的課題を考える」とし
てSDGsの観点から埼玉県における地域の社会的
課題と解決方法について研究員各自の視点により
考えたい。　
第１回は、SDGsとは何かを概観し、自治体への導
入の必要性について明らかにしたい。

SDGsとは
2015年9月に開催された国連サミットにおいて、

「持続可能な開発のための2030アジェンダ（通称：
2030アジェンダ）」が採択された。この中心にあるの
が、17のゴール、および169のターゲットから構成され
る持続可能な開発目標(Sustainable Development 
Goals、通称SDGs）である。
SDGsは、人類及び地球の持続可能な開発のた

めに取組むべき課題と達成すべき目標（ゴール1
「貧困をなくそう」からゴール17「パートナーシップ

て、自治体に対する普及促進活動の展開、自治体に
よるSDGs達成のためのモデル事例の形成の検討
が盛りこまれた。
具体的には、優れた取組を提案する都市・地域を

「SDGs未来都市」として公募するとともに、先導的
な取組については「自治体SDGsモデル事業」とし
て資金的に支援するとしている（担当部署：内閣府
地方創生推進事務局）。自治体SDGsモデル事業は、
SDGsの理念に沿った統合的取組により、経済・社
会・環境の三側面における新しい価値創出を通して
持続可能な開発を実現するポテンシャルが高い先
導的な取組であって、多様なステークホルダーとの
連携を通し、地域における自律的好循環が見込める
事業とされる。
SDGs未来都市・自治体SDGsモデル事業は、3
年間の事業を想定しており、2018年度は、2018年
2～3月に公募を終え、書類審査・ヒアリングを経て5
～6月に選定、6月に補助金の交付申請、夏頃に交付
を決定するとのスケジュールとなっている。（SDGs
未来都市等募集要領より）

SDGs推進における自治体の役割
モデルとなるような事業に取組む自治体だけでな

く、あらゆる自治体がSDGsを導入し推進することを
求められている。
自治体コンセプトは、「まち・ひと・しごと創生総合
戦略（2016改訂版）」の企画・実行に当たっての基
本方針である「1．従来の政策の検証」を行うことが
重要であり、「2．まち・ひと・しごとの創生に向けた政
策5原則（自立性、将来性、地域性、直接性、結果重
視）」に基づき、「3．国と地方の取組体制とPDCA
の整備」を推進することを自治体行政の基本とすべ
きだ、とする。
その上で、国は、自治体に①SDGsを行政施策の
柱に組み込むこと（自治体行政におけるSDGsの主
流化）、②自治体職員や市民を含む様々なステーク
ホルダーとの連携等を構築すること（SDGs推進体

制の構築）、③SDGsに基づくグローバルな枠組を
通じて一層の地域活性化を図り、地方創生をより効
果的に推進していくこと（地方創生の推進）、④それ
らの取組を国内外へ発信すること（情報発信）を求
めている。

SDGs推進における企業、NPO・NGOの役割
なお、SDGsは、公的セクターだけでなく、企業や
市民活動における取組を促進し、連携を求めている
ことに留意したい。
国連の2030アジェンダには、「今日2030年への
道を歩き出すのはこの『われら人民』である。我々の
旅路は、政府、国会、国連システム、国際機関、地方
政府、先住民、市民社会、ビジネス・民間セクター、科
学者・学会、そしてすべての人々を取り込んでいくも
のである」として、企業、NPO・NGO（非営利団体・
非政府機関）の取組も求めている。
日本の実施指針では、SDGsの達成のためには、
公的セクターのみならず、民間セクターが公的課題
の解決に貢献することが決定的に重要であり、民間
企業（個人事業者も含む）が有する資金や技術を社
会課題の解決に効果的に役立てていくことはSDGs
の達成に向けた鍵である、としている。そして、既に
一部の民間企業がSDGsに社会貢献活動の一環と
して取組むのみならず、SDGsを自らの本業に取り
込み、ビジネスを通じて社会的課題の解決に貢献す
ることに取組むことを政府として歓迎し、今後の
2030アジェンダの実施に際して、先進的な取組を
行っている民間企業等のグッド・プラクティスの共有
や表彰等による奨励策の検討を進め、民間企業と
の更なる連携の強化を図り、さらに、民間企業がイノ
ベーションを生み出すための支援や環境整備に取
組むと述べている。
また、同じく実施指針において、NPO・NGOにつ
いて、2030アジェンダの実施においても、「誰一人
取り残さない」未来を目指すビジョンの実現を目指
す上で、NPO・NGOが果たす役割は極めて大きく、

政府として、NPO・NGOを主要なステークホル
ダーと位置づけ、効果的なNPO・NGOとのパート
ナーシップを一層推進していくとしている。
近年、自治体経営において、行政だけでなく、自治
会・町内会や市民活動団体（NPO・NGO、ボランティ
ア団体）、経済団体・企業などの協働が不可欠となっ
ている。自治体計画の策定・実行にあたっては、行政
評価システムや、KPI（key performance indicator：
重要業績評価指標）などによる客観的な評価の導
入が求められるとともに、行政だけでは実現できな
い産業分野や福祉分野の取組も増えている。共通
言語としてのSDGsのゴール、ターゲット、指標の活
用、様々なステークホルダーとの協働は、そのような
潮流に沿ったものであり、地域全体での積極的な導
入が求められる。

自治体へのSDGsの導入の実際
自治体へのSDGsの導入について、実施指針は、
自治体が既存の各種計画や戦略、方針を策定、改
訂する際に、SDGsの要素を最大限反映することを
奨励している。
自治体コンセプトは、自治体が「総合計画」、「地
方版総合戦略」「環境基本計画」等の各種計画を既
に策定し、具体的な取組を進めていることから、
SDGs導入時には、それらの既存計画とのマッチン
グに留意した上で、SDGsの特徴を生かした政策ビ
ジョンを策定することが必要であるとし、既存政策と
の連携においては、重複回避や効率化の観点から企
画立案・実施のパッケージ化やワンストップ化に配慮
することが効果的としている。また、SDGsで提案さ
れている目標達成に向けた進捗状況を測るための
約230の指標は、グローバルな視点からのもので、わ
が国の状況や自治体にはそぐわない指標も数多く含
まれているため、目標・指標においてもローカライズ
（地域化・現地化）が重要であるとしている。
より具体的な自治体へのSDGs導入のために、一
般財団法人建築環境・省エネルギー機構内に設置

された「自治体SDGs検討小委員会（委員長：村上
周三）」により、「私たちのまちにとってのSDGs（持
続可能な開発目標）－導入のためのガイドライン－」
（2018年3月28日　第二版公表、以下、ガイドライ
ン）も作成されている。
ガイドラインは、誰1人取り残されない包括的なガ
バナンスの重要性や持続可能な都市計画とマネジ
メントの必要性をうたうSDGsの「ゴール11：住み続
けられるまちづくり」が自治体行政と最も関連の強い
ゴールであるが、自治体行政の役割と責務は他の
16ゴールの内容にも深く係わる、とする。
さらに、各自治体の取組は、国の方針を受けて、自
治体行政の責務として推進するSDGsの取組（義務
的・包括的取組）と、それぞれの自治体が固有の条
件を踏まえて推進するSDGsの取組（自主的・選択
的取組）の2つに別れるとする。前者は、国レベル実
施指針と8つの優先課題に対応した各省庁の施策
が策定された後、それに沿って導入の方向が示され
るとしている。

ガイドラインでは、以上のようなSDGsの理解（ス
テップ1）の次に、取組体制（ステップ2）、目標と指標
（ステップ3）、アクションプログラム（ステップ4）、フォ
ローアップ（ステップ5）を「自治体レベルでSDGsに取
組む必要な5つのステップ」として示しており、特に埼
玉県内の自治体を念頭に、詳細を次回、紹介する。

で目標を達成しよう」まで）を掲げ、2030年までに実
行、達成するものとしている。
その中においては、誰一人取り残されない（no 
one will be left behind）包摂的（inclusive）な世
の中を作っていくことが重要であると強調されている。
また、その目標の達成のためには一部の関係者
だけではなく、先進国も含めた、すべての国とすべて
の関係者（all countries and all stakeholders）
が協調的なパートナーシップ（col laborat ive 
partnership）の下でこの行動計画を実行に移して
いく必要があるとされる。
SDGsは、過去に国連で採択されたMDGs

（Millennium Development Goals）策定の際の
経験と反省を踏まえて、国家レベルだけでなく、公民
のあらゆるレベルでの取組の重要性がうたわれてい
る。ここでいうあらゆるレベルとは、自治体等の準国
家レベル、国家レベル、複数の国をまたぐ地域レベ
ル、グローバルレベル（subnational，national，
regional and global levels）を指し、従来のMDGs

以上に自治体レベルにおける取組に
期待が寄せられている。
日本では、国連サミットでの2030
アジェンダの採択を受け、2016年5
月に内閣総理大臣が本部長を務め
る「持続可能な開発目標（SDGs）推
進本部」（以下、SDGs推進本部）が
設置され、その下で、行政やNPO・
NGO、有識者、民間セクター等の関
係者が意見交換を行う「持続可能な
開発目標（SDGs）推進円卓会議」が
開催された。

SDGｓの自治体への
導入の必要性

自治体におけるSDGｓへの取組～地域の社会的課題を考えるシリーズ

（Ｐｅｏｐｌｅ　人間）
１ あらゆる人々の活躍の推進
２ 健康・長寿の達成
（Ｐｒｏｓｐｅｒｉｔｙ　繁栄）
３ 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション
４ 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備
（Ｐｌａｎｅｔ　地球）
５ 省・再生可能エネルギー、気候変動対策、循環型社会
６ 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全
（Ｐｅａｃｅ　平和）
７ 平和と安全・安心社会の実現
（Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　パートナーシップ）
８ SDGs実施推進の体制と手段

●実施方針における日本の優先課題

Ⅰ．SDGsと連動する官民を挙げたＳｏｃｉｅｔｙ 5.0の推進
・SDGsが掲げる社会課題や潜在ニーズに効果的に対応
すべく、破壊的イノベーションを通じた「Society 5.0」
や、「生産性革命」を実現。
・経団連「企業行動憲章」の改定を支持し民間企業の取
組を更に後押し。
Ⅱ．SDGsを原動力とした地方の創生　強靭かつ環境に
優しい魅力的なまちづくり
・各地方のニーズや強みを活かしながらSDGsを推進
し、地方創生や、強靱で環境に優しい魅力的なまちづく
りを実現。
・政府が一体となって、先進的モデルとなる自治体を支
援しつつ、成功事例を普及展開。

●日本の「SDGsモデル」の方向性

Ⅲ．SDGsの担い手としての次世代や女性のエンパワー
メント
・発信力・創造力豊かな次世代や、SDGsの目標でもある
女性をエンパワーメント。
・国内では、「働き方改革」、「女性の活躍推進」、「人づくり
革命」などを着実に実施。
・国際協力では、「人間の安全保障」に基づき、保健、女
性、教育、防災等への支援を推進。

●持続可能な開発目標（SDGs）

資料：国際連合広報センター「SDGsロゴ」



地域研究レポート

5 6埼玉りそな経済情報2018.7埼玉りそな経済情報2018.7

○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店は前年割れを続けたものの、スー
パーが比較的底堅く推移したことから、2017年4～6
月期から2018年1～3月期まで、4四半期連続で前
年を上回った。

2018年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率▲0.6％となった。9四半期ぶりにマイナス
成長となったものの、これには大雪など一時的な要
因が影響しており、わが国の景気は、引き続き緩や
かに回復している。
内訳をみると、生産は緩やかに増加している。雇

用・所得環境の改善が続くなかで、個人消費も持ち
直している。住宅投資はこのところ弱含んでいるも
のの、設備投資が緩やかに増加しており、公共投資
は底堅く推移している。輸出は持ち直している。

埼玉県についても、全国と同様、足元の動きは一
服したものの、景気は引き続き持ち直している。
内訳をみると、生産はこのところ低調に推移して

いるが、雇用・所得環境の改善が続いていることを
受けて、個人消費は緩やかに持ち直している。住宅
投資はこのところ弱い動きが続いており、設備投資
は前年実績を下回っている。公共投資は、ほぼ前年
並みの水準で推移している。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りの低下となった2017年10～12月期に続いて、
1～3月期も低下した。県内の生産は、このところ低
調に推移している。
業種別にみると、輸送機械の生産は2017年7～9

月期に続いて10～12月期も減少していたが、1～3
月期には持ち直した。乗用車の生産は、振れを伴い
ながらも、横ばい圏内で推移している。業務用機械
は、パチンコ、医療用機械器具などを中心に、10～
12月期、1～3月期と続けて減少している。化学につ
いては、化粧品などが堅調で、このところ底堅い動
きが続いている。
〈先行き〉　月次の鉱工業生産指数は、2月に続い
て3月も前月を上回っており、県内の生産は、先行き
緩やかに持ち直しに向かうとみられる。

下回っている。
雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費は緩やかに持ち直している。
〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続いていくと
見込まれることから、消費者マインドも好転を続けよ
う。先行きも個人消費は、緩やかな持ち直しの動き
を続けるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　2018年1～3月期の埼玉県の新設住宅
着工戸数は、前年比▲2.5％と前年を下回り、5四
半期連続の前年割れとなった。低水準で推移する
住宅ローン金利を背景に、2016年頃までは堅調
だった住宅投資だが、建設コスト増加などの影響も
あり、このところ弱い動きが続いている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2018年度上期設備投資計画額
（見込み）については、前年比+15.8％と前年を上
回る見込みになっている。製造業は同+10.8％、非
製造業は同+19.4％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2017年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲0.8％となった。年度当初は、前年実
績を大きく下回る時期もあったが、2017年の後半
にかけて公共工事が盛り返し、最終的には、ほぼ前
年並みの水準となった。発注者別では、市町村（前
年比＋16.3％）と地方公社（同＋103.3％）は前年を
上回ったものの、国（同▲8.2％）と県（同▲15.2％）
が前年を下回った。2018年4～5月の公共工事請
負金額の累計は、前年を15.3％上回っている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2018年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.29倍に達した。全国
の有効求人倍率1.59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1.48倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

ドラッグストアの販売額は、引き続き底堅く推移し
ており、低調だったホームセンターにも、足元で持ち
直しの動きがみられる。家電量販店は4Kテレビな
どの売れ行きが好調なことを受けて、前年を上回っ
ている。コンビニエンスストアについても、堅調な動
きが続いている。
一方、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2017年7～9月期まで、6四半期連続で前年を上
回っていたが、それまでの高い伸びの反動もあり、
10～12月期、1～3月期と、2四半期連続で前年を

マンション価格上昇に伴う販売の落ち込みを受けて、
埼玉県内のマンション発売戸数は減少を続けてい
たが、足元で若干持ち直している。
〈先行き〉　住宅ローン金利は引き続き低水準で推
移するとみられるものの、貸家ブームが一段落した
ことなどもあって、今後も、住宅投資はやや弱めの
推移を続けよう。
○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2017年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲7.6％となり、県
内の設備投資は前年実績を下回った。業種別では、
製造業が同▲9.8％、非製造業が同▲6.3％だった。
2017年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲6.9％と前年実
績を下回っている。

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、2017年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.3％と2年連続で前年
を上回ったのに続き、2017年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と5年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。
〈先行き〉　埼玉県内企業の2018年経営見通し（当
財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項とし
て、人手不足をあげる企業が2年連続で最も多かっ
た。県内の雇用環境は、改善を続けるとみられる。
また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、2018年度に正社員の賃上げを行うと回答し
た企業の割合は6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年連続で前年を上回っ
た。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。

内訳をみると、持家は、2018年1～3月期まで4四
半期連続で前年割れとなるなど、弱い動きが続いて
いる。分譲については、2017年10～12月期に4四
半期ぶりに前年を上回ったものの、1～3月期はふた
たび前年割れとなった。このところマンションが前年
を上回る一方で、比較的堅調だった戸建が減速し
ている。相続税対策狙いの賃貸アパートなどが高い
伸びを続けていた貸家は弱含みとなっており、貸家
ブームは一段落したようだ。
また、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は、2018年1～3月期に前年
比＋2.0％となり、2四半期連続で前年を上回った。

先行きの埼玉県経済については、住宅投資はや
や弱めの推移を続けるものの、設備投資と公共投
資が前年を上回るなか、雇用・所得環境の改善を受
けて、個人消費は緩やかな持ち直しの動きを続ける
とみられる。埼玉県の景気は引き続き持ち直してい
くとみられる。
内訳をみると、生産は、先行き緩やかに持ち直し

に向かうとみられる。
人手不足を経営上の懸念事項としてあげる企業

が多いことなどから、雇用・所得環境は今後も改善
を続けるとみられ、これを受けて消費者マインドも好
転を続けよう。個人消費は、緩やかな持ち直しの動
きを続けるとみられる。
住宅ローン金利は引き続き低水準で推移すると

みられるものの、貸家ブームが一段落したことなど
もあって、今後も、住宅投資はやや弱めの推移を続
けるとみられる。
設備投資は、製造業、非製造業ともに前年を上回

ると見込まれている。この結果、全体でみても、設備
投資は前年を上回るとみられる。公共投資も、前年
を上回る見込みである。　
ただし、米国の通商政策や、イランや北朝鮮をめ

ぐる動きなど、海外経済を取り巻く環境が一層不透
明感を増しており、その動向には充分留意していく
必要がある。 （井上博夫）

〈先行き〉　埼玉県と県公営企業の2018年度当初
予算をみると、県の投資的経費は前年を上回るも
のの、県立循環器・呼吸器病センターの整備終了
等に伴って、県病院事業建設改良費が減少するこ
とから、両者の合計は、ほぼ前年並みにとどまる見
込みである。
一方、県内市町村の2018年度当初予算では、投
資的経費はほぼ前年並みながら、さいたま市立病
院の建替え等に伴って、市町村病院事業建設改良
費が前年を大きく上回っている。このため、埼玉県
全体の公共投資は、前年を上回る見込みである。

円卓会議では、日本のSDGsへの取組方針に関
して話し合いが行われ、同年12月に「持続可能な開
発目標（SDGs）実施指針」（以下、実施指針）が採
択された。実施指針においては、「持続可能で強靱、
そして誰一人取り残さない、経済、社会、環境の統
合的向上が実現された未来への先駆者を目指す」
ことがビジョンとして打ち出され、SDGsのゴールと
ターゲットのうち日本として特に注力すべきものとし
て以下の8つの優先課題が掲げられている。

実施方針を踏まえて公表された「SDGsアクショ
ンプラン2018」（2017年12月27日、SDGs推進本
部）には、日本のSDGsモデルの方向性として、以下
の3つが示されている。

地方創生とSDGs推進の基本的考え方
2017年6月、「自治体SDGs推進のための有識
者検討会（事務局：内閣府地方創生推進事務局）」
が設置され、自治体レベルでSDGsに取組むための
方策の検討を行い、同年11月に「地方創生に向け
た自治体SDGs推進のあり方」コンセプト取りまとめ
（以下、自治体コンセプト）が公表された。
自治体コンセプトは、地方創生を、少子高齢化に
歯止めをかけ、地域の人口減少と地域経済の縮小
を克服し、将来にわたって成長力を確保することを
目指すものと位置づけている。その上で、地方が将
来にわたって成長力を確保するには、人々が安心し
て暮らせるような、持続可能なまちづくりと地域活性
化が重要であり、特に、急速な人口減少が進む地域
では、くらしの基盤の維持・再生を図ることが必要で
あるとする。そして、SDGsの17のゴール、169の
ターゲット、進捗状況を測るための約230の指標（達
成度を測定するための評価尺度）を活用することに
より、行政、民間事業者、市民等の異なるステークホ
ルダー（利害関係者）間で地方創生に向けた共通言
語を持つことが可能となり、政策目標の理解が進展
し、自治体業務の合理的な連携の促進が可能とな
る、としている。すなわち、SDGsは、「持続可能なま
ちづくりと地域活性化のための共通言語」であると
位置づけられている。

自治体ＳＧＤｓ先進モデル
2017年6月9日に閣議決定された「まち・ひと・し

ごと創生基本方針2017」においては、自治体におけ
るSDGsの推進に向けた政府による具体的取組とし

主席研究員
萩原 淳司

はじめに
今年度の地域研究レポートは、「自治体における
SDGsへの取組～地域の社会的課題を考える」とし
てSDGsの観点から埼玉県における地域の社会的
課題と解決方法について研究員各自の視点により
考えたい。　
第１回は、SDGsとは何かを概観し、自治体への導
入の必要性について明らかにしたい。

SDGsとは
2015年9月に開催された国連サミットにおいて、

「持続可能な開発のための2030アジェンダ（通称：
2030アジェンダ）」が採択された。この中心にあるの
が、17のゴール、および169のターゲットから構成され
る持続可能な開発目標(Sustainable Development 
Goals、通称SDGs）である。
SDGsは、人類及び地球の持続可能な開発のた

めに取組むべき課題と達成すべき目標（ゴール1
「貧困をなくそう」からゴール17「パートナーシップ

て、自治体に対する普及促進活動の展開、自治体に
よるSDGs達成のためのモデル事例の形成の検討
が盛りこまれた。
具体的には、優れた取組を提案する都市・地域を

「SDGs未来都市」として公募するとともに、先導的
な取組については「自治体SDGsモデル事業」とし
て資金的に支援するとしている（担当部署：内閣府
地方創生推進事務局）。自治体SDGsモデル事業は、
SDGsの理念に沿った統合的取組により、経済・社
会・環境の三側面における新しい価値創出を通して
持続可能な開発を実現するポテンシャルが高い先
導的な取組であって、多様なステークホルダーとの
連携を通し、地域における自律的好循環が見込める
事業とされる。
SDGs未来都市・自治体SDGsモデル事業は、3
年間の事業を想定しており、2018年度は、2018年
2～3月に公募を終え、書類審査・ヒアリングを経て5
～6月に選定、6月に補助金の交付申請、夏頃に交付
を決定するとのスケジュールとなっている。（SDGs
未来都市等募集要領より）

SDGs推進における自治体の役割
モデルとなるような事業に取組む自治体だけでな

く、あらゆる自治体がSDGsを導入し推進することを
求められている。
自治体コンセプトは、「まち・ひと・しごと創生総合
戦略（2016改訂版）」の企画・実行に当たっての基
本方針である「1．従来の政策の検証」を行うことが
重要であり、「2．まち・ひと・しごとの創生に向けた政
策5原則（自立性、将来性、地域性、直接性、結果重
視）」に基づき、「3．国と地方の取組体制とPDCA
の整備」を推進することを自治体行政の基本とすべ
きだ、とする。
その上で、国は、自治体に①SDGsを行政施策の
柱に組み込むこと（自治体行政におけるSDGsの主
流化）、②自治体職員や市民を含む様々なステーク
ホルダーとの連携等を構築すること（SDGs推進体

制の構築）、③SDGsに基づくグローバルな枠組を
通じて一層の地域活性化を図り、地方創生をより効
果的に推進していくこと（地方創生の推進）、④それ
らの取組を国内外へ発信すること（情報発信）を求
めている。

SDGs推進における企業、NPO・NGOの役割
なお、SDGsは、公的セクターだけでなく、企業や
市民活動における取組を促進し、連携を求めている
ことに留意したい。
国連の2030アジェンダには、「今日2030年への
道を歩き出すのはこの『われら人民』である。我々の
旅路は、政府、国会、国連システム、国際機関、地方
政府、先住民、市民社会、ビジネス・民間セクター、科
学者・学会、そしてすべての人々を取り込んでいくも
のである」として、企業、NPO・NGO（非営利団体・
非政府機関）の取組も求めている。
日本の実施指針では、SDGsの達成のためには、
公的セクターのみならず、民間セクターが公的課題
の解決に貢献することが決定的に重要であり、民間
企業（個人事業者も含む）が有する資金や技術を社
会課題の解決に効果的に役立てていくことはSDGs
の達成に向けた鍵である、としている。そして、既に
一部の民間企業がSDGsに社会貢献活動の一環と
して取組むのみならず、SDGsを自らの本業に取り
込み、ビジネスを通じて社会的課題の解決に貢献す
ることに取組むことを政府として歓迎し、今後の
2030アジェンダの実施に際して、先進的な取組を
行っている民間企業等のグッド・プラクティスの共有
や表彰等による奨励策の検討を進め、民間企業と
の更なる連携の強化を図り、さらに、民間企業がイノ
ベーションを生み出すための支援や環境整備に取
組むと述べている。
また、同じく実施指針において、NPO・NGOにつ
いて、2030アジェンダの実施においても、「誰一人
取り残さない」未来を目指すビジョンの実現を目指
す上で、NPO・NGOが果たす役割は極めて大きく、

政府として、NPO・NGOを主要なステークホル
ダーと位置づけ、効果的なNPO・NGOとのパート
ナーシップを一層推進していくとしている。
近年、自治体経営において、行政だけでなく、自治
会・町内会や市民活動団体（NPO・NGO、ボランティ
ア団体）、経済団体・企業などの協働が不可欠となっ
ている。自治体計画の策定・実行にあたっては、行政
評価システムや、KPI（key performance indicator：
重要業績評価指標）などによる客観的な評価の導
入が求められるとともに、行政だけでは実現できな
い産業分野や福祉分野の取組も増えている。共通
言語としてのSDGsのゴール、ターゲット、指標の活
用、様々なステークホルダーとの協働は、そのような
潮流に沿ったものであり、地域全体での積極的な導
入が求められる。

自治体へのSDGsの導入の実際
自治体へのSDGsの導入について、実施指針は、
自治体が既存の各種計画や戦略、方針を策定、改
訂する際に、SDGsの要素を最大限反映することを
奨励している。
自治体コンセプトは、自治体が「総合計画」、「地
方版総合戦略」「環境基本計画」等の各種計画を既
に策定し、具体的な取組を進めていることから、
SDGs導入時には、それらの既存計画とのマッチン
グに留意した上で、SDGsの特徴を生かした政策ビ
ジョンを策定することが必要であるとし、既存政策と
の連携においては、重複回避や効率化の観点から企
画立案・実施のパッケージ化やワンストップ化に配慮
することが効果的としている。また、SDGsで提案さ
れている目標達成に向けた進捗状況を測るための
約230の指標は、グローバルな視点からのもので、わ
が国の状況や自治体にはそぐわない指標も数多く含
まれているため、目標・指標においてもローカライズ
（地域化・現地化）が重要であるとしている。
より具体的な自治体へのSDGs導入のために、一
般財団法人建築環境・省エネルギー機構内に設置

された「自治体SDGs検討小委員会（委員長：村上
周三）」により、「私たちのまちにとってのSDGs（持
続可能な開発目標）－導入のためのガイドライン－」
（2018年3月28日　第二版公表、以下、ガイドライ
ン）も作成されている。
ガイドラインは、誰1人取り残されない包括的なガ
バナンスの重要性や持続可能な都市計画とマネジ
メントの必要性をうたうSDGsの「ゴール11：住み続
けられるまちづくり」が自治体行政と最も関連の強い
ゴールであるが、自治体行政の役割と責務は他の
16ゴールの内容にも深く係わる、とする。
さらに、各自治体の取組は、国の方針を受けて、自
治体行政の責務として推進するSDGsの取組（義務
的・包括的取組）と、それぞれの自治体が固有の条
件を踏まえて推進するSDGsの取組（自主的・選択
的取組）の2つに別れるとする。前者は、国レベル実
施指針と8つの優先課題に対応した各省庁の施策
が策定された後、それに沿って導入の方向が示され
るとしている。

ガイドラインでは、以上のようなSDGsの理解（ス
テップ1）の次に、取組体制（ステップ2）、目標と指標
（ステップ3）、アクションプログラム（ステップ4）、フォ
ローアップ（ステップ5）を「自治体レベルでSDGsに取
組む必要な5つのステップ」として示しており、特に埼
玉県内の自治体を念頭に、詳細を次回、紹介する。

で目標を達成しよう」まで）を掲げ、2030年までに実
行、達成するものとしている。
その中においては、誰一人取り残されない（no 
one will be left behind）包摂的（inclusive）な世
の中を作っていくことが重要であると強調されている。
また、その目標の達成のためには一部の関係者
だけではなく、先進国も含めた、すべての国とすべて
の関係者（all countries and all stakeholders）
が協調的なパートナーシップ（col laborat ive 
partnership）の下でこの行動計画を実行に移して
いく必要があるとされる。
SDGsは、過去に国連で採択されたMDGs

（Millennium Development Goals）策定の際の
経験と反省を踏まえて、国家レベルだけでなく、公民
のあらゆるレベルでの取組の重要性がうたわれてい
る。ここでいうあらゆるレベルとは、自治体等の準国
家レベル、国家レベル、複数の国をまたぐ地域レベ
ル、グローバルレベル（subnational，national，
regional and global levels）を指し、従来のMDGs

以上に自治体レベルにおける取組に
期待が寄せられている。
日本では、国連サミットでの2030
アジェンダの採択を受け、2016年5
月に内閣総理大臣が本部長を務め
る「持続可能な開発目標（SDGs）推
進本部」（以下、SDGs推進本部）が
設置され、その下で、行政やNPO・
NGO、有識者、民間セクター等の関
係者が意見交換を行う「持続可能な
開発目標（SDGs）推進円卓会議」が
開催された。

SDGｓの自治体への
導入の必要性

自治体におけるSDGｓへの取組～地域の社会的課題を考えるシリーズ

（Ｐｅｏｐｌｅ　人間）
１ あらゆる人々の活躍の推進
２ 健康・長寿の達成
（Ｐｒｏｓｐｅｒｉｔｙ　繁栄）
３ 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション
４ 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備
（Ｐｌａｎｅｔ　地球）
５ 省・再生可能エネルギー、気候変動対策、循環型社会
６ 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全
（Ｐｅａｃｅ　平和）
７ 平和と安全・安心社会の実現
（Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　パートナーシップ）
８ SDGs実施推進の体制と手段

●実施方針における日本の優先課題

Ⅰ．SDGsと連動する官民を挙げたＳｏｃｉｅｔｙ 5.0の推進
・SDGsが掲げる社会課題や潜在ニーズに効果的に対応
すべく、破壊的イノベーションを通じた「Society 5.0」
や、「生産性革命」を実現。
・経団連「企業行動憲章」の改定を支持し民間企業の取
組を更に後押し。
Ⅱ．SDGsを原動力とした地方の創生　強靭かつ環境に
優しい魅力的なまちづくり
・各地方のニーズや強みを活かしながらSDGsを推進
し、地方創生や、強靱で環境に優しい魅力的なまちづく
りを実現。
・政府が一体となって、先進的モデルとなる自治体を支
援しつつ、成功事例を普及展開。

●日本の「SDGsモデル」の方向性

Ⅲ．SDGsの担い手としての次世代や女性のエンパワー
メント
・発信力・創造力豊かな次世代や、SDGsの目標でもある
女性をエンパワーメント。
・国内では、「働き方改革」、「女性の活躍推進」、「人づくり
革命」などを着実に実施。
・国際協力では、「人間の安全保障」に基づき、保健、女
性、教育、防災等への支援を推進。

●持続可能な開発目標（SDGs）

資料：国際連合広報センター「SDGsロゴ」
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○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店は前年割れを続けたものの、スー
パーが比較的底堅く推移したことから、2017年4～6
月期から2018年1～3月期まで、4四半期連続で前
年を上回った。

2018年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率▲0.6％となった。9四半期ぶりにマイナス
成長となったものの、これには大雪など一時的な要
因が影響しており、わが国の景気は、引き続き緩や
かに回復している。
内訳をみると、生産は緩やかに増加している。雇

用・所得環境の改善が続くなかで、個人消費も持ち
直している。住宅投資はこのところ弱含んでいるも
のの、設備投資が緩やかに増加しており、公共投資
は底堅く推移している。輸出は持ち直している。

埼玉県についても、全国と同様、足元の動きは一
服したものの、景気は引き続き持ち直している。
内訳をみると、生産はこのところ低調に推移して

いるが、雇用・所得環境の改善が続いていることを
受けて、個人消費は緩やかに持ち直している。住宅
投資はこのところ弱い動きが続いており、設備投資
は前年実績を下回っている。公共投資は、ほぼ前年
並みの水準で推移している。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りの低下となった2017年10～12月期に続いて、
1～3月期も低下した。県内の生産は、このところ低
調に推移している。
業種別にみると、輸送機械の生産は2017年7～9

月期に続いて10～12月期も減少していたが、1～3
月期には持ち直した。乗用車の生産は、振れを伴い
ながらも、横ばい圏内で推移している。業務用機械
は、パチンコ、医療用機械器具などを中心に、10～
12月期、1～3月期と続けて減少している。化学につ
いては、化粧品などが堅調で、このところ底堅い動
きが続いている。
〈先行き〉　月次の鉱工業生産指数は、2月に続い
て3月も前月を上回っており、県内の生産は、先行き
緩やかに持ち直しに向かうとみられる。

下回っている。
雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費は緩やかに持ち直している。
〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続いていくと
見込まれることから、消費者マインドも好転を続けよ
う。先行きも個人消費は、緩やかな持ち直しの動き
を続けるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　2018年1～3月期の埼玉県の新設住宅
着工戸数は、前年比▲2.5％と前年を下回り、5四
半期連続の前年割れとなった。低水準で推移する
住宅ローン金利を背景に、2016年頃までは堅調
だった住宅投資だが、建設コスト増加などの影響も
あり、このところ弱い動きが続いている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2018年度上期設備投資計画額
（見込み）については、前年比+15.8％と前年を上
回る見込みになっている。製造業は同+10.8％、非
製造業は同+19.4％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2017年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲0.8％となった。年度当初は、前年実
績を大きく下回る時期もあったが、2017年の後半
にかけて公共工事が盛り返し、最終的には、ほぼ前
年並みの水準となった。発注者別では、市町村（前
年比＋16.3％）と地方公社（同＋103.3％）は前年を
上回ったものの、国（同▲8.2％）と県（同▲15.2％）
が前年を下回った。2018年4～5月の公共工事請
負金額の累計は、前年を15.3％上回っている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2018年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.29倍に達した。全国
の有効求人倍率1.59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1.48倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

ドラッグストアの販売額は、引き続き底堅く推移し
ており、低調だったホームセンターにも、足元で持ち
直しの動きがみられる。家電量販店は4Kテレビな
どの売れ行きが好調なことを受けて、前年を上回っ
ている。コンビニエンスストアについても、堅調な動
きが続いている。
一方、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2017年7～9月期まで、6四半期連続で前年を上
回っていたが、それまでの高い伸びの反動もあり、
10～12月期、1～3月期と、2四半期連続で前年を

マンション価格上昇に伴う販売の落ち込みを受けて、
埼玉県内のマンション発売戸数は減少を続けてい
たが、足元で若干持ち直している。
〈先行き〉　住宅ローン金利は引き続き低水準で推
移するとみられるものの、貸家ブームが一段落した
ことなどもあって、今後も、住宅投資はやや弱めの
推移を続けよう。
○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2017年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲7.6％となり、県
内の設備投資は前年実績を下回った。業種別では、
製造業が同▲9.8％、非製造業が同▲6.3％だった。
2017年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲6.9％と前年実
績を下回っている。

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、2017年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.3％と2年連続で前年
を上回ったのに続き、2017年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と5年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。
〈先行き〉　埼玉県内企業の2018年経営見通し（当
財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項とし
て、人手不足をあげる企業が2年連続で最も多かっ
た。県内の雇用環境は、改善を続けるとみられる。
また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、2018年度に正社員の賃上げを行うと回答し
た企業の割合は6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年連続で前年を上回っ
た。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。

内訳をみると、持家は、2018年1～3月期まで4四
半期連続で前年割れとなるなど、弱い動きが続いて
いる。分譲については、2017年10～12月期に4四
半期ぶりに前年を上回ったものの、1～3月期はふた
たび前年割れとなった。このところマンションが前年
を上回る一方で、比較的堅調だった戸建が減速し
ている。相続税対策狙いの賃貸アパートなどが高い
伸びを続けていた貸家は弱含みとなっており、貸家
ブームは一段落したようだ。
また、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は、2018年1～3月期に前年
比＋2.0％となり、2四半期連続で前年を上回った。

先行きの埼玉県経済については、住宅投資はや
や弱めの推移を続けるものの、設備投資と公共投
資が前年を上回るなか、雇用・所得環境の改善を受
けて、個人消費は緩やかな持ち直しの動きを続ける
とみられる。埼玉県の景気は引き続き持ち直してい
くとみられる。
内訳をみると、生産は、先行き緩やかに持ち直し

に向かうとみられる。
人手不足を経営上の懸念事項としてあげる企業

が多いことなどから、雇用・所得環境は今後も改善
を続けるとみられ、これを受けて消費者マインドも好
転を続けよう。個人消費は、緩やかな持ち直しの動
きを続けるとみられる。
住宅ローン金利は引き続き低水準で推移すると

みられるものの、貸家ブームが一段落したことなど
もあって、今後も、住宅投資はやや弱めの推移を続
けるとみられる。
設備投資は、製造業、非製造業ともに前年を上回

ると見込まれている。この結果、全体でみても、設備
投資は前年を上回るとみられる。公共投資も、前年
を上回る見込みである。　
ただし、米国の通商政策や、イランや北朝鮮をめ

ぐる動きなど、海外経済を取り巻く環境が一層不透
明感を増しており、その動向には充分留意していく
必要がある。 （井上博夫）

〈先行き〉　埼玉県と県公営企業の2018年度当初
予算をみると、県の投資的経費は前年を上回るも
のの、県立循環器・呼吸器病センターの整備終了
等に伴って、県病院事業建設改良費が減少するこ
とから、両者の合計は、ほぼ前年並みにとどまる見
込みである。
一方、県内市町村の2018年度当初予算では、投
資的経費はほぼ前年並みながら、さいたま市立病
院の建替え等に伴って、市町村病院事業建設改良
費が前年を大きく上回っている。このため、埼玉県
全体の公共投資は、前年を上回る見込みである。

円卓会議では、日本のSDGsへの取組方針に関
して話し合いが行われ、同年12月に「持続可能な開
発目標（SDGs）実施指針」（以下、実施指針）が採
択された。実施指針においては、「持続可能で強靱、
そして誰一人取り残さない、経済、社会、環境の統
合的向上が実現された未来への先駆者を目指す」
ことがビジョンとして打ち出され、SDGsのゴールと
ターゲットのうち日本として特に注力すべきものとし
て以下の8つの優先課題が掲げられている。

実施方針を踏まえて公表された「SDGsアクショ
ンプラン2018」（2017年12月27日、SDGs推進本
部）には、日本のSDGsモデルの方向性として、以下
の3つが示されている。

地方創生とSDGs推進の基本的考え方
2017年6月、「自治体SDGs推進のための有識
者検討会（事務局：内閣府地方創生推進事務局）」
が設置され、自治体レベルでSDGsに取組むための
方策の検討を行い、同年11月に「地方創生に向け
た自治体SDGs推進のあり方」コンセプト取りまとめ
（以下、自治体コンセプト）が公表された。
自治体コンセプトは、地方創生を、少子高齢化に
歯止めをかけ、地域の人口減少と地域経済の縮小
を克服し、将来にわたって成長力を確保することを
目指すものと位置づけている。その上で、地方が将
来にわたって成長力を確保するには、人々が安心し
て暮らせるような、持続可能なまちづくりと地域活性
化が重要であり、特に、急速な人口減少が進む地域
では、くらしの基盤の維持・再生を図ることが必要で
あるとする。そして、SDGsの17のゴール、169の
ターゲット、進捗状況を測るための約230の指標（達
成度を測定するための評価尺度）を活用することに
より、行政、民間事業者、市民等の異なるステークホ
ルダー（利害関係者）間で地方創生に向けた共通言
語を持つことが可能となり、政策目標の理解が進展
し、自治体業務の合理的な連携の促進が可能とな
る、としている。すなわち、SDGsは、「持続可能なま
ちづくりと地域活性化のための共通言語」であると
位置づけられている。

自治体ＳＧＤｓ先進モデル
2017年6月9日に閣議決定された「まち・ひと・し

ごと創生基本方針2017」においては、自治体におけ
るSDGsの推進に向けた政府による具体的取組とし

はじめに
今年度の地域研究レポートは、「自治体における
SDGsへの取組～地域の社会的課題を考える」とし
てSDGsの観点から埼玉県における地域の社会的
課題と解決方法について研究員各自の視点により
考えたい。　
第１回は、SDGsとは何かを概観し、自治体への導
入の必要性について明らかにしたい。

SDGsとは
2015年9月に開催された国連サミットにおいて、

「持続可能な開発のための2030アジェンダ（通称：
2030アジェンダ）」が採択された。この中心にあるの
が、17のゴール、および169のターゲットから構成され
る持続可能な開発目標(Sustainable Development 
Goals、通称SDGs）である。
SDGsは、人類及び地球の持続可能な開発のた

めに取組むべき課題と達成すべき目標（ゴール1
「貧困をなくそう」からゴール17「パートナーシップ

て、自治体に対する普及促進活動の展開、自治体に
よるSDGs達成のためのモデル事例の形成の検討
が盛りこまれた。
具体的には、優れた取組を提案する都市・地域を

「SDGs未来都市」として公募するとともに、先導的
な取組については「自治体SDGsモデル事業」とし
て資金的に支援するとしている（担当部署：内閣府
地方創生推進事務局）。自治体SDGsモデル事業は、
SDGsの理念に沿った統合的取組により、経済・社
会・環境の三側面における新しい価値創出を通して
持続可能な開発を実現するポテンシャルが高い先
導的な取組であって、多様なステークホルダーとの
連携を通し、地域における自律的好循環が見込める
事業とされる。
SDGs未来都市・自治体SDGsモデル事業は、3
年間の事業を想定しており、2018年度は、2018年
2～3月に公募を終え、書類審査・ヒアリングを経て5
～6月に選定、6月に補助金の交付申請、夏頃に交付
を決定するとのスケジュールとなっている。（SDGs
未来都市等募集要領より）

SDGs推進における自治体の役割
モデルとなるような事業に取組む自治体だけでな

く、あらゆる自治体がSDGsを導入し推進することを
求められている。
自治体コンセプトは、「まち・ひと・しごと創生総合
戦略（2016改訂版）」の企画・実行に当たっての基
本方針である「1．従来の政策の検証」を行うことが
重要であり、「2．まち・ひと・しごとの創生に向けた政
策5原則（自立性、将来性、地域性、直接性、結果重
視）」に基づき、「3．国と地方の取組体制とPDCA
の整備」を推進することを自治体行政の基本とすべ
きだ、とする。
その上で、国は、自治体に①SDGsを行政施策の
柱に組み込むこと（自治体行政におけるSDGsの主
流化）、②自治体職員や市民を含む様々なステーク
ホルダーとの連携等を構築すること（SDGs推進体

制の構築）、③SDGsに基づくグローバルな枠組を
通じて一層の地域活性化を図り、地方創生をより効
果的に推進していくこと（地方創生の推進）、④それ
らの取組を国内外へ発信すること（情報発信）を求
めている。

SDGs推進における企業、NPO・NGOの役割
なお、SDGsは、公的セクターだけでなく、企業や
市民活動における取組を促進し、連携を求めている
ことに留意したい。
国連の2030アジェンダには、「今日2030年への
道を歩き出すのはこの『われら人民』である。我々の
旅路は、政府、国会、国連システム、国際機関、地方
政府、先住民、市民社会、ビジネス・民間セクター、科
学者・学会、そしてすべての人々を取り込んでいくも
のである」として、企業、NPO・NGO（非営利団体・
非政府機関）の取組も求めている。
日本の実施指針では、SDGsの達成のためには、
公的セクターのみならず、民間セクターが公的課題
の解決に貢献することが決定的に重要であり、民間
企業（個人事業者も含む）が有する資金や技術を社
会課題の解決に効果的に役立てていくことはSDGs
の達成に向けた鍵である、としている。そして、既に
一部の民間企業がSDGsに社会貢献活動の一環と
して取組むのみならず、SDGsを自らの本業に取り
込み、ビジネスを通じて社会的課題の解決に貢献す
ることに取組むことを政府として歓迎し、今後の
2030アジェンダの実施に際して、先進的な取組を
行っている民間企業等のグッド・プラクティスの共有
や表彰等による奨励策の検討を進め、民間企業と
の更なる連携の強化を図り、さらに、民間企業がイノ
ベーションを生み出すための支援や環境整備に取
組むと述べている。
また、同じく実施指針において、NPO・NGOにつ
いて、2030アジェンダの実施においても、「誰一人
取り残さない」未来を目指すビジョンの実現を目指
す上で、NPO・NGOが果たす役割は極めて大きく、

政府として、NPO・NGOを主要なステークホル
ダーと位置づけ、効果的なNPO・NGOとのパート
ナーシップを一層推進していくとしている。
近年、自治体経営において、行政だけでなく、自治
会・町内会や市民活動団体（NPO・NGO、ボランティ
ア団体）、経済団体・企業などの協働が不可欠となっ
ている。自治体計画の策定・実行にあたっては、行政
評価システムや、KPI（key performance indicator：
重要業績評価指標）などによる客観的な評価の導
入が求められるとともに、行政だけでは実現できな
い産業分野や福祉分野の取組も増えている。共通
言語としてのSDGsのゴール、ターゲット、指標の活
用、様々なステークホルダーとの協働は、そのような
潮流に沿ったものであり、地域全体での積極的な導
入が求められる。

自治体へのSDGsの導入の実際
自治体へのSDGsの導入について、実施指針は、
自治体が既存の各種計画や戦略、方針を策定、改
訂する際に、SDGsの要素を最大限反映することを
奨励している。
自治体コンセプトは、自治体が「総合計画」、「地
方版総合戦略」「環境基本計画」等の各種計画を既
に策定し、具体的な取組を進めていることから、
SDGs導入時には、それらの既存計画とのマッチン
グに留意した上で、SDGsの特徴を生かした政策ビ
ジョンを策定することが必要であるとし、既存政策と
の連携においては、重複回避や効率化の観点から企
画立案・実施のパッケージ化やワンストップ化に配慮
することが効果的としている。また、SDGsで提案さ
れている目標達成に向けた進捗状況を測るための
約230の指標は、グローバルな視点からのもので、わ
が国の状況や自治体にはそぐわない指標も数多く含
まれているため、目標・指標においてもローカライズ
（地域化・現地化）が重要であるとしている。
より具体的な自治体へのSDGs導入のために、一
般財団法人建築環境・省エネルギー機構内に設置

された「自治体SDGs検討小委員会（委員長：村上
周三）」により、「私たちのまちにとってのSDGs（持
続可能な開発目標）－導入のためのガイドライン－」
（2018年3月28日　第二版公表、以下、ガイドライ
ン）も作成されている。
ガイドラインは、誰1人取り残されない包括的なガ
バナンスの重要性や持続可能な都市計画とマネジ
メントの必要性をうたうSDGsの「ゴール11：住み続
けられるまちづくり」が自治体行政と最も関連の強い
ゴールであるが、自治体行政の役割と責務は他の
16ゴールの内容にも深く係わる、とする。
さらに、各自治体の取組は、国の方針を受けて、自
治体行政の責務として推進するSDGsの取組（義務
的・包括的取組）と、それぞれの自治体が固有の条
件を踏まえて推進するSDGsの取組（自主的・選択
的取組）の2つに別れるとする。前者は、国レベル実
施指針と8つの優先課題に対応した各省庁の施策
が策定された後、それに沿って導入の方向が示され
るとしている。

ガイドラインでは、以上のようなSDGsの理解（ス
テップ1）の次に、取組体制（ステップ2）、目標と指標
（ステップ3）、アクションプログラム（ステップ4）、フォ
ローアップ（ステップ5）を「自治体レベルでSDGsに取
組む必要な5つのステップ」として示しており、特に埼
玉県内の自治体を念頭に、詳細を次回、紹介する。

で目標を達成しよう」まで）を掲げ、2030年までに実
行、達成するものとしている。
その中においては、誰一人取り残されない（no 
one will be left behind）包摂的（inclusive）な世
の中を作っていくことが重要であると強調されている。
また、その目標の達成のためには一部の関係者
だけではなく、先進国も含めた、すべての国とすべて
の関係者（all countries and all stakeholders）
が協調的なパートナーシップ（col laborat ive 
partnership）の下でこの行動計画を実行に移して
いく必要があるとされる。
SDGsは、過去に国連で採択されたMDGs

（Millennium Development Goals）策定の際の
経験と反省を踏まえて、国家レベルだけでなく、公民
のあらゆるレベルでの取組の重要性がうたわれてい
る。ここでいうあらゆるレベルとは、自治体等の準国
家レベル、国家レベル、複数の国をまたぐ地域レベ
ル、グローバルレベル（subnational，national，
regional and global levels）を指し、従来のMDGs

以上に自治体レベルにおける取組に
期待が寄せられている。
日本では、国連サミットでの2030
アジェンダの採択を受け、2016年5
月に内閣総理大臣が本部長を務め
る「持続可能な開発目標（SDGs）推
進本部」（以下、SDGs推進本部）が
設置され、その下で、行政やNPO・
NGO、有識者、民間セクター等の関
係者が意見交換を行う「持続可能な
開発目標（SDGs）推進円卓会議」が
開催された。

資料：一般財団法人建築環境・省エネルギー機構「私たちのまちにとってのSDGs（持続
可能な開発目標）－導入のためのガイドライン－」

●自治体におけるSDGs導入の取組

取組1.
義務的・包括的

取組2.
自主的・選択的

国の方針を受けて
自治体行政の責務
として推進するSDGs

それぞれの自治体が
固有の条件を踏まえて
推進するSDGs

グローバル
レベルの
SDGs

日本国としての実施指針と
8つの優先課題

自治体レベルの取組

国レベルの取組
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○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店は前年割れを続けたものの、スー
パーが比較的底堅く推移したことから、2017年4～6
月期から2018年1～3月期まで、4四半期連続で前
年を上回った。

2018年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率▲0.6％となった。9四半期ぶりにマイナス
成長となったものの、これには大雪など一時的な要
因が影響しており、わが国の景気は、引き続き緩や
かに回復している。
内訳をみると、生産は緩やかに増加している。雇

用・所得環境の改善が続くなかで、個人消費も持ち
直している。住宅投資はこのところ弱含んでいるも
のの、設備投資が緩やかに増加しており、公共投資
は底堅く推移している。輸出は持ち直している。

埼玉県についても、全国と同様、足元の動きは一
服したものの、景気は引き続き持ち直している。
内訳をみると、生産はこのところ低調に推移して

いるが、雇用・所得環境の改善が続いていることを
受けて、個人消費は緩やかに持ち直している。住宅
投資はこのところ弱い動きが続いており、設備投資
は前年実績を下回っている。公共投資は、ほぼ前年
並みの水準で推移している。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りの低下となった2017年10～12月期に続いて、
1～3月期も低下した。県内の生産は、このところ低
調に推移している。
業種別にみると、輸送機械の生産は2017年7～9

月期に続いて10～12月期も減少していたが、1～3
月期には持ち直した。乗用車の生産は、振れを伴い
ながらも、横ばい圏内で推移している。業務用機械
は、パチンコ、医療用機械器具などを中心に、10～
12月期、1～3月期と続けて減少している。化学につ
いては、化粧品などが堅調で、このところ底堅い動
きが続いている。
〈先行き〉　月次の鉱工業生産指数は、2月に続い
て3月も前月を上回っており、県内の生産は、先行き
緩やかに持ち直しに向かうとみられる。

下回っている。
雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費は緩やかに持ち直している。
〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続いていくと
見込まれることから、消費者マインドも好転を続けよ
う。先行きも個人消費は、緩やかな持ち直しの動き
を続けるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　2018年1～3月期の埼玉県の新設住宅
着工戸数は、前年比▲2.5％と前年を下回り、5四
半期連続の前年割れとなった。低水準で推移する
住宅ローン金利を背景に、2016年頃までは堅調
だった住宅投資だが、建設コスト増加などの影響も
あり、このところ弱い動きが続いている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2018年度上期設備投資計画額
（見込み）については、前年比+15.8％と前年を上
回る見込みになっている。製造業は同+10.8％、非
製造業は同+19.4％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2017年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲0.8％となった。年度当初は、前年実
績を大きく下回る時期もあったが、2017年の後半
にかけて公共工事が盛り返し、最終的には、ほぼ前
年並みの水準となった。発注者別では、市町村（前
年比＋16.3％）と地方公社（同＋103.3％）は前年を
上回ったものの、国（同▲8.2％）と県（同▲15.2％）
が前年を下回った。2018年4～5月の公共工事請
負金額の累計は、前年を15.3％上回っている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2018年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.29倍に達した。全国
の有効求人倍率1.59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1.48倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

ドラッグストアの販売額は、引き続き底堅く推移し
ており、低調だったホームセンターにも、足元で持ち
直しの動きがみられる。家電量販店は4Kテレビな
どの売れ行きが好調なことを受けて、前年を上回っ
ている。コンビニエンスストアについても、堅調な動
きが続いている。
一方、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2017年7～9月期まで、6四半期連続で前年を上
回っていたが、それまでの高い伸びの反動もあり、
10～12月期、1～3月期と、2四半期連続で前年を

マンション価格上昇に伴う販売の落ち込みを受けて、
埼玉県内のマンション発売戸数は減少を続けてい
たが、足元で若干持ち直している。
〈先行き〉　住宅ローン金利は引き続き低水準で推
移するとみられるものの、貸家ブームが一段落した
ことなどもあって、今後も、住宅投資はやや弱めの
推移を続けよう。
○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2017年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲7.6％となり、県
内の設備投資は前年実績を下回った。業種別では、
製造業が同▲9.8％、非製造業が同▲6.3％だった。
2017年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲6.9％と前年実
績を下回っている。

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、2017年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.3％と2年連続で前年
を上回ったのに続き、2017年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と5年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。
〈先行き〉　埼玉県内企業の2018年経営見通し（当
財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項とし
て、人手不足をあげる企業が2年連続で最も多かっ
た。県内の雇用環境は、改善を続けるとみられる。
また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、2018年度に正社員の賃上げを行うと回答し
た企業の割合は6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年連続で前年を上回っ
た。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。

内訳をみると、持家は、2018年1～3月期まで4四
半期連続で前年割れとなるなど、弱い動きが続いて
いる。分譲については、2017年10～12月期に4四
半期ぶりに前年を上回ったものの、1～3月期はふた
たび前年割れとなった。このところマンションが前年
を上回る一方で、比較的堅調だった戸建が減速し
ている。相続税対策狙いの賃貸アパートなどが高い
伸びを続けていた貸家は弱含みとなっており、貸家
ブームは一段落したようだ。
また、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は、2018年1～3月期に前年
比＋2.0％となり、2四半期連続で前年を上回った。

先行きの埼玉県経済については、住宅投資はや
や弱めの推移を続けるものの、設備投資と公共投
資が前年を上回るなか、雇用・所得環境の改善を受
けて、個人消費は緩やかな持ち直しの動きを続ける
とみられる。埼玉県の景気は引き続き持ち直してい
くとみられる。
内訳をみると、生産は、先行き緩やかに持ち直し

に向かうとみられる。
人手不足を経営上の懸念事項としてあげる企業

が多いことなどから、雇用・所得環境は今後も改善
を続けるとみられ、これを受けて消費者マインドも好
転を続けよう。個人消費は、緩やかな持ち直しの動
きを続けるとみられる。
住宅ローン金利は引き続き低水準で推移すると

みられるものの、貸家ブームが一段落したことなど
もあって、今後も、住宅投資はやや弱めの推移を続
けるとみられる。
設備投資は、製造業、非製造業ともに前年を上回

ると見込まれている。この結果、全体でみても、設備
投資は前年を上回るとみられる。公共投資も、前年
を上回る見込みである。　
ただし、米国の通商政策や、イランや北朝鮮をめ

ぐる動きなど、海外経済を取り巻く環境が一層不透
明感を増しており、その動向には充分留意していく
必要がある。 （井上博夫）

〈先行き〉　埼玉県と県公営企業の2018年度当初
予算をみると、県の投資的経費は前年を上回るも
のの、県立循環器・呼吸器病センターの整備終了
等に伴って、県病院事業建設改良費が減少するこ
とから、両者の合計は、ほぼ前年並みにとどまる見
込みである。
一方、県内市町村の2018年度当初予算では、投
資的経費はほぼ前年並みながら、さいたま市立病
院の建替え等に伴って、市町村病院事業建設改良
費が前年を大きく上回っている。このため、埼玉県
全体の公共投資は、前年を上回る見込みである。

円卓会議では、日本のSDGsへの取組方針に関
して話し合いが行われ、同年12月に「持続可能な開
発目標（SDGs）実施指針」（以下、実施指針）が採
択された。実施指針においては、「持続可能で強靱、
そして誰一人取り残さない、経済、社会、環境の統
合的向上が実現された未来への先駆者を目指す」
ことがビジョンとして打ち出され、SDGsのゴールと
ターゲットのうち日本として特に注力すべきものとし
て以下の8つの優先課題が掲げられている。

実施方針を踏まえて公表された「SDGsアクショ
ンプラン2018」（2017年12月27日、SDGs推進本
部）には、日本のSDGsモデルの方向性として、以下
の3つが示されている。

地方創生とSDGs推進の基本的考え方
2017年6月、「自治体SDGs推進のための有識
者検討会（事務局：内閣府地方創生推進事務局）」
が設置され、自治体レベルでSDGsに取組むための
方策の検討を行い、同年11月に「地方創生に向け
た自治体SDGs推進のあり方」コンセプト取りまとめ
（以下、自治体コンセプト）が公表された。
自治体コンセプトは、地方創生を、少子高齢化に
歯止めをかけ、地域の人口減少と地域経済の縮小
を克服し、将来にわたって成長力を確保することを
目指すものと位置づけている。その上で、地方が将
来にわたって成長力を確保するには、人々が安心し
て暮らせるような、持続可能なまちづくりと地域活性
化が重要であり、特に、急速な人口減少が進む地域
では、くらしの基盤の維持・再生を図ることが必要で
あるとする。そして、SDGsの17のゴール、169の
ターゲット、進捗状況を測るための約230の指標（達
成度を測定するための評価尺度）を活用することに
より、行政、民間事業者、市民等の異なるステークホ
ルダー（利害関係者）間で地方創生に向けた共通言
語を持つことが可能となり、政策目標の理解が進展
し、自治体業務の合理的な連携の促進が可能とな
る、としている。すなわち、SDGsは、「持続可能なま
ちづくりと地域活性化のための共通言語」であると
位置づけられている。

自治体ＳＧＤｓ先進モデル
2017年6月9日に閣議決定された「まち・ひと・し

ごと創生基本方針2017」においては、自治体におけ
るSDGsの推進に向けた政府による具体的取組とし

はじめに
今年度の地域研究レポートは、「自治体における
SDGsへの取組～地域の社会的課題を考える」とし
てSDGsの観点から埼玉県における地域の社会的
課題と解決方法について研究員各自の視点により
考えたい。　
第１回は、SDGsとは何かを概観し、自治体への導
入の必要性について明らかにしたい。

SDGsとは
2015年9月に開催された国連サミットにおいて、

「持続可能な開発のための2030アジェンダ（通称：
2030アジェンダ）」が採択された。この中心にあるの
が、17のゴール、および169のターゲットから構成され
る持続可能な開発目標(Sustainable Development 
Goals、通称SDGs）である。
SDGsは、人類及び地球の持続可能な開発のた

めに取組むべき課題と達成すべき目標（ゴール1
「貧困をなくそう」からゴール17「パートナーシップ

て、自治体に対する普及促進活動の展開、自治体に
よるSDGs達成のためのモデル事例の形成の検討
が盛りこまれた。
具体的には、優れた取組を提案する都市・地域を

「SDGs未来都市」として公募するとともに、先導的
な取組については「自治体SDGsモデル事業」とし
て資金的に支援するとしている（担当部署：内閣府
地方創生推進事務局）。自治体SDGsモデル事業は、
SDGsの理念に沿った統合的取組により、経済・社
会・環境の三側面における新しい価値創出を通して
持続可能な開発を実現するポテンシャルが高い先
導的な取組であって、多様なステークホルダーとの
連携を通し、地域における自律的好循環が見込める
事業とされる。
SDGs未来都市・自治体SDGsモデル事業は、3
年間の事業を想定しており、2018年度は、2018年
2～3月に公募を終え、書類審査・ヒアリングを経て5
～6月に選定、6月に補助金の交付申請、夏頃に交付
を決定するとのスケジュールとなっている。（SDGs
未来都市等募集要領より）

SDGs推進における自治体の役割
モデルとなるような事業に取組む自治体だけでな

く、あらゆる自治体がSDGsを導入し推進することを
求められている。
自治体コンセプトは、「まち・ひと・しごと創生総合
戦略（2016改訂版）」の企画・実行に当たっての基
本方針である「1．従来の政策の検証」を行うことが
重要であり、「2．まち・ひと・しごとの創生に向けた政
策5原則（自立性、将来性、地域性、直接性、結果重
視）」に基づき、「3．国と地方の取組体制とPDCA
の整備」を推進することを自治体行政の基本とすべ
きだ、とする。
その上で、国は、自治体に①SDGsを行政施策の
柱に組み込むこと（自治体行政におけるSDGsの主
流化）、②自治体職員や市民を含む様々なステーク
ホルダーとの連携等を構築すること（SDGs推進体

制の構築）、③SDGsに基づくグローバルな枠組を
通じて一層の地域活性化を図り、地方創生をより効
果的に推進していくこと（地方創生の推進）、④それ
らの取組を国内外へ発信すること（情報発信）を求
めている。

SDGs推進における企業、NPO・NGOの役割
なお、SDGsは、公的セクターだけでなく、企業や
市民活動における取組を促進し、連携を求めている
ことに留意したい。
国連の2030アジェンダには、「今日2030年への
道を歩き出すのはこの『われら人民』である。我々の
旅路は、政府、国会、国連システム、国際機関、地方
政府、先住民、市民社会、ビジネス・民間セクター、科
学者・学会、そしてすべての人々を取り込んでいくも
のである」として、企業、NPO・NGO（非営利団体・
非政府機関）の取組も求めている。
日本の実施指針では、SDGsの達成のためには、
公的セクターのみならず、民間セクターが公的課題
の解決に貢献することが決定的に重要であり、民間
企業（個人事業者も含む）が有する資金や技術を社
会課題の解決に効果的に役立てていくことはSDGs
の達成に向けた鍵である、としている。そして、既に
一部の民間企業がSDGsに社会貢献活動の一環と
して取組むのみならず、SDGsを自らの本業に取り
込み、ビジネスを通じて社会的課題の解決に貢献す
ることに取組むことを政府として歓迎し、今後の
2030アジェンダの実施に際して、先進的な取組を
行っている民間企業等のグッド・プラクティスの共有
や表彰等による奨励策の検討を進め、民間企業と
の更なる連携の強化を図り、さらに、民間企業がイノ
ベーションを生み出すための支援や環境整備に取
組むと述べている。
また、同じく実施指針において、NPO・NGOにつ
いて、2030アジェンダの実施においても、「誰一人
取り残さない」未来を目指すビジョンの実現を目指
す上で、NPO・NGOが果たす役割は極めて大きく、

政府として、NPO・NGOを主要なステークホル
ダーと位置づけ、効果的なNPO・NGOとのパート
ナーシップを一層推進していくとしている。
近年、自治体経営において、行政だけでなく、自治
会・町内会や市民活動団体（NPO・NGO、ボランティ
ア団体）、経済団体・企業などの協働が不可欠となっ
ている。自治体計画の策定・実行にあたっては、行政
評価システムや、KPI（key performance indicator：
重要業績評価指標）などによる客観的な評価の導
入が求められるとともに、行政だけでは実現できな
い産業分野や福祉分野の取組も増えている。共通
言語としてのSDGsのゴール、ターゲット、指標の活
用、様々なステークホルダーとの協働は、そのような
潮流に沿ったものであり、地域全体での積極的な導
入が求められる。

自治体へのSDGsの導入の実際
自治体へのSDGsの導入について、実施指針は、
自治体が既存の各種計画や戦略、方針を策定、改
訂する際に、SDGsの要素を最大限反映することを
奨励している。
自治体コンセプトは、自治体が「総合計画」、「地
方版総合戦略」「環境基本計画」等の各種計画を既
に策定し、具体的な取組を進めていることから、
SDGs導入時には、それらの既存計画とのマッチン
グに留意した上で、SDGsの特徴を生かした政策ビ
ジョンを策定することが必要であるとし、既存政策と
の連携においては、重複回避や効率化の観点から企
画立案・実施のパッケージ化やワンストップ化に配慮
することが効果的としている。また、SDGsで提案さ
れている目標達成に向けた進捗状況を測るための
約230の指標は、グローバルな視点からのもので、わ
が国の状況や自治体にはそぐわない指標も数多く含
まれているため、目標・指標においてもローカライズ
（地域化・現地化）が重要であるとしている。
より具体的な自治体へのSDGs導入のために、一
般財団法人建築環境・省エネルギー機構内に設置

された「自治体SDGs検討小委員会（委員長：村上
周三）」により、「私たちのまちにとってのSDGs（持
続可能な開発目標）－導入のためのガイドライン－」
（2018年3月28日　第二版公表、以下、ガイドライ
ン）も作成されている。
ガイドラインは、誰1人取り残されない包括的なガ
バナンスの重要性や持続可能な都市計画とマネジ
メントの必要性をうたうSDGsの「ゴール11：住み続
けられるまちづくり」が自治体行政と最も関連の強い
ゴールであるが、自治体行政の役割と責務は他の
16ゴールの内容にも深く係わる、とする。
さらに、各自治体の取組は、国の方針を受けて、自
治体行政の責務として推進するSDGsの取組（義務
的・包括的取組）と、それぞれの自治体が固有の条
件を踏まえて推進するSDGsの取組（自主的・選択
的取組）の2つに別れるとする。前者は、国レベル実
施指針と8つの優先課題に対応した各省庁の施策
が策定された後、それに沿って導入の方向が示され
るとしている。

ガイドラインでは、以上のようなSDGsの理解（ス
テップ1）の次に、取組体制（ステップ2）、目標と指標
（ステップ3）、アクションプログラム（ステップ4）、フォ
ローアップ（ステップ5）を「自治体レベルでSDGsに取
組む必要な5つのステップ」として示しており、特に埼
玉県内の自治体を念頭に、詳細を次回、紹介する。

で目標を達成しよう」まで）を掲げ、2030年までに実
行、達成するものとしている。
その中においては、誰一人取り残されない（no 
one will be left behind）包摂的（inclusive）な世
の中を作っていくことが重要であると強調されている。
また、その目標の達成のためには一部の関係者
だけではなく、先進国も含めた、すべての国とすべて
の関係者（all countries and all stakeholders）
が協調的なパートナーシップ（col laborat ive 
partnership）の下でこの行動計画を実行に移して
いく必要があるとされる。
SDGsは、過去に国連で採択されたMDGs

（Millennium Development Goals）策定の際の
経験と反省を踏まえて、国家レベルだけでなく、公民
のあらゆるレベルでの取組の重要性がうたわれてい
る。ここでいうあらゆるレベルとは、自治体等の準国
家レベル、国家レベル、複数の国をまたぐ地域レベ
ル、グローバルレベル（subnational，national，
regional and global levels）を指し、従来のMDGs

以上に自治体レベルにおける取組に
期待が寄せられている。
日本では、国連サミットでの2030
アジェンダの採択を受け、2016年5
月に内閣総理大臣が本部長を務め
る「持続可能な開発目標（SDGs）推
進本部」（以下、SDGs推進本部）が
設置され、その下で、行政やNPO・
NGO、有識者、民間セクター等の関
係者が意見交換を行う「持続可能な
開発目標（SDGs）推進円卓会議」が
開催された。

資料：一般財団法人建築環境・省エネルギー機構「私たちのまちにとってのSDGs（持続
可能な開発目標）－導入のためのガイドライン－」

●自治体におけるSDGs導入の取組

取組1.
義務的・包括的

取組2.
自主的・選択的

国の方針を受けて
自治体行政の責務
として推進するSDGs

それぞれの自治体が
固有の条件を踏まえて
推進するSDGs

グローバル
レベルの
SDGs

日本国としての実施指針と
8つの優先課題

自治体レベルの取組

国レベルの取組



Research
調査①

9 10埼玉りそな経済情報2018.7埼玉りそな経済情報2018.7

埼玉県経済の現状

○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店は前年割れを続けたものの、スー
パーが比較的底堅く推移したことから、2017年4～6
月期から2018年1～3月期まで、4四半期連続で前
年を上回った。

2018年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率▲0.6％となった。9四半期ぶりにマイナス
成長となったものの、これには大雪など一時的な要
因が影響しており、わが国の景気は、引き続き緩や
かに回復している。
内訳をみると、生産は緩やかに増加している。雇

用・所得環境の改善が続くなかで、個人消費も持ち
直している。住宅投資はこのところ弱含んでいるも
のの、設備投資が緩やかに増加しており、公共投資
は底堅く推移している。輸出は持ち直している。

埼玉県についても、全国と同様、足元の動きは一
服したものの、景気は引き続き持ち直している。
内訳をみると、生産はこのところ低調に推移して

いるが、雇用・所得環境の改善が続いていることを
受けて、個人消費は緩やかに持ち直している。住宅
投資はこのところ弱い動きが続いており、設備投資
は前年実績を下回っている。公共投資は、ほぼ前年
並みの水準で推移している。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りの低下となった2017年10～12月期に続いて、
1～3月期も低下した。県内の生産は、このところ低
調に推移している。
業種別にみると、輸送機械の生産は2017年7～9

月期に続いて10～12月期も減少していたが、1～3
月期には持ち直した。乗用車の生産は、振れを伴い
ながらも、横ばい圏内で推移している。業務用機械
は、パチンコ、医療用機械器具などを中心に、10～
12月期、1～3月期と続けて減少している。化学につ
いては、化粧品などが堅調で、このところ底堅い動
きが続いている。
〈先行き〉　月次の鉱工業生産指数は、2月に続い
て3月も前月を上回っており、県内の生産は、先行き
緩やかに持ち直しに向かうとみられる。

全国の景気動向

埼玉県経済の主要項目の現状と先行き

下回っている。
雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費は緩やかに持ち直している。
〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続いていくと
見込まれることから、消費者マインドも好転を続けよ
う。先行きも個人消費は、緩やかな持ち直しの動き
を続けるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　2018年1～3月期の埼玉県の新設住宅
着工戸数は、前年比▲2.5％と前年を下回り、5四
半期連続の前年割れとなった。低水準で推移する
住宅ローン金利を背景に、2016年頃までは堅調
だった住宅投資だが、建設コスト増加などの影響も
あり、このところ弱い動きが続いている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2018年度上期設備投資計画額
（見込み）については、前年比+15.8％と前年を上
回る見込みになっている。製造業は同+10.8％、非
製造業は同+19.4％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2017年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲0.8％となった。年度当初は、前年実
績を大きく下回る時期もあったが、2017年の後半
にかけて公共工事が盛り返し、最終的には、ほぼ前
年並みの水準となった。発注者別では、市町村（前
年比＋16.3％）と地方公社（同＋103.3％）は前年を
上回ったものの、国（同▲8.2％）と県（同▲15.2％）
が前年を下回った。2018年4～5月の公共工事請
負金額の累計は、前年を15.3％上回っている。

埼玉県経済の現状と先行き
景気は引き続き持ち直していくとみられる

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
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住宅投資はこのところ弱い動きが続いている

設備投資は前年実績を下回っている

公共投資はほぼ前年並みの水準で推移している

現状の景気判断 方向

資料：経済産業省、埼玉県「鉱工業指数」
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●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」
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○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2018年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.29倍に達した。全国
の有効求人倍率1.59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1.48倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

ドラッグストアの販売額は、引き続き底堅く推移し
ており、低調だったホームセンターにも、足元で持ち
直しの動きがみられる。家電量販店は4Kテレビな
どの売れ行きが好調なことを受けて、前年を上回っ
ている。コンビニエンスストアについても、堅調な動
きが続いている。
一方、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2017年7～9月期まで、6四半期連続で前年を上
回っていたが、それまでの高い伸びの反動もあり、
10～12月期、1～3月期と、2四半期連続で前年を

マンション価格上昇に伴う販売の落ち込みを受けて、
埼玉県内のマンション発売戸数は減少を続けてい
たが、足元で若干持ち直している。
〈先行き〉　住宅ローン金利は引き続き低水準で推
移するとみられるものの、貸家ブームが一段落した
ことなどもあって、今後も、住宅投資はやや弱めの
推移を続けよう。
○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2017年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲7.6％となり、県
内の設備投資は前年実績を下回った。業種別では、
製造業が同▲9.8％、非製造業が同▲6.3％だった。
2017年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲6.9％と前年実
績を下回っている。

●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）」

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、2017年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.3％と2年連続で前年
を上回ったのに続き、2017年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と5年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。
〈先行き〉　埼玉県内企業の2018年経営見通し（当
財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項とし
て、人手不足をあげる企業が2年連続で最も多かっ
た。県内の雇用環境は、改善を続けるとみられる。
また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、2018年度に正社員の賃上げを行うと回答し
た企業の割合は6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年連続で前年を上回っ
た。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。

内訳をみると、持家は、2018年1～3月期まで4四
半期連続で前年割れとなるなど、弱い動きが続いて
いる。分譲については、2017年10～12月期に4四
半期ぶりに前年を上回ったものの、1～3月期はふた
たび前年割れとなった。このところマンションが前年
を上回る一方で、比較的堅調だった戸建が減速し
ている。相続税対策狙いの賃貸アパートなどが高い
伸びを続けていた貸家は弱含みとなっており、貸家
ブームは一段落したようだ。
また、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は、2018年1～3月期に前年
比＋2.0％となり、2四半期連続で前年を上回った。

先行きの埼玉県経済については、住宅投資はや
や弱めの推移を続けるものの、設備投資と公共投
資が前年を上回るなか、雇用・所得環境の改善を受
けて、個人消費は緩やかな持ち直しの動きを続ける
とみられる。埼玉県の景気は引き続き持ち直してい
くとみられる。
内訳をみると、生産は、先行き緩やかに持ち直し

に向かうとみられる。
人手不足を経営上の懸念事項としてあげる企業

が多いことなどから、雇用・所得環境は今後も改善
を続けるとみられ、これを受けて消費者マインドも好
転を続けよう。個人消費は、緩やかな持ち直しの動
きを続けるとみられる。
住宅ローン金利は引き続き低水準で推移すると

みられるものの、貸家ブームが一段落したことなど
もあって、今後も、住宅投資はやや弱めの推移を続
けるとみられる。
設備投資は、製造業、非製造業ともに前年を上回

ると見込まれている。この結果、全体でみても、設備
投資は前年を上回るとみられる。公共投資も、前年
を上回る見込みである。　
ただし、米国の通商政策や、イランや北朝鮮をめ

ぐる動きなど、海外経済を取り巻く環境が一層不透
明感を増しており、その動向には充分留意していく
必要がある。 （井上博夫）

（年・四半期）

〈先行き〉　埼玉県と県公営企業の2018年度当初
予算をみると、県の投資的経費は前年を上回るも
のの、県立循環器・呼吸器病センターの整備終了
等に伴って、県病院事業建設改良費が減少するこ
とから、両者の合計は、ほぼ前年並みにとどまる見
込みである。
一方、県内市町村の2018年度当初予算では、投
資的経費はほぼ前年並みながら、さいたま市立病
院の建替え等に伴って、市町村病院事業建設改良
費が前年を大きく上回っている。このため、埼玉県
全体の公共投資は、前年を上回る見込みである。
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資料：当財団「埼玉県内賃金改定状況調査」
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埼玉県経済の現状

○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店は前年割れを続けたものの、スー
パーが比較的底堅く推移したことから、2017年4～6
月期から2018年1～3月期まで、4四半期連続で前
年を上回った。

2018年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率▲0.6％となった。9四半期ぶりにマイナス
成長となったものの、これには大雪など一時的な要
因が影響しており、わが国の景気は、引き続き緩や
かに回復している。
内訳をみると、生産は緩やかに増加している。雇

用・所得環境の改善が続くなかで、個人消費も持ち
直している。住宅投資はこのところ弱含んでいるも
のの、設備投資が緩やかに増加しており、公共投資
は底堅く推移している。輸出は持ち直している。

埼玉県についても、全国と同様、足元の動きは一
服したものの、景気は引き続き持ち直している。
内訳をみると、生産はこのところ低調に推移して

いるが、雇用・所得環境の改善が続いていることを
受けて、個人消費は緩やかに持ち直している。住宅
投資はこのところ弱い動きが続いており、設備投資
は前年実績を下回っている。公共投資は、ほぼ前年
並みの水準で推移している。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りの低下となった2017年10～12月期に続いて、
1～3月期も低下した。県内の生産は、このところ低
調に推移している。
業種別にみると、輸送機械の生産は2017年7～9

月期に続いて10～12月期も減少していたが、1～3
月期には持ち直した。乗用車の生産は、振れを伴い
ながらも、横ばい圏内で推移している。業務用機械
は、パチンコ、医療用機械器具などを中心に、10～
12月期、1～3月期と続けて減少している。化学につ
いては、化粧品などが堅調で、このところ底堅い動
きが続いている。
〈先行き〉　月次の鉱工業生産指数は、2月に続い
て3月も前月を上回っており、県内の生産は、先行き
緩やかに持ち直しに向かうとみられる。

全国の景気動向

埼玉県経済の主要項目の現状と先行き

下回っている。
雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費は緩やかに持ち直している。
〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続いていくと
見込まれることから、消費者マインドも好転を続けよ
う。先行きも個人消費は、緩やかな持ち直しの動き
を続けるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　2018年1～3月期の埼玉県の新設住宅
着工戸数は、前年比▲2.5％と前年を下回り、5四
半期連続の前年割れとなった。低水準で推移する
住宅ローン金利を背景に、2016年頃までは堅調
だった住宅投資だが、建設コスト増加などの影響も
あり、このところ弱い動きが続いている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2018年度上期設備投資計画額
（見込み）については、前年比+15.8％と前年を上
回る見込みになっている。製造業は同+10.8％、非
製造業は同+19.4％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2017年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲0.8％となった。年度当初は、前年実
績を大きく下回る時期もあったが、2017年の後半
にかけて公共工事が盛り返し、最終的には、ほぼ前
年並みの水準となった。発注者別では、市町村（前
年比＋16.3％）と地方公社（同＋103.3％）は前年を
上回ったものの、国（同▲8.2％）と県（同▲15.2％）
が前年を下回った。2018年4～5月の公共工事請
負金額の累計は、前年を15.3％上回っている。

埼玉県経済の現状と先行き
景気は引き続き持ち直していくとみられる

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
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設備投資は前年実績を下回っている

公共投資はほぼ前年並みの水準で推移している

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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●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」
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○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2018年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.29倍に達した。全国
の有効求人倍率1.59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1.48倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

ドラッグストアの販売額は、引き続き底堅く推移し
ており、低調だったホームセンターにも、足元で持ち
直しの動きがみられる。家電量販店は4Kテレビな
どの売れ行きが好調なことを受けて、前年を上回っ
ている。コンビニエンスストアについても、堅調な動
きが続いている。
一方、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2017年7～9月期まで、6四半期連続で前年を上
回っていたが、それまでの高い伸びの反動もあり、
10～12月期、1～3月期と、2四半期連続で前年を

マンション価格上昇に伴う販売の落ち込みを受けて、
埼玉県内のマンション発売戸数は減少を続けてい
たが、足元で若干持ち直している。
〈先行き〉　住宅ローン金利は引き続き低水準で推
移するとみられるものの、貸家ブームが一段落した
ことなどもあって、今後も、住宅投資はやや弱めの
推移を続けよう。
○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2017年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲7.6％となり、県
内の設備投資は前年実績を下回った。業種別では、
製造業が同▲9.8％、非製造業が同▲6.3％だった。
2017年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲6.9％と前年実
績を下回っている。

●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）」

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、2017年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.3％と2年連続で前年
を上回ったのに続き、2017年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と5年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。
〈先行き〉　埼玉県内企業の2018年経営見通し（当
財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項とし
て、人手不足をあげる企業が2年連続で最も多かっ
た。県内の雇用環境は、改善を続けるとみられる。
また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、2018年度に正社員の賃上げを行うと回答し
た企業の割合は6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年連続で前年を上回っ
た。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。

内訳をみると、持家は、2018年1～3月期まで4四
半期連続で前年割れとなるなど、弱い動きが続いて
いる。分譲については、2017年10～12月期に4四
半期ぶりに前年を上回ったものの、1～3月期はふた
たび前年割れとなった。このところマンションが前年
を上回る一方で、比較的堅調だった戸建が減速し
ている。相続税対策狙いの賃貸アパートなどが高い
伸びを続けていた貸家は弱含みとなっており、貸家
ブームは一段落したようだ。
また、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は、2018年1～3月期に前年
比＋2.0％となり、2四半期連続で前年を上回った。

先行きの埼玉県経済については、住宅投資はや
や弱めの推移を続けるものの、設備投資と公共投
資が前年を上回るなか、雇用・所得環境の改善を受
けて、個人消費は緩やかな持ち直しの動きを続ける
とみられる。埼玉県の景気は引き続き持ち直してい
くとみられる。
内訳をみると、生産は、先行き緩やかに持ち直し

に向かうとみられる。
人手不足を経営上の懸念事項としてあげる企業

が多いことなどから、雇用・所得環境は今後も改善
を続けるとみられ、これを受けて消費者マインドも好
転を続けよう。個人消費は、緩やかな持ち直しの動
きを続けるとみられる。
住宅ローン金利は引き続き低水準で推移すると

みられるものの、貸家ブームが一段落したことなど
もあって、今後も、住宅投資はやや弱めの推移を続
けるとみられる。
設備投資は、製造業、非製造業ともに前年を上回

ると見込まれている。この結果、全体でみても、設備
投資は前年を上回るとみられる。公共投資も、前年
を上回る見込みである。　
ただし、米国の通商政策や、イランや北朝鮮をめ

ぐる動きなど、海外経済を取り巻く環境が一層不透
明感を増しており、その動向には充分留意していく
必要がある。 （井上博夫）
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〈先行き〉　埼玉県と県公営企業の2018年度当初
予算をみると、県の投資的経費は前年を上回るも
のの、県立循環器・呼吸器病センターの整備終了
等に伴って、県病院事業建設改良費が減少するこ
とから、両者の合計は、ほぼ前年並みにとどまる見
込みである。
一方、県内市町村の2018年度当初予算では、投
資的経費はほぼ前年並みながら、さいたま市立病
院の建替え等に伴って、市町村病院事業建設改良
費が前年を大きく上回っている。このため、埼玉県
全体の公共投資は、前年を上回る見込みである。
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○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店は前年割れを続けたものの、スー
パーが比較的底堅く推移したことから、2017年4～6
月期から2018年1～3月期まで、4四半期連続で前
年を上回った。

2018年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率▲0.6％となった。9四半期ぶりにマイナス
成長となったものの、これには大雪など一時的な要
因が影響しており、わが国の景気は、引き続き緩や
かに回復している。
内訳をみると、生産は緩やかに増加している。雇

用・所得環境の改善が続くなかで、個人消費も持ち
直している。住宅投資はこのところ弱含んでいるも
のの、設備投資が緩やかに増加しており、公共投資
は底堅く推移している。輸出は持ち直している。

埼玉県についても、全国と同様、足元の動きは一
服したものの、景気は引き続き持ち直している。
内訳をみると、生産はこのところ低調に推移して

いるが、雇用・所得環境の改善が続いていることを
受けて、個人消費は緩やかに持ち直している。住宅
投資はこのところ弱い動きが続いており、設備投資
は前年実績を下回っている。公共投資は、ほぼ前年
並みの水準で推移している。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りの低下となった2017年10～12月期に続いて、
1～3月期も低下した。県内の生産は、このところ低
調に推移している。
業種別にみると、輸送機械の生産は2017年7～9

月期に続いて10～12月期も減少していたが、1～3
月期には持ち直した。乗用車の生産は、振れを伴い
ながらも、横ばい圏内で推移している。業務用機械
は、パチンコ、医療用機械器具などを中心に、10～
12月期、1～3月期と続けて減少している。化学につ
いては、化粧品などが堅調で、このところ底堅い動
きが続いている。
〈先行き〉　月次の鉱工業生産指数は、2月に続い
て3月も前月を上回っており、県内の生産は、先行き
緩やかに持ち直しに向かうとみられる。

下回っている。
雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費は緩やかに持ち直している。
〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続いていくと
見込まれることから、消費者マインドも好転を続けよ
う。先行きも個人消費は、緩やかな持ち直しの動き
を続けるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　2018年1～3月期の埼玉県の新設住宅
着工戸数は、前年比▲2.5％と前年を下回り、5四
半期連続の前年割れとなった。低水準で推移する
住宅ローン金利を背景に、2016年頃までは堅調
だった住宅投資だが、建設コスト増加などの影響も
あり、このところ弱い動きが続いている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2018年度上期設備投資計画額
（見込み）については、前年比+15.8％と前年を上
回る見込みになっている。製造業は同+10.8％、非
製造業は同+19.4％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2017年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲0.8％となった。年度当初は、前年実
績を大きく下回る時期もあったが、2017年の後半
にかけて公共工事が盛り返し、最終的には、ほぼ前
年並みの水準となった。発注者別では、市町村（前
年比＋16.3％）と地方公社（同＋103.3％）は前年を
上回ったものの、国（同▲8.2％）と県（同▲15.2％）
が前年を下回った。2018年4～5月の公共工事請
負金額の累計は、前年を15.3％上回っている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2018年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.29倍に達した。全国
の有効求人倍率1.59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1.48倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

ドラッグストアの販売額は、引き続き底堅く推移し
ており、低調だったホームセンターにも、足元で持ち
直しの動きがみられる。家電量販店は4Kテレビな
どの売れ行きが好調なことを受けて、前年を上回っ
ている。コンビニエンスストアについても、堅調な動
きが続いている。
一方、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2017年7～9月期まで、6四半期連続で前年を上
回っていたが、それまでの高い伸びの反動もあり、
10～12月期、1～3月期と、2四半期連続で前年を

マンション価格上昇に伴う販売の落ち込みを受けて、
埼玉県内のマンション発売戸数は減少を続けてい
たが、足元で若干持ち直している。
〈先行き〉　住宅ローン金利は引き続き低水準で推
移するとみられるものの、貸家ブームが一段落した
ことなどもあって、今後も、住宅投資はやや弱めの
推移を続けよう。
○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2017年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲7.6％となり、県
内の設備投資は前年実績を下回った。業種別では、
製造業が同▲9.8％、非製造業が同▲6.3％だった。
2017年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲6.9％と前年実
績を下回っている。

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、2017年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.3％と2年連続で前年
を上回ったのに続き、2017年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と5年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。
〈先行き〉　埼玉県内企業の2018年経営見通し（当
財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項とし
て、人手不足をあげる企業が2年連続で最も多かっ
た。県内の雇用環境は、改善を続けるとみられる。
また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、2018年度に正社員の賃上げを行うと回答し
た企業の割合は6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年連続で前年を上回っ
た。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。

内訳をみると、持家は、2018年1～3月期まで4四
半期連続で前年割れとなるなど、弱い動きが続いて
いる。分譲については、2017年10～12月期に4四
半期ぶりに前年を上回ったものの、1～3月期はふた
たび前年割れとなった。このところマンションが前年
を上回る一方で、比較的堅調だった戸建が減速し
ている。相続税対策狙いの賃貸アパートなどが高い
伸びを続けていた貸家は弱含みとなっており、貸家
ブームは一段落したようだ。
また、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は、2018年1～3月期に前年
比＋2.0％となり、2四半期連続で前年を上回った。

先行きの埼玉県経済については、住宅投資はや
や弱めの推移を続けるものの、設備投資と公共投
資が前年を上回るなか、雇用・所得環境の改善を受
けて、個人消費は緩やかな持ち直しの動きを続ける
とみられる。埼玉県の景気は引き続き持ち直してい
くとみられる。
内訳をみると、生産は、先行き緩やかに持ち直し

に向かうとみられる。
人手不足を経営上の懸念事項としてあげる企業

が多いことなどから、雇用・所得環境は今後も改善
を続けるとみられ、これを受けて消費者マインドも好
転を続けよう。個人消費は、緩やかな持ち直しの動
きを続けるとみられる。
住宅ローン金利は引き続き低水準で推移すると

みられるものの、貸家ブームが一段落したことなど
もあって、今後も、住宅投資はやや弱めの推移を続
けるとみられる。
設備投資は、製造業、非製造業ともに前年を上回

ると見込まれている。この結果、全体でみても、設備
投資は前年を上回るとみられる。公共投資も、前年
を上回る見込みである。　
ただし、米国の通商政策や、イランや北朝鮮をめ

ぐる動きなど、海外経済を取り巻く環境が一層不透
明感を増しており、その動向には充分留意していく
必要がある。 （井上博夫）

〈先行き〉　埼玉県と県公営企業の2018年度当初
予算をみると、県の投資的経費は前年を上回るも
のの、県立循環器・呼吸器病センターの整備終了
等に伴って、県病院事業建設改良費が減少するこ
とから、両者の合計は、ほぼ前年並みにとどまる見
込みである。
一方、県内市町村の2018年度当初予算では、投
資的経費はほぼ前年並みながら、さいたま市立病
院の建替え等に伴って、市町村病院事業建設改良
費が前年を大きく上回っている。このため、埼玉県
全体の公共投資は、前年を上回る見込みである。
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○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店は前年割れを続けたものの、スー
パーが比較的底堅く推移したことから、2017年4～6
月期から2018年1～3月期まで、4四半期連続で前
年を上回った。

2018年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率▲0.6％となった。9四半期ぶりにマイナス
成長となったものの、これには大雪など一時的な要
因が影響しており、わが国の景気は、引き続き緩や
かに回復している。
内訳をみると、生産は緩やかに増加している。雇

用・所得環境の改善が続くなかで、個人消費も持ち
直している。住宅投資はこのところ弱含んでいるも
のの、設備投資が緩やかに増加しており、公共投資
は底堅く推移している。輸出は持ち直している。

埼玉県についても、全国と同様、足元の動きは一
服したものの、景気は引き続き持ち直している。
内訳をみると、生産はこのところ低調に推移して

いるが、雇用・所得環境の改善が続いていることを
受けて、個人消費は緩やかに持ち直している。住宅
投資はこのところ弱い動きが続いており、設備投資
は前年実績を下回っている。公共投資は、ほぼ前年
並みの水準で推移している。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りの低下となった2017年10～12月期に続いて、
1～3月期も低下した。県内の生産は、このところ低
調に推移している。
業種別にみると、輸送機械の生産は2017年7～9

月期に続いて10～12月期も減少していたが、1～3
月期には持ち直した。乗用車の生産は、振れを伴い
ながらも、横ばい圏内で推移している。業務用機械
は、パチンコ、医療用機械器具などを中心に、10～
12月期、1～3月期と続けて減少している。化学につ
いては、化粧品などが堅調で、このところ底堅い動
きが続いている。
〈先行き〉　月次の鉱工業生産指数は、2月に続い
て3月も前月を上回っており、県内の生産は、先行き
緩やかに持ち直しに向かうとみられる。

下回っている。
雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費は緩やかに持ち直している。
〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続いていくと
見込まれることから、消費者マインドも好転を続けよ
う。先行きも個人消費は、緩やかな持ち直しの動き
を続けるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　2018年1～3月期の埼玉県の新設住宅
着工戸数は、前年比▲2.5％と前年を下回り、5四
半期連続の前年割れとなった。低水準で推移する
住宅ローン金利を背景に、2016年頃までは堅調
だった住宅投資だが、建設コスト増加などの影響も
あり、このところ弱い動きが続いている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2018年度上期設備投資計画額
（見込み）については、前年比+15.8％と前年を上
回る見込みになっている。製造業は同+10.8％、非
製造業は同+19.4％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2017年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲0.8％となった。年度当初は、前年実
績を大きく下回る時期もあったが、2017年の後半
にかけて公共工事が盛り返し、最終的には、ほぼ前
年並みの水準となった。発注者別では、市町村（前
年比＋16.3％）と地方公社（同＋103.3％）は前年を
上回ったものの、国（同▲8.2％）と県（同▲15.2％）
が前年を下回った。2018年4～5月の公共工事請
負金額の累計は、前年を15.3％上回っている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2018年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.29倍に達した。全国
の有効求人倍率1.59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1.48倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

ドラッグストアの販売額は、引き続き底堅く推移し
ており、低調だったホームセンターにも、足元で持ち
直しの動きがみられる。家電量販店は4Kテレビな
どの売れ行きが好調なことを受けて、前年を上回っ
ている。コンビニエンスストアについても、堅調な動
きが続いている。
一方、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2017年7～9月期まで、6四半期連続で前年を上
回っていたが、それまでの高い伸びの反動もあり、
10～12月期、1～3月期と、2四半期連続で前年を

マンション価格上昇に伴う販売の落ち込みを受けて、
埼玉県内のマンション発売戸数は減少を続けてい
たが、足元で若干持ち直している。
〈先行き〉　住宅ローン金利は引き続き低水準で推
移するとみられるものの、貸家ブームが一段落した
ことなどもあって、今後も、住宅投資はやや弱めの
推移を続けよう。
○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2017年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲7.6％となり、県
内の設備投資は前年実績を下回った。業種別では、
製造業が同▲9.8％、非製造業が同▲6.3％だった。
2017年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲6.9％と前年実
績を下回っている。

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、2017年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.3％と2年連続で前年
を上回ったのに続き、2017年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と5年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。
〈先行き〉　埼玉県内企業の2018年経営見通し（当
財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項とし
て、人手不足をあげる企業が2年連続で最も多かっ
た。県内の雇用環境は、改善を続けるとみられる。
また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、2018年度に正社員の賃上げを行うと回答し
た企業の割合は6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年連続で前年を上回っ
た。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。

内訳をみると、持家は、2018年1～3月期まで4四
半期連続で前年割れとなるなど、弱い動きが続いて
いる。分譲については、2017年10～12月期に4四
半期ぶりに前年を上回ったものの、1～3月期はふた
たび前年割れとなった。このところマンションが前年
を上回る一方で、比較的堅調だった戸建が減速し
ている。相続税対策狙いの賃貸アパートなどが高い
伸びを続けていた貸家は弱含みとなっており、貸家
ブームは一段落したようだ。
また、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は、2018年1～3月期に前年
比＋2.0％となり、2四半期連続で前年を上回った。

先行きの埼玉県経済については、住宅投資はや
や弱めの推移を続けるものの、設備投資と公共投
資が前年を上回るなか、雇用・所得環境の改善を受
けて、個人消費は緩やかな持ち直しの動きを続ける
とみられる。埼玉県の景気は引き続き持ち直してい
くとみられる。
内訳をみると、生産は、先行き緩やかに持ち直し

に向かうとみられる。
人手不足を経営上の懸念事項としてあげる企業

が多いことなどから、雇用・所得環境は今後も改善
を続けるとみられ、これを受けて消費者マインドも好
転を続けよう。個人消費は、緩やかな持ち直しの動
きを続けるとみられる。
住宅ローン金利は引き続き低水準で推移すると

みられるものの、貸家ブームが一段落したことなど
もあって、今後も、住宅投資はやや弱めの推移を続
けるとみられる。
設備投資は、製造業、非製造業ともに前年を上回

ると見込まれている。この結果、全体でみても、設備
投資は前年を上回るとみられる。公共投資も、前年
を上回る見込みである。　
ただし、米国の通商政策や、イランや北朝鮮をめ

ぐる動きなど、海外経済を取り巻く環境が一層不透
明感を増しており、その動向には充分留意していく
必要がある。 （井上博夫）

〈先行き〉　埼玉県と県公営企業の2018年度当初
予算をみると、県の投資的経費は前年を上回るも
のの、県立循環器・呼吸器病センターの整備終了
等に伴って、県病院事業建設改良費が減少するこ
とから、両者の合計は、ほぼ前年並みにとどまる見
込みである。
一方、県内市町村の2018年度当初予算では、投
資的経費はほぼ前年並みながら、さいたま市立病
院の建替え等に伴って、市町村病院事業建設改良
費が前年を大きく上回っている。このため、埼玉県
全体の公共投資は、前年を上回る見込みである。

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
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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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Research
調査②

○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店は前年割れを続けたものの、スー
パーが比較的底堅く推移したことから、2017年4～6
月期から2018年1～3月期まで、4四半期連続で前
年を上回った。

2018年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率▲0.6％となった。9四半期ぶりにマイナス
成長となったものの、これには大雪など一時的な要
因が影響しており、わが国の景気は、引き続き緩や
かに回復している。
内訳をみると、生産は緩やかに増加している。雇

用・所得環境の改善が続くなかで、個人消費も持ち
直している。住宅投資はこのところ弱含んでいるも
のの、設備投資が緩やかに増加しており、公共投資
は底堅く推移している。輸出は持ち直している。

埼玉県についても、全国と同様、足元の動きは一
服したものの、景気は引き続き持ち直している。
内訳をみると、生産はこのところ低調に推移して

いるが、雇用・所得環境の改善が続いていることを
受けて、個人消費は緩やかに持ち直している。住宅
投資はこのところ弱い動きが続いており、設備投資
は前年実績を下回っている。公共投資は、ほぼ前年
並みの水準で推移している。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りの低下となった2017年10～12月期に続いて、
1～3月期も低下した。県内の生産は、このところ低
調に推移している。
業種別にみると、輸送機械の生産は2017年7～9

月期に続いて10～12月期も減少していたが、1～3
月期には持ち直した。乗用車の生産は、振れを伴い
ながらも、横ばい圏内で推移している。業務用機械
は、パチンコ、医療用機械器具などを中心に、10～
12月期、1～3月期と続けて減少している。化学につ
いては、化粧品などが堅調で、このところ底堅い動
きが続いている。
〈先行き〉　月次の鉱工業生産指数は、2月に続い
て3月も前月を上回っており、県内の生産は、先行き
緩やかに持ち直しに向かうとみられる。

下回っている。
雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費は緩やかに持ち直している。
〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続いていくと
見込まれることから、消費者マインドも好転を続けよ
う。先行きも個人消費は、緩やかな持ち直しの動き
を続けるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　2018年1～3月期の埼玉県の新設住宅
着工戸数は、前年比▲2.5％と前年を下回り、5四
半期連続の前年割れとなった。低水準で推移する
住宅ローン金利を背景に、2016年頃までは堅調
だった住宅投資だが、建設コスト増加などの影響も
あり、このところ弱い動きが続いている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2018年度上期設備投資計画額
（見込み）については、前年比+15.8％と前年を上
回る見込みになっている。製造業は同+10.8％、非
製造業は同+19.4％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2017年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲0.8％となった。年度当初は、前年実
績を大きく下回る時期もあったが、2017年の後半
にかけて公共工事が盛り返し、最終的には、ほぼ前
年並みの水準となった。発注者別では、市町村（前
年比＋16.3％）と地方公社（同＋103.3％）は前年を
上回ったものの、国（同▲8.2％）と県（同▲15.2％）
が前年を下回った。2018年4～5月の公共工事請
負金額の累計は、前年を15.3％上回っている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2018年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.29倍に達した。全国
の有効求人倍率1.59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1.48倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

ドラッグストアの販売額は、引き続き底堅く推移し
ており、低調だったホームセンターにも、足元で持ち
直しの動きがみられる。家電量販店は4Kテレビな
どの売れ行きが好調なことを受けて、前年を上回っ
ている。コンビニエンスストアについても、堅調な動
きが続いている。
一方、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2017年7～9月期まで、6四半期連続で前年を上
回っていたが、それまでの高い伸びの反動もあり、
10～12月期、1～3月期と、2四半期連続で前年を

マンション価格上昇に伴う販売の落ち込みを受けて、
埼玉県内のマンション発売戸数は減少を続けてい
たが、足元で若干持ち直している。
〈先行き〉　住宅ローン金利は引き続き低水準で推
移するとみられるものの、貸家ブームが一段落した
ことなどもあって、今後も、住宅投資はやや弱めの
推移を続けよう。
○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2017年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲7.6％となり、県
内の設備投資は前年実績を下回った。業種別では、
製造業が同▲9.8％、非製造業が同▲6.3％だった。
2017年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲6.9％と前年実
績を下回っている。

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、2017年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.3％と2年連続で前年
を上回ったのに続き、2017年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と5年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。
〈先行き〉　埼玉県内企業の2018年経営見通し（当
財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項とし
て、人手不足をあげる企業が2年連続で最も多かっ
た。県内の雇用環境は、改善を続けるとみられる。
また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、2018年度に正社員の賃上げを行うと回答し
た企業の割合は6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年連続で前年を上回っ
た。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。

内訳をみると、持家は、2018年1～3月期まで4四
半期連続で前年割れとなるなど、弱い動きが続いて
いる。分譲については、2017年10～12月期に4四
半期ぶりに前年を上回ったものの、1～3月期はふた
たび前年割れとなった。このところマンションが前年
を上回る一方で、比較的堅調だった戸建が減速し
ている。相続税対策狙いの賃貸アパートなどが高い
伸びを続けていた貸家は弱含みとなっており、貸家
ブームは一段落したようだ。
また、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は、2018年1～3月期に前年
比＋2.0％となり、2四半期連続で前年を上回った。

先行きの埼玉県経済については、住宅投資はや
や弱めの推移を続けるものの、設備投資と公共投
資が前年を上回るなか、雇用・所得環境の改善を受
けて、個人消費は緩やかな持ち直しの動きを続ける
とみられる。埼玉県の景気は引き続き持ち直してい
くとみられる。
内訳をみると、生産は、先行き緩やかに持ち直し

に向かうとみられる。
人手不足を経営上の懸念事項としてあげる企業

が多いことなどから、雇用・所得環境は今後も改善
を続けるとみられ、これを受けて消費者マインドも好
転を続けよう。個人消費は、緩やかな持ち直しの動
きを続けるとみられる。
住宅ローン金利は引き続き低水準で推移すると

みられるものの、貸家ブームが一段落したことなど
もあって、今後も、住宅投資はやや弱めの推移を続
けるとみられる。
設備投資は、製造業、非製造業ともに前年を上回

ると見込まれている。この結果、全体でみても、設備
投資は前年を上回るとみられる。公共投資も、前年
を上回る見込みである。　
ただし、米国の通商政策や、イランや北朝鮮をめ

ぐる動きなど、海外経済を取り巻く環境が一層不透
明感を増しており、その動向には充分留意していく
必要がある。 （井上博夫）

〈先行き〉　埼玉県と県公営企業の2018年度当初
予算をみると、県の投資的経費は前年を上回るも
のの、県立循環器・呼吸器病センターの整備終了
等に伴って、県病院事業建設改良費が減少するこ
とから、両者の合計は、ほぼ前年並みにとどまる見
込みである。
一方、県内市町村の2018年度当初予算では、投
資的経費はほぼ前年並みながら、さいたま市立病
院の建替え等に伴って、市町村病院事業建設改良
費が前年を大きく上回っている。このため、埼玉県
全体の公共投資は、前年を上回る見込みである。

埼玉県の地価動向（2018年地価公示）

1.市町村別にみた住宅地価
住宅地の変動率を市町村別にみると、上昇した
市町村は前年の18から23に増加、横ばいは3から
2、下落は40から36に減少した。下落の市町村が
依然として多いが、上昇地域に広がりが見られた。
上昇率が最も高かったのは、和光市で2.6％、以下、
朝霞市（2.0％）、ふじみ野市（2.0％）、草加市
（1.7％）、戸田市（1.5％）、富士見市（1.5％）が続き、
いずれも前年の上昇率を上回った。昨年はさいたま
市など京浜東北線沿線で上昇が目立ったが、今年は
東武東上線・伊勢崎線沿線のより東京に近い市町の
上昇が目立った。
東武東上線沿線では、上記の和光市、朝霞市、ふ

じみ野市、富士見市の他、志木市（1.3％）、三芳町
（1.2％）などが上昇した。東武伊勢崎線沿線では、
上記の草加市の他、越谷市（1.1％）が上昇した。京
浜東北線沿線ではさいたま市（1.4％）、川口市
（1.1％）、蕨市（1.0％）が上昇した。さいたま市内で
は全ての区で上昇、とくに大宮区（2.4％）、浦和区
（2.2％）、南区（2.1％）の上昇率が高かった。
地点別の上昇率1位は、ＪＲ南浦和駅徒歩圏の川

口市小谷場の10.2％。隣接街区でのマンション開
発、土地区画整理事業による道路拡幅で利便性が
向上した。2位は開発が進む浦和美園地区（さいた
ま市緑区美園5丁目）で5.7％の上昇。3位は東武東
上線東松山駅徒歩圏の箭弓町1丁目で5.0％の上
昇だった。

2.市町村別にみた商業地価
商業地では上昇した市町村は前年の14から22

に増え、横ばいは10から5、下落は21から20に減少
した。住宅地と同様に上昇地域に広がりが見られた。
上昇率が最も高かったのは、さいたま市で3.1％、
以下、八潮市（2.9％）、川越市、和光市、富士見市
（いずれも2.2％）、川口市（2.1％）と続いた。県南部
の京浜東北線、東武東上線・伊勢崎線沿線の東京
近郊エリアを中心に上昇した。

国土交通省から2018年の地価公示が発表され
た。地価公示は、国土交通省土地鑑定委員会が公
表する毎年1月1日時点の標準地の価格で、地価の
変動率は2017年1月1日時点の地価と比べた変動
率である。
埼玉県の2018年の地価変動率をみると、住宅
地は前年比0.5％の上昇、2017年の0.1％に続き2
年連続で上昇した。商業地は1.2％の上昇と5年連
続でプラスとなった。工業地は3.0％と5年連続で上
昇した。上昇率は全国4位だった。 京浜東北線沿線では、上記のさいたま市、川口市

の他、蕨市（1.2％）が上昇した。さいたま市内では
岩槻区が横ばい、その他の区は全て上昇した。大宮
区（4.2％）、浦和区（4.1％）、南区（3.8％）、緑区
（2.7％）、中央区（2.5％）の上昇率が高かった。
上昇率の上位3地点はオフィス需要の強い大宮
駅西口（桜木町1丁目8.0％）、店舗需要の強い浦和
駅周辺（高砂2丁目の2地点、7.3％と6.9％）だった。

3.市町村別にみた工業地価
工業地では、上昇した市町村は前年の16から19

に増加、横ばいは2から1に減少、下落した市町村は
3年連続でゼロだった。工業地は好調でほとんどの
地点で上昇傾向を維持している。
昨年、地価上昇が目立った圏央道沿線では、上
昇率は縮小したが需要は引き続き堅調となっている。
国道16号や外環道沿線で強い立地需要を受けて
上昇が続いた。地点別の上昇率トップは、都心に近
接し首都高速川口線に近い川口市領家5丁目の
9.6％で、全国6位の上昇率だった。
上昇率が最も高かったのは、桶川市で5.5％、以
下、東松山市（5.1％）、日高市（5.1％）、川口市
（4.1％）、久喜市（4.1％）、狭山市（4.0％）が続いた。

4.広がる地価格差
県内の地価が上昇し始めたのは、住宅地・商業地

とも2014年からである。そこで2013年を基準とし
て2018年までの5年間の変動率を算出すると、埼
玉県全体では住宅地が＋0.9％、商業地が＋3.8％

上昇したが、市町村別にみると大きな差がある。
住宅地で最も変動率が高かったのは和光市で＋
9.0％、最も低かったのは皆野町で▲10.9％、商業
地ではさいたま市が最も高く＋12.1％、皆野町が最
も低く▲10.5％だった。

過去5年間で地価が上昇した市町村は、住宅地
が20、商業地が19（うち横ばいが1）、下落した市町
村は、住宅地が41、商業地が25と、県全体では上
昇しているものの、市町村別にみると下落した市町
村の方が多かった。
地価変動率と人口増減率には正の相関があるこ

とが知られており、人口増加率が高いほど地価上昇
率が高いという関係がある。国勢調査によると、
2010年から2015年にかけての5年間で、人口が増
加したのは23市町、減少は40市町村だった。今後も
こうした傾向が続くとみられ、県内市町村の地価格
差も大きくなっていくことが予想される。 （樋口広治）

●市町村別平均変動率（住宅地、2018年）

●過去5年間（2013年→2018年）の累積変動率
　上位・下位5市町村　

住宅地 商業地
和光市
朝霞市
戸田市
さいたま市
ふじみ野市

さいたま市
戸田市
川越市
新座市
和光市

9.0
6.9
6.6
6.0
5.8

12.1
9.3
8.2
7.6
6.7

ときがわ町
行田市
羽生市
寄居町
皆野町
全市町村計

毛呂山町
小川町
行田市
ときがわ町
皆野町
全市町村計

▲ 8.0
▲ 9.7
▲ 9.9
▲ 10.1
▲ 10.9
0.9

▲ 6.7
▲ 6.8
▲ 7.6
▲ 9.1
▲ 10.5
3.8

単位：％

さいたま市

1%以上
0～1%未満
0%未満
調査地点なし

●市町村別平均変動率（商業地、2018年）

さいたま市

1%以上
0～1%未満
0%未満
調査地点なし

●住宅地の地価変動率

資料：国土交通省「地価公示」（以下、同じ）
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Research
調査②

○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店は前年割れを続けたものの、スー
パーが比較的底堅く推移したことから、2017年4～6
月期から2018年1～3月期まで、4四半期連続で前
年を上回った。

2018年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率▲0.6％となった。9四半期ぶりにマイナス
成長となったものの、これには大雪など一時的な要
因が影響しており、わが国の景気は、引き続き緩や
かに回復している。
内訳をみると、生産は緩やかに増加している。雇

用・所得環境の改善が続くなかで、個人消費も持ち
直している。住宅投資はこのところ弱含んでいるも
のの、設備投資が緩やかに増加しており、公共投資
は底堅く推移している。輸出は持ち直している。

埼玉県についても、全国と同様、足元の動きは一
服したものの、景気は引き続き持ち直している。
内訳をみると、生産はこのところ低調に推移して

いるが、雇用・所得環境の改善が続いていることを
受けて、個人消費は緩やかに持ち直している。住宅
投資はこのところ弱い動きが続いており、設備投資
は前年実績を下回っている。公共投資は、ほぼ前年
並みの水準で推移している。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りの低下となった2017年10～12月期に続いて、
1～3月期も低下した。県内の生産は、このところ低
調に推移している。
業種別にみると、輸送機械の生産は2017年7～9

月期に続いて10～12月期も減少していたが、1～3
月期には持ち直した。乗用車の生産は、振れを伴い
ながらも、横ばい圏内で推移している。業務用機械
は、パチンコ、医療用機械器具などを中心に、10～
12月期、1～3月期と続けて減少している。化学につ
いては、化粧品などが堅調で、このところ底堅い動
きが続いている。
〈先行き〉　月次の鉱工業生産指数は、2月に続い
て3月も前月を上回っており、県内の生産は、先行き
緩やかに持ち直しに向かうとみられる。

下回っている。
雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費は緩やかに持ち直している。
〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続いていくと
見込まれることから、消費者マインドも好転を続けよ
う。先行きも個人消費は、緩やかな持ち直しの動き
を続けるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　2018年1～3月期の埼玉県の新設住宅
着工戸数は、前年比▲2.5％と前年を下回り、5四
半期連続の前年割れとなった。低水準で推移する
住宅ローン金利を背景に、2016年頃までは堅調
だった住宅投資だが、建設コスト増加などの影響も
あり、このところ弱い動きが続いている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2018年度上期設備投資計画額
（見込み）については、前年比+15.8％と前年を上
回る見込みになっている。製造業は同+10.8％、非
製造業は同+19.4％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2017年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲0.8％となった。年度当初は、前年実
績を大きく下回る時期もあったが、2017年の後半
にかけて公共工事が盛り返し、最終的には、ほぼ前
年並みの水準となった。発注者別では、市町村（前
年比＋16.3％）と地方公社（同＋103.3％）は前年を
上回ったものの、国（同▲8.2％）と県（同▲15.2％）
が前年を下回った。2018年4～5月の公共工事請
負金額の累計は、前年を15.3％上回っている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2018年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.29倍に達した。全国
の有効求人倍率1.59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1.48倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

ドラッグストアの販売額は、引き続き底堅く推移し
ており、低調だったホームセンターにも、足元で持ち
直しの動きがみられる。家電量販店は4Kテレビな
どの売れ行きが好調なことを受けて、前年を上回っ
ている。コンビニエンスストアについても、堅調な動
きが続いている。
一方、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2017年7～9月期まで、6四半期連続で前年を上
回っていたが、それまでの高い伸びの反動もあり、
10～12月期、1～3月期と、2四半期連続で前年を

マンション価格上昇に伴う販売の落ち込みを受けて、
埼玉県内のマンション発売戸数は減少を続けてい
たが、足元で若干持ち直している。
〈先行き〉　住宅ローン金利は引き続き低水準で推
移するとみられるものの、貸家ブームが一段落した
ことなどもあって、今後も、住宅投資はやや弱めの
推移を続けよう。
○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2017年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲7.6％となり、県
内の設備投資は前年実績を下回った。業種別では、
製造業が同▲9.8％、非製造業が同▲6.3％だった。
2017年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲6.9％と前年実
績を下回っている。

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、2017年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.3％と2年連続で前年
を上回ったのに続き、2017年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と5年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。
〈先行き〉　埼玉県内企業の2018年経営見通し（当
財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項とし
て、人手不足をあげる企業が2年連続で最も多かっ
た。県内の雇用環境は、改善を続けるとみられる。
また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、2018年度に正社員の賃上げを行うと回答し
た企業の割合は6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年連続で前年を上回っ
た。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。

内訳をみると、持家は、2018年1～3月期まで4四
半期連続で前年割れとなるなど、弱い動きが続いて
いる。分譲については、2017年10～12月期に4四
半期ぶりに前年を上回ったものの、1～3月期はふた
たび前年割れとなった。このところマンションが前年
を上回る一方で、比較的堅調だった戸建が減速し
ている。相続税対策狙いの賃貸アパートなどが高い
伸びを続けていた貸家は弱含みとなっており、貸家
ブームは一段落したようだ。
また、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は、2018年1～3月期に前年
比＋2.0％となり、2四半期連続で前年を上回った。

先行きの埼玉県経済については、住宅投資はや
や弱めの推移を続けるものの、設備投資と公共投
資が前年を上回るなか、雇用・所得環境の改善を受
けて、個人消費は緩やかな持ち直しの動きを続ける
とみられる。埼玉県の景気は引き続き持ち直してい
くとみられる。
内訳をみると、生産は、先行き緩やかに持ち直し

に向かうとみられる。
人手不足を経営上の懸念事項としてあげる企業

が多いことなどから、雇用・所得環境は今後も改善
を続けるとみられ、これを受けて消費者マインドも好
転を続けよう。個人消費は、緩やかな持ち直しの動
きを続けるとみられる。
住宅ローン金利は引き続き低水準で推移すると

みられるものの、貸家ブームが一段落したことなど
もあって、今後も、住宅投資はやや弱めの推移を続
けるとみられる。
設備投資は、製造業、非製造業ともに前年を上回

ると見込まれている。この結果、全体でみても、設備
投資は前年を上回るとみられる。公共投資も、前年
を上回る見込みである。　
ただし、米国の通商政策や、イランや北朝鮮をめ

ぐる動きなど、海外経済を取り巻く環境が一層不透
明感を増しており、その動向には充分留意していく
必要がある。 （井上博夫）

〈先行き〉　埼玉県と県公営企業の2018年度当初
予算をみると、県の投資的経費は前年を上回るも
のの、県立循環器・呼吸器病センターの整備終了
等に伴って、県病院事業建設改良費が減少するこ
とから、両者の合計は、ほぼ前年並みにとどまる見
込みである。
一方、県内市町村の2018年度当初予算では、投
資的経費はほぼ前年並みながら、さいたま市立病
院の建替え等に伴って、市町村病院事業建設改良
費が前年を大きく上回っている。このため、埼玉県
全体の公共投資は、前年を上回る見込みである。

埼玉県の地価動向（2018年地価公示）

1.市町村別にみた住宅地価
住宅地の変動率を市町村別にみると、上昇した
市町村は前年の18から23に増加、横ばいは3から
2、下落は40から36に減少した。下落の市町村が
依然として多いが、上昇地域に広がりが見られた。
上昇率が最も高かったのは、和光市で2.6％、以下、
朝霞市（2.0％）、ふじみ野市（2.0％）、草加市
（1.7％）、戸田市（1.5％）、富士見市（1.5％）が続き、
いずれも前年の上昇率を上回った。昨年はさいたま
市など京浜東北線沿線で上昇が目立ったが、今年は
東武東上線・伊勢崎線沿線のより東京に近い市町の
上昇が目立った。
東武東上線沿線では、上記の和光市、朝霞市、ふ

じみ野市、富士見市の他、志木市（1.3％）、三芳町
（1.2％）などが上昇した。東武伊勢崎線沿線では、
上記の草加市の他、越谷市（1.1％）が上昇した。京
浜東北線沿線ではさいたま市（1.4％）、川口市
（1.1％）、蕨市（1.0％）が上昇した。さいたま市内で
は全ての区で上昇、とくに大宮区（2.4％）、浦和区
（2.2％）、南区（2.1％）の上昇率が高かった。
地点別の上昇率1位は、ＪＲ南浦和駅徒歩圏の川

口市小谷場の10.2％。隣接街区でのマンション開
発、土地区画整理事業による道路拡幅で利便性が
向上した。2位は開発が進む浦和美園地区（さいた
ま市緑区美園5丁目）で5.7％の上昇。3位は東武東
上線東松山駅徒歩圏の箭弓町1丁目で5.0％の上
昇だった。

2.市町村別にみた商業地価
商業地では上昇した市町村は前年の14から22

に増え、横ばいは10から5、下落は21から20に減少
した。住宅地と同様に上昇地域に広がりが見られた。
上昇率が最も高かったのは、さいたま市で3.1％、
以下、八潮市（2.9％）、川越市、和光市、富士見市
（いずれも2.2％）、川口市（2.1％）と続いた。県南部
の京浜東北線、東武東上線・伊勢崎線沿線の東京
近郊エリアを中心に上昇した。

国土交通省から2018年の地価公示が発表され
た。地価公示は、国土交通省土地鑑定委員会が公
表する毎年1月1日時点の標準地の価格で、地価の
変動率は2017年1月1日時点の地価と比べた変動
率である。
埼玉県の2018年の地価変動率をみると、住宅
地は前年比0.5％の上昇、2017年の0.1％に続き2
年連続で上昇した。商業地は1.2％の上昇と5年連
続でプラスとなった。工業地は3.0％と5年連続で上
昇した。上昇率は全国4位だった。 京浜東北線沿線では、上記のさいたま市、川口市

の他、蕨市（1.2％）が上昇した。さいたま市内では
岩槻区が横ばい、その他の区は全て上昇した。大宮
区（4.2％）、浦和区（4.1％）、南区（3.8％）、緑区
（2.7％）、中央区（2.5％）の上昇率が高かった。
上昇率の上位3地点はオフィス需要の強い大宮
駅西口（桜木町1丁目8.0％）、店舗需要の強い浦和
駅周辺（高砂2丁目の2地点、7.3％と6.9％）だった。

3.市町村別にみた工業地価
工業地では、上昇した市町村は前年の16から19

に増加、横ばいは2から1に減少、下落した市町村は
3年連続でゼロだった。工業地は好調でほとんどの
地点で上昇傾向を維持している。
昨年、地価上昇が目立った圏央道沿線では、上
昇率は縮小したが需要は引き続き堅調となっている。
国道16号や外環道沿線で強い立地需要を受けて
上昇が続いた。地点別の上昇率トップは、都心に近
接し首都高速川口線に近い川口市領家5丁目の
9.6％で、全国6位の上昇率だった。
上昇率が最も高かったのは、桶川市で5.5％、以
下、東松山市（5.1％）、日高市（5.1％）、川口市
（4.1％）、久喜市（4.1％）、狭山市（4.0％）が続いた。

4.広がる地価格差
県内の地価が上昇し始めたのは、住宅地・商業地

とも2014年からである。そこで2013年を基準とし
て2018年までの5年間の変動率を算出すると、埼
玉県全体では住宅地が＋0.9％、商業地が＋3.8％

上昇したが、市町村別にみると大きな差がある。
住宅地で最も変動率が高かったのは和光市で＋
9.0％、最も低かったのは皆野町で▲10.9％、商業
地ではさいたま市が最も高く＋12.1％、皆野町が最
も低く▲10.5％だった。

過去5年間で地価が上昇した市町村は、住宅地
が20、商業地が19（うち横ばいが1）、下落した市町
村は、住宅地が41、商業地が25と、県全体では上
昇しているものの、市町村別にみると下落した市町
村の方が多かった。
地価変動率と人口増減率には正の相関があるこ

とが知られており、人口増加率が高いほど地価上昇
率が高いという関係がある。国勢調査によると、
2010年から2015年にかけての5年間で、人口が増
加したのは23市町、減少は40市町村だった。今後も
こうした傾向が続くとみられ、県内市町村の地価格
差も大きくなっていくことが予想される。 （樋口広治）

●市町村別平均変動率（住宅地、2018年）

●過去5年間（2013年→2018年）の累積変動率
　上位・下位5市町村　

住宅地 商業地
和光市
朝霞市
戸田市
さいたま市
ふじみ野市

さいたま市
戸田市
川越市
新座市
和光市

9.0
6.9
6.6
6.0
5.8

12.1
9.3
8.2
7.6
6.7

ときがわ町
行田市
羽生市
寄居町
皆野町
全市町村計

毛呂山町
小川町
行田市
ときがわ町
皆野町
全市町村計

▲ 8.0
▲ 9.7
▲ 9.9
▲ 10.1
▲ 10.9
0.9

▲ 6.7
▲ 6.8
▲ 7.6
▲ 9.1
▲ 10.5
3.8

単位：％

さいたま市

1%以上
0～1%未満
0%未満
調査地点なし

●市町村別平均変動率（商業地、2018年）

さいたま市

1%以上
0～1%未満
0%未満
調査地点なし

●住宅地の地価変動率

資料：国土交通省「地価公示」（以下、同じ）
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アンケート調査

埼玉県内企業の生産性向上に  向けた取り組みについて

○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店は前年割れを続けたものの、スー
パーが比較的底堅く推移したことから、2017年4～6
月期から2018年1～3月期まで、4四半期連続で前
年を上回った。

2018年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率▲0.6％となった。9四半期ぶりにマイナス
成長となったものの、これには大雪など一時的な要
因が影響しており、わが国の景気は、引き続き緩や
かに回復している。
内訳をみると、生産は緩やかに増加している。雇

用・所得環境の改善が続くなかで、個人消費も持ち
直している。住宅投資はこのところ弱含んでいるも
のの、設備投資が緩やかに増加しており、公共投資
は底堅く推移している。輸出は持ち直している。

埼玉県についても、全国と同様、足元の動きは一
服したものの、景気は引き続き持ち直している。
内訳をみると、生産はこのところ低調に推移して

いるが、雇用・所得環境の改善が続いていることを
受けて、個人消費は緩やかに持ち直している。住宅
投資はこのところ弱い動きが続いており、設備投資
は前年実績を下回っている。公共投資は、ほぼ前年
並みの水準で推移している。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りの低下となった2017年10～12月期に続いて、
1～3月期も低下した。県内の生産は、このところ低
調に推移している。
業種別にみると、輸送機械の生産は2017年7～9

月期に続いて10～12月期も減少していたが、1～3
月期には持ち直した。乗用車の生産は、振れを伴い
ながらも、横ばい圏内で推移している。業務用機械
は、パチンコ、医療用機械器具などを中心に、10～
12月期、1～3月期と続けて減少している。化学につ
いては、化粧品などが堅調で、このところ底堅い動
きが続いている。
〈先行き〉　月次の鉱工業生産指数は、2月に続い
て3月も前月を上回っており、県内の生産は、先行き
緩やかに持ち直しに向かうとみられる。

下回っている。
雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費は緩やかに持ち直している。
〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続いていくと
見込まれることから、消費者マインドも好転を続けよ
う。先行きも個人消費は、緩やかな持ち直しの動き
を続けるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　2018年1～3月期の埼玉県の新設住宅
着工戸数は、前年比▲2.5％と前年を下回り、5四
半期連続の前年割れとなった。低水準で推移する
住宅ローン金利を背景に、2016年頃までは堅調
だった住宅投資だが、建設コスト増加などの影響も
あり、このところ弱い動きが続いている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2018年度上期設備投資計画額
（見込み）については、前年比+15.8％と前年を上
回る見込みになっている。製造業は同+10.8％、非
製造業は同+19.4％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2017年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲0.8％となった。年度当初は、前年実
績を大きく下回る時期もあったが、2017年の後半
にかけて公共工事が盛り返し、最終的には、ほぼ前
年並みの水準となった。発注者別では、市町村（前
年比＋16.3％）と地方公社（同＋103.3％）は前年を
上回ったものの、国（同▲8.2％）と県（同▲15.2％）
が前年を下回った。2018年4～5月の公共工事請
負金額の累計は、前年を15.3％上回っている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2018年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.29倍に達した。全国
の有効求人倍率1.59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1.48倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

ドラッグストアの販売額は、引き続き底堅く推移し
ており、低調だったホームセンターにも、足元で持ち
直しの動きがみられる。家電量販店は4Kテレビな
どの売れ行きが好調なことを受けて、前年を上回っ
ている。コンビニエンスストアについても、堅調な動
きが続いている。
一方、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2017年7～9月期まで、6四半期連続で前年を上
回っていたが、それまでの高い伸びの反動もあり、
10～12月期、1～3月期と、2四半期連続で前年を

マンション価格上昇に伴う販売の落ち込みを受けて、
埼玉県内のマンション発売戸数は減少を続けてい
たが、足元で若干持ち直している。
〈先行き〉　住宅ローン金利は引き続き低水準で推
移するとみられるものの、貸家ブームが一段落した
ことなどもあって、今後も、住宅投資はやや弱めの
推移を続けよう。
○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2017年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲7.6％となり、県
内の設備投資は前年実績を下回った。業種別では、
製造業が同▲9.8％、非製造業が同▲6.3％だった。
2017年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲6.9％と前年実
績を下回っている。

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、2017年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.3％と2年連続で前年
を上回ったのに続き、2017年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と5年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。
〈先行き〉　埼玉県内企業の2018年経営見通し（当
財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項とし
て、人手不足をあげる企業が2年連続で最も多かっ
た。県内の雇用環境は、改善を続けるとみられる。
また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、2018年度に正社員の賃上げを行うと回答し
た企業の割合は6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年連続で前年を上回っ
た。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。

内訳をみると、持家は、2018年1～3月期まで4四
半期連続で前年割れとなるなど、弱い動きが続いて
いる。分譲については、2017年10～12月期に4四
半期ぶりに前年を上回ったものの、1～3月期はふた
たび前年割れとなった。このところマンションが前年
を上回る一方で、比較的堅調だった戸建が減速し
ている。相続税対策狙いの賃貸アパートなどが高い
伸びを続けていた貸家は弱含みとなっており、貸家
ブームは一段落したようだ。
また、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は、2018年1～3月期に前年
比＋2.0％となり、2四半期連続で前年を上回った。

先行きの埼玉県経済については、住宅投資はや
や弱めの推移を続けるものの、設備投資と公共投
資が前年を上回るなか、雇用・所得環境の改善を受
けて、個人消費は緩やかな持ち直しの動きを続ける
とみられる。埼玉県の景気は引き続き持ち直してい
くとみられる。
内訳をみると、生産は、先行き緩やかに持ち直し

に向かうとみられる。
人手不足を経営上の懸念事項としてあげる企業

が多いことなどから、雇用・所得環境は今後も改善
を続けるとみられ、これを受けて消費者マインドも好
転を続けよう。個人消費は、緩やかな持ち直しの動
きを続けるとみられる。
住宅ローン金利は引き続き低水準で推移すると

みられるものの、貸家ブームが一段落したことなど
もあって、今後も、住宅投資はやや弱めの推移を続
けるとみられる。
設備投資は、製造業、非製造業ともに前年を上回

ると見込まれている。この結果、全体でみても、設備
投資は前年を上回るとみられる。公共投資も、前年
を上回る見込みである。　
ただし、米国の通商政策や、イランや北朝鮮をめ

ぐる動きなど、海外経済を取り巻く環境が一層不透
明感を増しており、その動向には充分留意していく
必要がある。 （井上博夫）

〈先行き〉　埼玉県と県公営企業の2018年度当初
予算をみると、県の投資的経費は前年を上回るも
のの、県立循環器・呼吸器病センターの整備終了
等に伴って、県病院事業建設改良費が減少するこ
とから、両者の合計は、ほぼ前年並みにとどまる見
込みである。
一方、県内市町村の2018年度当初予算では、投
資的経費はほぼ前年並みながら、さいたま市立病
院の建替え等に伴って、市町村病院事業建設改良
費が前年を大きく上回っている。このため、埼玉県
全体の公共投資は、前年を上回る見込みである。

少子高齢化や労働力人口の減少が進むなか、先進
諸国との比較において劣位にある日本企業の生産性
向上が課題となっている。埼玉県内企業の生産性向
上に対する取り組みや課題について、アンケート調査
を実施した。

生産性向上のための取り組み状況
一般的に生産性は、「付加価値（営業利益＋人件費

＋減価償却費）／従業員数または労働時間数」で表さ
れ、生産性の向上とは一人あたり付加価値を増加さ
せることをいう。
「生産性向上のための取り組み」を行っているかにつ
いては、「行っている」とするところが53.4％、「現在
行っていないが、今後行いたい」が39.5％、「現在行っ
ておらず、今後も行う予定はない」が7.2％となった。現
在取り組みを行っている企業が半数を超えており、今後
行いたいとする企業を合わせると9割以上となるなど、
生産性向上の取り組みを重視していることがわかる。
業種・規模別にみると、「現在行っている」としたの

は、製造業68.8％、非製造業44.8％、大企業66.7％、
中小企業52.0％で、非製造業より製造業が、中小企
業より大企業が高くなっている。

製造業では単位時間あたりでの製造量等、物的生
産性の観察が非製造業に比較してしやすいことが影
響していると考えられる。また、大企業では事業計画
の進捗管理や間接部門のアウトソーシング化を通じた
生産性の向上に取り組んでいるところが多いことによ
るものと考えられる。

自社の生産性の認識状況
「同業他社と比べた自社の生産性」の認識状況に
ついては、「高いと思う」とするところが18.8％、「高い
と思わない」が43.9%、「わからない」が37.2％となっ
た。「高いと思う」企業が「高いと思わない」企業の半
数以下であり、自社の生産性について厳しい見方をし
ている様子が窺われる。
業種・規模別では、「高いと思う」としたのは、非製
造業20.3％、製造業16.3％、中小企業19.8％、大企
業9.5％で、製造業および大企業が、自社の生産性に
ついてより厳しい見方をしている。

生産性が高いと思う理由・高まらない理由
「生産性が高いと思う」と回答した企業の高い理由
については（複数回答）、「自社の信用力が高い」が
69.0％で最も高く、次いで「商品・サービスの品質競

争力がある」59.5％、「効率的な仕入・物流態勢が構
築されている」・「社員の能力・モチベーションが高い」
が各々57.1％などとなった。業種別で最も大きな差が
開いた項目は、「商品・サービスの品質競争力がある」
で、非製造業48.3％に対し、製造業84.6％と製造業
で高かった。
一方、「生産性が高いと思わない」と回答した企業

の高まらない理由については（複数回答）、「仕入価格・
諸経費が上昇している」が77.9％で最も高く、次いで
「営業力・販売力が弱い」63.2％、「社員の能力・モチ
ベーションがあがらない」57.9％などとなった。業種別
で最も大きな差が開いた項目は、「仕入価格・諸経費が
上昇している」で、非製造業70.8％に対し、製造業
93.3％と製造業で高かった。製造業では非製造業に比
較して、仕入価格・諸経費の上昇が生産性向上の阻害
要因であると、より強く認識している企業が多い。

生産性向上のための現在・今後の取り組み
現在行っている生産性向上のための取り組みにつ

いては（複数回答）、「人材育成・スキルアップ」が
70.9％で最も高く、次いで「既存商品・既存サービス
の営業力強化」70.0％、「事業計画の作成・管理」
68.3％などとなった。
今後行いたい生産性向上のための取り組みについ

ては（複数回答）、「ＩＴの利活用」が30.8％で最も高く、
次いで「社内の情報共有化（コミュニケーションの円滑
化）」28.6％、「意思決定の迅速化等の仕組み構築」
26.9％などとなった。「ＩＴの利活用」は、現在の取り組
みとしては15.4％に留まっており、今後の取り組みとし
て最上位に浮上したものと思われる。一方、現在の取
り組みで2位となっている、売上増加を目的とする「既
存商品・既存サービスの営業力強化」は、今後の取り
組みでは低下し、替わって「新規事業への進出」や
「新商品・新サービスの開発」が上位となっている。
現在の取り組みと今後実施したい取り組みを合計し

た数値でみた場合、「人材育成・スキルアップ」が
85.9％で最も高く、次いで「事業計画の作成・管理」
80.2％、「ムダの排除や仕事の進め方の工夫」79.7％
などとなった。生産性向上には「人材育成・スキルアッ
プ」が重要と認識している状況が窺える。 （太田富雄）

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

●生産性が高いと思う理由・高まらない理由
全産業理由（上位5項目） 製造業 非製造業

自社の信用力が高い
商品・サービスの品質競争力がある
効率的な仕入・物流態勢が構築されている
社員の能力・モチベーションが高い

仕入価格・諸経費が上昇している
営業力・販売力が弱い
社員の能力・モチベーションがあがらない

商品・サービスの価格競争力が弱い

社内の情報共有ができている
（社内のコミュニケーションが円滑）

社内の情報共有ができていない
（社内のコミュニケーションの機能不足）
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57.1

54.8

77.9
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46.2
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●生産性向上のための取り組み（上位10項目）
現在実施している
取り組み
内容

順
位

比率

70.9

70.0

68.3

59.9

48.5

42.7

38.8

33.0

30.4

28.6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

単位：％

人材育成・
スキルアップ
既存商品・既存サー
ビスの営業力強化
事業計画の
作成・管理
ムダの排除や仕事
の進め方の工夫
既存設備の更新、
新設備の導入
適材適所の人材配置
（人事異動の実施）
社内の情報共有化（コミュ
ニケーションの円滑化）
仕入・外注・物流
等の効率化
新商品・新サービ
スの開発
販売エリア・販売
チャネルの拡大

今後実施したい
取り組み
内容 比率

30.8

28.6

26.9

19.8

19.8

18.9

17.6

17.6

17.2

16.7

ＩＴの利活用

社内の情報共有化（コミュ
ニケーションの円滑化）
意思決定の迅速化
等の仕組み構築
ムダの排除や仕事
の進め方の工夫
社内経営指標の
有効活用
適材適所の人材配置
（人事異動の実施）
新規事業への
進出
間接部門のスリム化・
アウトソーシング化
販売エリア・販売
チャネルの拡大
新商品・新サービ
スの開発

現在の取り組みに今後
の取り組みを加えた場合

内容 比率

85.9

80.2

79.7

78.9

67.4

61.7

58.6

54.6

48.5

47.1

人材育成・
スキルアップ
事業計画の
作成・管理
ムダの排除や仕事
の進め方の工夫
既存商品・既存サー
ビスの営業力強化
社内の情報共有化（コミュ
ニケーションの円滑化）
適材適所の人材配置
（人事異動の実施）
既存設備の更新、
新設備の導入
意思決定の迅速化
等の仕組み構築
仕入・外注・物流
等の効率化
新商品・新サービ
スの開発

●生産性向上のための取り組み

0 20 40 60 80 100

大企業

中小企業

非製造業

製造業

全産業

(%)

52.0 41.1 6.9

53.4 39.5 7.2

68.8 23.8 7.5

44.8 48.3 7.0

66.7 23.8 9.5

行っている 現在行っていない
が、今後行いたい

現在行っておらず、
今後も行う予定はない

●同業他社と比べた自社の生産性

0 20 40 60 80 100

大企業

中小企業

非製造業

製造業

全産業

(%)

19.8 44.1 36.1

18.8 43.9 37.2

16.3 40.0 43.8

20.3 46.2 33.6

9.5 42.9 47.6

高いと思う 高いと思わない わからない
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アンケート調査

埼玉県内企業の生産性向上に  向けた取り組みについて

○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店は前年割れを続けたものの、スー
パーが比較的底堅く推移したことから、2017年4～6
月期から2018年1～3月期まで、4四半期連続で前
年を上回った。

2018年1～3月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率▲0.6％となった。9四半期ぶりにマイナス
成長となったものの、これには大雪など一時的な要
因が影響しており、わが国の景気は、引き続き緩や
かに回復している。
内訳をみると、生産は緩やかに増加している。雇

用・所得環境の改善が続くなかで、個人消費も持ち
直している。住宅投資はこのところ弱含んでいるも
のの、設備投資が緩やかに増加しており、公共投資
は底堅く推移している。輸出は持ち直している。

埼玉県についても、全国と同様、足元の動きは一
服したものの、景気は引き続き持ち直している。
内訳をみると、生産はこのところ低調に推移して

いるが、雇用・所得環境の改善が続いていることを
受けて、個人消費は緩やかに持ち直している。住宅
投資はこのところ弱い動きが続いており、設備投資
は前年実績を下回っている。公共投資は、ほぼ前年
並みの水準で推移している。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りの低下となった2017年10～12月期に続いて、
1～3月期も低下した。県内の生産は、このところ低
調に推移している。
業種別にみると、輸送機械の生産は2017年7～9

月期に続いて10～12月期も減少していたが、1～3
月期には持ち直した。乗用車の生産は、振れを伴い
ながらも、横ばい圏内で推移している。業務用機械
は、パチンコ、医療用機械器具などを中心に、10～
12月期、1～3月期と続けて減少している。化学につ
いては、化粧品などが堅調で、このところ底堅い動
きが続いている。
〈先行き〉　月次の鉱工業生産指数は、2月に続い
て3月も前月を上回っており、県内の生産は、先行き
緩やかに持ち直しに向かうとみられる。

下回っている。
雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費は緩やかに持ち直している。
〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続いていくと
見込まれることから、消費者マインドも好転を続けよ
う。先行きも個人消費は、緩やかな持ち直しの動き
を続けるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　2018年1～3月期の埼玉県の新設住宅
着工戸数は、前年比▲2.5％と前年を下回り、5四
半期連続の前年割れとなった。低水準で推移する
住宅ローン金利を背景に、2016年頃までは堅調
だった住宅投資だが、建設コスト増加などの影響も
あり、このところ弱い動きが続いている。

〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2018年度上期設備投資計画額
（見込み）については、前年比+15.8％と前年を上
回る見込みになっている。製造業は同+10.8％、非
製造業は同+19.4％と見込まれている。
○公共投資
〈現状〉　2017年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲0.8％となった。年度当初は、前年実
績を大きく下回る時期もあったが、2017年の後半
にかけて公共工事が盛り返し、最終的には、ほぼ前
年並みの水準となった。発注者別では、市町村（前
年比＋16.3％）と地方公社（同＋103.3％）は前年を
上回ったものの、国（同▲8.2％）と県（同▲15.2％）
が前年を下回った。2018年4～5月の公共工事請
負金額の累計は、前年を15.3％上回っている。

○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2018年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.29倍に達した。全国
の有効求人倍率1.59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1.48倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

ドラッグストアの販売額は、引き続き底堅く推移し
ており、低調だったホームセンターにも、足元で持ち
直しの動きがみられる。家電量販店は4Kテレビな
どの売れ行きが好調なことを受けて、前年を上回っ
ている。コンビニエンスストアについても、堅調な動
きが続いている。
一方、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2017年7～9月期まで、6四半期連続で前年を上
回っていたが、それまでの高い伸びの反動もあり、
10～12月期、1～3月期と、2四半期連続で前年を

マンション価格上昇に伴う販売の落ち込みを受けて、
埼玉県内のマンション発売戸数は減少を続けてい
たが、足元で若干持ち直している。
〈先行き〉　住宅ローン金利は引き続き低水準で推
移するとみられるものの、貸家ブームが一段落した
ことなどもあって、今後も、住宅投資はやや弱めの
推移を続けよう。
○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2017年度下期の設備投
資計画額（実績見込み）は前年比▲7.6％となり、県
内の設備投資は前年実績を下回った。業種別では、
製造業が同▲9.8％、非製造業が同▲6.3％だった。
2017年度通期でみても、埼玉県内企業の設備
投資計画額（実績見込み）は、同▲6.9％と前年実
績を下回っている。

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、2017年夏のボー
ナス支給総額が、前年比＋4.3％と2年連続で前年
を上回ったのに続き、2017年冬のボーナス支給総
額も、同＋3.3％と5年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。
〈先行き〉　埼玉県内企業の2018年経営見通し（当
財団調査）では、経営に影響を与える懸念事項とし
て、人手不足をあげる企業が2年連続で最も多かっ
た。県内の雇用環境は、改善を続けるとみられる。
また、当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によ
ると、2018年度に正社員の賃上げを行うと回答し
た企業の割合は6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年連続で前年を上回っ
た。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。

内訳をみると、持家は、2018年1～3月期まで4四
半期連続で前年割れとなるなど、弱い動きが続いて
いる。分譲については、2017年10～12月期に4四
半期ぶりに前年を上回ったものの、1～3月期はふた
たび前年割れとなった。このところマンションが前年
を上回る一方で、比較的堅調だった戸建が減速し
ている。相続税対策狙いの賃貸アパートなどが高い
伸びを続けていた貸家は弱含みとなっており、貸家
ブームは一段落したようだ。
また、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は、2018年1～3月期に前年
比＋2.0％となり、2四半期連続で前年を上回った。

先行きの埼玉県経済については、住宅投資はや
や弱めの推移を続けるものの、設備投資と公共投
資が前年を上回るなか、雇用・所得環境の改善を受
けて、個人消費は緩やかな持ち直しの動きを続ける
とみられる。埼玉県の景気は引き続き持ち直してい
くとみられる。
内訳をみると、生産は、先行き緩やかに持ち直し

に向かうとみられる。
人手不足を経営上の懸念事項としてあげる企業

が多いことなどから、雇用・所得環境は今後も改善
を続けるとみられ、これを受けて消費者マインドも好
転を続けよう。個人消費は、緩やかな持ち直しの動
きを続けるとみられる。
住宅ローン金利は引き続き低水準で推移すると

みられるものの、貸家ブームが一段落したことなど
もあって、今後も、住宅投資はやや弱めの推移を続
けるとみられる。
設備投資は、製造業、非製造業ともに前年を上回

ると見込まれている。この結果、全体でみても、設備
投資は前年を上回るとみられる。公共投資も、前年
を上回る見込みである。　
ただし、米国の通商政策や、イランや北朝鮮をめ

ぐる動きなど、海外経済を取り巻く環境が一層不透
明感を増しており、その動向には充分留意していく
必要がある。 （井上博夫）

〈先行き〉　埼玉県と県公営企業の2018年度当初
予算をみると、県の投資的経費は前年を上回るも
のの、県立循環器・呼吸器病センターの整備終了
等に伴って、県病院事業建設改良費が減少するこ
とから、両者の合計は、ほぼ前年並みにとどまる見
込みである。
一方、県内市町村の2018年度当初予算では、投
資的経費はほぼ前年並みながら、さいたま市立病
院の建替え等に伴って、市町村病院事業建設改良
費が前年を大きく上回っている。このため、埼玉県
全体の公共投資は、前年を上回る見込みである。

少子高齢化や労働力人口の減少が進むなか、先進
諸国との比較において劣位にある日本企業の生産性
向上が課題となっている。埼玉県内企業の生産性向
上に対する取り組みや課題について、アンケート調査
を実施した。

生産性向上のための取り組み状況
一般的に生産性は、「付加価値（営業利益＋人件費

＋減価償却費）／従業員数または労働時間数」で表さ
れ、生産性の向上とは一人あたり付加価値を増加さ
せることをいう。
「生産性向上のための取り組み」を行っているかにつ
いては、「行っている」とするところが53.4％、「現在
行っていないが、今後行いたい」が39.5％、「現在行っ
ておらず、今後も行う予定はない」が7.2％となった。現
在取り組みを行っている企業が半数を超えており、今後
行いたいとする企業を合わせると9割以上となるなど、
生産性向上の取り組みを重視していることがわかる。
業種・規模別にみると、「現在行っている」としたの

は、製造業68.8％、非製造業44.8％、大企業66.7％、
中小企業52.0％で、非製造業より製造業が、中小企
業より大企業が高くなっている。

製造業では単位時間あたりでの製造量等、物的生
産性の観察が非製造業に比較してしやすいことが影
響していると考えられる。また、大企業では事業計画
の進捗管理や間接部門のアウトソーシング化を通じた
生産性の向上に取り組んでいるところが多いことによ
るものと考えられる。

自社の生産性の認識状況
「同業他社と比べた自社の生産性」の認識状況に
ついては、「高いと思う」とするところが18.8％、「高い
と思わない」が43.9%、「わからない」が37.2％となっ
た。「高いと思う」企業が「高いと思わない」企業の半
数以下であり、自社の生産性について厳しい見方をし
ている様子が窺われる。
業種・規模別では、「高いと思う」としたのは、非製
造業20.3％、製造業16.3％、中小企業19.8％、大企
業9.5％で、製造業および大企業が、自社の生産性に
ついてより厳しい見方をしている。

生産性が高いと思う理由・高まらない理由
「生産性が高いと思う」と回答した企業の高い理由
については（複数回答）、「自社の信用力が高い」が
69.0％で最も高く、次いで「商品・サービスの品質競

争力がある」59.5％、「効率的な仕入・物流態勢が構
築されている」・「社員の能力・モチベーションが高い」
が各々57.1％などとなった。業種別で最も大きな差が
開いた項目は、「商品・サービスの品質競争力がある」
で、非製造業48.3％に対し、製造業84.6％と製造業
で高かった。
一方、「生産性が高いと思わない」と回答した企業

の高まらない理由については（複数回答）、「仕入価格・
諸経費が上昇している」が77.9％で最も高く、次いで
「営業力・販売力が弱い」63.2％、「社員の能力・モチ
ベーションがあがらない」57.9％などとなった。業種別
で最も大きな差が開いた項目は、「仕入価格・諸経費が
上昇している」で、非製造業70.8％に対し、製造業
93.3％と製造業で高かった。製造業では非製造業に比
較して、仕入価格・諸経費の上昇が生産性向上の阻害
要因であると、より強く認識している企業が多い。

生産性向上のための現在・今後の取り組み
現在行っている生産性向上のための取り組みにつ

いては（複数回答）、「人材育成・スキルアップ」が
70.9％で最も高く、次いで「既存商品・既存サービス
の営業力強化」70.0％、「事業計画の作成・管理」
68.3％などとなった。
今後行いたい生産性向上のための取り組みについ

ては（複数回答）、「ＩＴの利活用」が30.8％で最も高く、
次いで「社内の情報共有化（コミュニケーションの円滑
化）」28.6％、「意思決定の迅速化等の仕組み構築」
26.9％などとなった。「ＩＴの利活用」は、現在の取り組
みとしては15.4％に留まっており、今後の取り組みとし
て最上位に浮上したものと思われる。一方、現在の取
り組みで2位となっている、売上増加を目的とする「既
存商品・既存サービスの営業力強化」は、今後の取り
組みでは低下し、替わって「新規事業への進出」や
「新商品・新サービスの開発」が上位となっている。
現在の取り組みと今後実施したい取り組みを合計し

た数値でみた場合、「人材育成・スキルアップ」が
85.9％で最も高く、次いで「事業計画の作成・管理」
80.2％、「ムダの排除や仕事の進め方の工夫」79.7％
などとなった。生産性向上には「人材育成・スキルアッ
プ」が重要と認識している状況が窺える。 （太田富雄）

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

●生産性が高いと思う理由・高まらない理由
全産業理由（上位5項目） 製造業 非製造業

自社の信用力が高い
商品・サービスの品質競争力がある
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仕入価格・諸経費が上昇している
営業力・販売力が弱い
社員の能力・モチベーションがあがらない

商品・サービスの価格競争力が弱い

社内の情報共有ができている
（社内のコミュニケーションが円滑）

社内の情報共有ができていない
（社内のコミュニケーションの機能不足）
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●生産性向上のための取り組み（上位10項目）
現在実施している
取り組み
内容

順
位

比率
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ビスの営業力強化
事業計画の
作成・管理
ムダの排除や仕事
の進め方の工夫
既存設備の更新、
新設備の導入
適材適所の人材配置
（人事異動の実施）
社内の情報共有化（コミュ
ニケーションの円滑化）
仕入・外注・物流
等の効率化
新商品・新サービ
スの開発
販売エリア・販売
チャネルの拡大

今後実施したい
取り組み
内容 比率

30.8

28.6

26.9

19.8

19.8

18.9

17.6
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16.7

ＩＴの利活用

社内の情報共有化（コミュ
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意思決定の迅速化
等の仕組み構築
ムダの排除や仕事
の進め方の工夫
社内経営指標の
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適材適所の人材配置
（人事異動の実施）
新規事業への
進出
間接部門のスリム化・
アウトソーシング化
販売エリア・販売
チャネルの拡大
新商品・新サービ
スの開発

現在の取り組みに今後
の取り組みを加えた場合

内容 比率

85.9

80.2
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78.9
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61.7
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47.1
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社内の情報共有化（コミュ
ニケーションの円滑化）
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（人事異動の実施）
既存設備の更新、
新設備の導入
意思決定の迅速化
等の仕組み構築
仕入・外注・物流
等の効率化
新商品・新サービ
スの開発

●生産性向上のための取り組み
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概況 埼玉県の景気は持ち直している。

百貨店・スーパー販売額（全店）・前年比（左目盛）
百貨店・スーパー販売額（既存店）・前年比（左目盛）
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景気動向指数 下方への局面変化を示している

3月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：92.6（前月比▲5.3ポイント）、一致指数：125.3
（同▲2.5ポイント）、遅行指数：120.8（同▲1.2ポイ
ント）となった。
先行指数は3カ月ぶりの下降となった。
一致指数は2カ月ぶりの下降となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比▲1.67ポイン
トと、2カ月ぶりの下降となった。埼玉県は、１月に下
方修正した景気の基調判断を、「下方への局面変
化を示している」にさらに下方修正した。
遅行指数は2カ月連続の下降となった。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が2カ月連続で減少

4月の百貨店・スーパー販売額は804億円、前年
比▲1.8％（既存店）と2カ月連続で減少した。業態
別では、百貨店（同▲3.8％）、スーパー（同▲1.3％）
とも減少した。新設店を含む全店ベースの販売額も
同▲1.0％と6カ月ぶりに減少した。
5月の新車販売台数（乗用車）は10,923台、前年

比▲1.6％と8カ月連続で減少した。車種別では普通
乗用車が5,961台（同＋0.3％）、小型乗用車は
4,962台（同▲3.7％）だった。

住 宅 2カ月ぶりに前年を上回る

4月の新設住宅着工戸数は5,521戸、前年比
＋7.5％と2カ月ぶりに前年を上回った。
利用関係別では、持家が1 ,270戸（前年比

▲3.1％）と5カ月連続で減少したものの、貸家が
2,236戸（同＋23.5％）と2カ月ぶりの増加、分譲も
2,013戸（同＋0.7％）と3カ月連続の増加となった。
分譲住宅は、2月に前年比＋210.5％、3月に同

＋237.3％と大きく増加していたマンションが599戸
（同▲7.4％）と減少したものの、戸建は1,405戸（同
＋4.5％）と増加した。

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284億円、前年比
▲4.2％と2カ月ぶりに前年を下回った。2018年4月
～5月までの累計では、同＋15.3％と前年を上回っ
ている。
発注者別では、県（前年比＋14.4％）と市町村

（同＋20.3％）、国（同＋6.0％）が増加したものの、
独立行政法人等（同▲44.1％）が減少した。
なお、5月の請負件数は459件（同＋4.6％）と前
年を上回っている。

生 産 2カ月連続で増加

3月の鉱工業指数をみると、生産指数は92.8、前
月比＋0.5％と2カ月連続で増加した。業種別では、
生産用機械、輸送機械、食料品など12業種が増加
したものの、電子部品・デバイス、電気機械、情報通
信機械など11業種が減少した。
在庫指数は115.3、前月比＋3.0％と3カ月ぶりに
増加した。業種別では、金属製品、鉄鋼、輸送機械
など12業種が増加したものの、電気機械、家具、非
鉄金属など8業種が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.29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1.29倍となった。　
有効求職者数が84,246人（前年比▲2.9％）と、
95カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
102,871人（同＋6.2％）と、58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
0.11ポイント下降の1.95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0.01ポイント上昇の1.48倍であった。

%戸
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新設住宅着工戸数の推移
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貸家

持家

分譲

資料：国土交通省
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概況 埼玉県の景気は持ち直している。
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景気動向指数 下方への局面変化を示している

3月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：92.6（前月比▲5.3ポイント）、一致指数：125.3
（同▲2.5ポイント）、遅行指数：120.8（同▲1.2ポイ
ント）となった。
先行指数は3カ月ぶりの下降となった。
一致指数は2カ月ぶりの下降となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比▲1.67ポイン
トと、2カ月ぶりの下降となった。埼玉県は、１月に下
方修正した景気の基調判断を、「下方への局面変
化を示している」にさらに下方修正した。
遅行指数は2カ月連続の下降となった。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が2カ月連続で減少

4月の百貨店・スーパー販売額は804億円、前年
比▲1.8％（既存店）と2カ月連続で減少した。業態
別では、百貨店（同▲3.8％）、スーパー（同▲1.3％）
とも減少した。新設店を含む全店ベースの販売額も
同▲1.0％と6カ月ぶりに減少した。
5月の新車販売台数（乗用車）は10,923台、前年

比▲1.6％と8カ月連続で減少した。車種別では普通
乗用車が5,961台（同＋0.3％）、小型乗用車は
4,962台（同▲3.7％）だった。

住 宅 2カ月ぶりに前年を上回る

4月の新設住宅着工戸数は5,521戸、前年比
＋7.5％と2カ月ぶりに前年を上回った。
利用関係別では、持家が1 ,270戸（前年比

▲3.1％）と5カ月連続で減少したものの、貸家が
2,236戸（同＋23.5％）と2カ月ぶりの増加、分譲も
2,013戸（同＋0.7％）と3カ月連続の増加となった。
分譲住宅は、2月に前年比＋210.5％、3月に同

＋237.3％と大きく増加していたマンションが599戸
（同▲7.4％）と減少したものの、戸建は1,405戸（同
＋4.5％）と増加した。

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284億円、前年比
▲4.2％と2カ月ぶりに前年を下回った。2018年4月
～5月までの累計では、同＋15.3％と前年を上回っ
ている。
発注者別では、県（前年比＋14.4％）と市町村

（同＋20.3％）、国（同＋6.0％）が増加したものの、
独立行政法人等（同▲44.1％）が減少した。
なお、5月の請負件数は459件（同＋4.6％）と前
年を上回っている。

生 産 2カ月連続で増加

3月の鉱工業指数をみると、生産指数は92.8、前
月比＋0.5％と2カ月連続で増加した。業種別では、
生産用機械、輸送機械、食料品など12業種が増加
したものの、電子部品・デバイス、電気機械、情報通
信機械など11業種が減少した。
在庫指数は115.3、前月比＋3.0％と3カ月ぶりに
増加した。業種別では、金属製品、鉄鋼、輸送機械
など12業種が増加したものの、電気機械、家具、非
鉄金属など8業種が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.29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1.29倍となった。　
有効求職者数が84,246人（前年比▲2.9％）と、
95カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
102,871人（同＋6.2％）と、58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
0.11ポイント下降の1.95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0.01ポイント上昇の1.48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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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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●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

156,168

147,166

152,979

158,237

20,938

9,933

11,098

14,381

12,949

10,666

15,221

10,642

12,101

12,334

12,298

14,259

19,300

9,826

10,923

▲ 1.3

▲ 5.8

3.9

3.4

13.4

3.4

2.7

7.1

▲ 2.1

4.9

1.5

▲ 7.3

▲ 7.4

▲ 3.9

▲ 4.5

▲ 5.5

▲ 7.8

▲ 1.1

▲ 1.6

2,860,472

2,704,485

2,801,491

2,943,010

398,048

195,874

206,935

274,000

241,127

196,169

276,049

200,547

222,938

228,363

215,058

259,780

378,898

193,585

202,031

▲ 0.4

▲ 5.5

3.6

5.1

14.8

6.1

6.7

10.3

▲ 1.3

2.8

2.3

▲ 4.4

▲ 5.5

0.3

▲ 6.1

▲ 5.1

▲ 4.8

▲ 1.2

▲ 2.4

403

359

354

361

30

31

40

32

36

35

26

30

18

31

19

34

44

27

25

56,640

36,187

65,358

42,138

2,807

2,984

3,537

4,909

3,148

6,638

1,720

2,174

2,207

5,212

1,390

5,001

16,670

3,266

2,061

9,731

8,812

8,446

8,405

786

680

802

706

714

639

679

733

677

696

635

617

789

650

767

1,874,065

2,112,382

2,006,119

3,167,637

166,801

104,060

106,917

1,588,339

109,885

92,375

115,802

95,879

145,663

397,595

104,559

89,979

132,672

95,467

104,399

99.1

100.0

99.7

100.0

99.7

100.1

100.2

100.0

99.8

100.0

100.2

100.1

100.7

101.0

100.6

100.7

100.6

100.7

2.8

0.9

▲ 0.3

0.3

0.1

0.3

0.4

0.2

0.2

0.5

0.7

0.0

0.7

1.2

1.2

1.4

0.9

0.6

99.2

100.0

99.9

100.4

99.9

100.3

100.4

100.2

100.1

100.3

100.5

100.6

100.9

101.2

101.3

101.3

101.0

100.9

2.7

0.8

▲ 0.1

0.5

0.2

0.4

0.4

0.4

0.4

0.7

0.7

0.2

0.6

1.0

1.4

1.5

1.1

0.6

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

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

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

97.6

95.5

95.1

94.7

88.4

96.9

96.4

92.4

98.4

98.5

96.2

92.1

93.7

94.8

88.6

92.3

92.8

4.8

▲ 2.2

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 5.3

9.6

▲ 0.5

▲ 4.1

6.5

0.1

▲ 2.3

▲ 4.3

1.7

1.2

▲ 6.5

4.2

0.5

99.0

97.8

97.7

102.0

100.0

102.9

100.7

101.9

101.6

102.9

102.3

102.8

103.5

105.4

100.7

102.7

104.1

104.6

2.1

▲ 1.2

▲ 0.1

4.4

▲ 0.5

2.9

▲ 2.1

1.2

▲ 0.3

1.3

▲ 0.6

0.5

0.7

1.8

▲ 4.5

2.0

1.4

0.5

170.6

145.3

123.9

124.9

115.9

117.3

118.6

120.9

120.3

124.0

120.7

115.8

114.6

116.1

114.5

111.9

115.3

52.0

▲ 14.8

▲ 14.7

0.8

1.4

1.2

1.1

1.9

▲ 0.5

3.1

▲ 2.7

▲ 4.1

▲ 1.0

1.3

▲ 1.4

▲ 2.3

3.0

112.3

112.3

106.4

108.4

109.2

110.9

110.7

108.9

108.2

107.6

107.4

110.5

109.8

109.8

109.3

109.9

113.5

112.8

6.2

0.0

▲ 5.3

1.9

0.9

1.6

▲ 0.2

▲ 1.6

▲ 0.6

▲ 0.6

▲ 0.2

2.9

▲ 0.6

0.0

▲ 0.5

0.5

3.3

▲ 0.6

3,038

2,376

2,391

3,014

339

225

143

334

285

328

145

200

229

340

118

325

382

327

▲ 10.1

▲ 21.8

0.6

26.1

86.8

39.8

▲ 45.6

110.1

79.4

32.8

▲ 19.0

▲ 14.8

▲ 13.2

132.1

▲ 23.9

12.4

12.5

45.2

53,818

50,515

50,753

52,968

3,516

4,601

4,497

4,804

4,559

4,718

4,770

4,755

4,464

3,725

3,930

4,359

4,131

4,624

▲ 4.1

▲ 6.1

0.5

4.4

▲ 12.5

19.3

▲ 11.0

2.7

18.0

▲ 3.3

6.9

16.2

6.3

▲ 10.8

▲ 6.8

0.4

17.5

0.5

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

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

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

56,504

57,357

61,981

59,617

4,232

5,135

4,903

5,547

4,986

5,420

5,435

4,708

5,520

4,701

4,363

4,699

3,863

5,521

▲ 10.3

1.5

8.1

▲ 3.8

▲ 6.2

4.5

▲ 21.1

▲ 2.2

▲ 4.7

▲ 2.9

2.1

▲ 17.8

6.9

▲ 3.5

▲ 5.5

6.5

▲ 8.7

7.5

892,261

909,299

967,237

964,641

75,887

83,979

78,481

87,456

83,234

80,562

83,128

83,057

84,703

76,751

66,358

69,071

69,616

84,226

▲ 9.0

1.9

6.4

▲ 0.3

0.2

1.9

▲ 0.3

1.7

▲ 2.3

▲ 2.0

▲ 2.9

▲ 4.8

▲ 0.4

▲ 2.1

▲ 13.2

▲ 2.6

▲ 8.3

0.3

15.3

16.8

16.5

17.0

17.3

17.6

15.7

16.6

16.7

16.5

17.7

17.3

17.6

17.4

16.5

18.0

17.7

12.6

▲ 6.9

▲ 2.2

3.1

5.9

7.7

9.6

2.8

0.8

2.2

5.7

▲ 4.1

▲ 3.1

▲ 5.7

3.1

0.0

2.2

17.5

17.6

17.5

17.9

18.5

18.3

16.7

17.5

17.7

17.1

18.0

18.4

18.9

18.9

16.9

18.5

19.0

P18.3

6.8

▲ 0.5

▲ 0.6

2.5

3.1

3.3

4.9

1.4

▲ 0.1

2.2

2.1

2.6

1.4

1.4

1.8

0.6

2.8

P0.0

98.5

100.0

99.7

99.4

98.5

98.6

99.2

99.9

99.8

99.7

99.8

99.9

99.4

99.1

100.4

99.1

97.3

0.5

1.5

▲ 0.3

▲ 0.3

▲ 0.2

▲ 1.4

▲ 1.0

▲ 0.4

0.0

▲ 0.4

0.3

0.7

▲ 0.3

▲ 0.5

0.7

▲ 0.2

▲ 1.2

99.0

100.0

100.9

102.5

100.5

102.6

102.9

102.9

103.1

102.7

102.9

103.0

103.2

103.1

102.8

102.7

102.0

P103.8

0.9

1.1

0.9

1.6

1.1

1.6

1.8

1.5

1.7

1.4

1.7

1.8

1.8

1.5

1.4

1.6

1.5

P1.2

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

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

埼玉県

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

0.74

0.85

1.04

1.23

1.17

1.18

1.20

1.23

1.24

1.25

1.26

1.29

1.31

1.33

1.31

1.28

1.27

1.29

1.09

1.20

1.36

1.50

1.45

1.47

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.55

1.56

1.59

1.59

1.58

1.59

1.59

24,898

27,136

30,731

35,167

32,530

32,528

33,427

33,258

32,492

35,724

37,298

39,338

36,657

34,385

37,936

38,616

35,711

33,061

5.0

9.0

13.2

14.4

11.8

11.3

18.9

15.3

9.6

16.6

13.5

15.1

13.4

17.9

0.3

5.7

9.8

1.6

834

863

911

963

981

923

912

964

922

944

997

1,024

942

922

1,030

1,016

1,011

966

5.0

3.5

5.5

5.7

6.5

3.2

6.9

6.3

3.5

6.3

5.6

7.1

5.5

9.6

2.3

0.2

3.1

4.6

10,799

10,573

10,186

10,101

852

812

836

822

876

804

784

818

866

1,065

845

745

854

804

1.4

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

▲ 0.8

1.4

▲ 1.4

0.6

1.0

1.1

1.9

▲ 1.4

0.3

1.2

0.1

0.8

▲ 0.3

▲ 1.8

201,973

200,491

195,979

196,025

16,309

15,581

15,881

15,694

17,179

15,655

14,968

15,888

16,713

20,921

16,826

14,565

16,351

15,564

0.9

0.4

▲ 0.9

0.0

▲ 0.8

1.0

▲ 0.6

0.2

▲ 0.2

0.6

1.9

▲ 0.7

1.4

1.1

0.4

0.6

0.1

▲ 0.8

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース
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●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

156,168

147,166

152,979

158,237

20,938

9,933

11,098

14,381

12,949

10,666

15,221

10,642

12,101

12,334

12,298

14,259

19,300

9,826

10,923

▲ 1.3

▲ 5.8

3.9

3.4

13.4

3.4

2.7

7.1

▲ 2.1

4.9

1.5

▲ 7.3

▲ 7.4

▲ 3.9

▲ 4.5

▲ 5.5

▲ 7.8

▲ 1.1

▲ 1.6

2,860,472

2,704,485

2,801,491

2,943,010

398,048

195,874

206,935

274,000

241,127

196,169

276,049

200,547

222,938

228,363

215,058

259,780

378,898

193,585

202,031

▲ 0.4

▲ 5.5

3.6

5.1

14.8

6.1

6.7

10.3

▲ 1.3

2.8

2.3

▲ 4.4

▲ 5.5

0.3

▲ 6.1

▲ 5.1

▲ 4.8

▲ 1.2

▲ 2.4

403

359

354

361

30

31

40

32

36

35

26

30

18

31

19

34

44

27

25

56,640

36,187

65,358

42,138

2,807

2,984

3,537

4,909

3,148

6,638

1,720

2,174

2,207

5,212

1,390

5,001

16,670

3,266

2,061

9,731

8,812

8,446

8,405

786

680

802

706

714

639

679

733

677

696

635

617

789

650

767

1,874,065

2,112,382

2,006,119

3,167,637

166,801

104,060

106,917

1,588,339

109,885

92,375

115,802

95,879

145,663

397,595

104,559

89,979

132,672

95,467

104,399

99.1

100.0

99.7

100.0

99.7

100.1

100.2

100.0

99.8

100.0

100.2

100.1

100.7

101.0

100.6

100.7

100.6

100.7

2.8

0.9

▲ 0.3

0.3

0.1

0.3

0.4

0.2

0.2

0.5

0.7

0.0

0.7

1.2

1.2

1.4

0.9

0.6

99.2

100.0

99.9

100.4

99.9

100.3

100.4

100.2

100.1

100.3

100.5

100.6

100.9

101.2

101.3

101.3

101.0

100.9

2.7

0.8

▲ 0.1

0.5

0.2

0.4

0.4

0.4

0.4

0.7

0.7

0.2

0.6

1.0

1.4

1.5

1.1

0.6

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

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

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

97.6

95.5

95.1

94.7

88.4

96.9

96.4

92.4

98.4

98.5

96.2

92.1

93.7

94.8

88.6

92.3

92.8

4.8

▲ 2.2

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 5.3

9.6

▲ 0.5

▲ 4.1

6.5

0.1

▲ 2.3

▲ 4.3

1.7

1.2

▲ 6.5

4.2

0.5

99.0

97.8

97.7

102.0

100.0

102.9

100.7

101.9

101.6

102.9

102.3

102.8

103.5

105.4

100.7

102.7

104.1

104.6

2.1

▲ 1.2

▲ 0.1

4.4

▲ 0.5

2.9

▲ 2.1

1.2

▲ 0.3

1.3

▲ 0.6

0.5

0.7

1.8

▲ 4.5

2.0

1.4

0.5

170.6

145.3

123.9

124.9

115.9

117.3

118.6

120.9

120.3

124.0

120.7

115.8

114.6

116.1

114.5

111.9

115.3

52.0

▲ 14.8

▲ 14.7

0.8

1.4

1.2

1.1

1.9

▲ 0.5

3.1

▲ 2.7

▲ 4.1

▲ 1.0

1.3

▲ 1.4

▲ 2.3

3.0

112.3

112.3

106.4

108.4

109.2

110.9

110.7

108.9

108.2

107.6

107.4

110.5

109.8

109.8

109.3

109.9

113.5

112.8

6.2

0.0

▲ 5.3

1.9

0.9

1.6

▲ 0.2

▲ 1.6

▲ 0.6

▲ 0.6

▲ 0.2

2.9

▲ 0.6

0.0

▲ 0.5

0.5

3.3

▲ 0.6

3,038

2,376

2,391

3,014

339

225

143

334

285

328

145

200

229

340

118

325

382

327

▲ 10.1

▲ 21.8

0.6

26.1

86.8

39.8

▲ 45.6

110.1

79.4

32.8

▲ 19.0

▲ 14.8

▲ 13.2

132.1

▲ 23.9

12.4

12.5

45.2

53,818

50,515

50,753

52,968

3,516

4,601

4,497

4,804

4,559

4,718

4,770

4,755

4,464

3,725

3,930

4,359

4,131

4,624

▲ 4.1

▲ 6.1

0.5

4.4

▲ 12.5

19.3

▲ 11.0

2.7

18.0

▲ 3.3

6.9

16.2

6.3

▲ 10.8

▲ 6.8

0.4

17.5

0.5

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

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

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

56,504

57,357

61,981

59,617

4,232

5,135

4,903

5,547

4,986

5,420

5,435

4,708

5,520

4,701

4,363

4,699

3,863

5,521

▲ 10.3

1.5

8.1

▲ 3.8

▲ 6.2

4.5

▲ 21.1

▲ 2.2

▲ 4.7

▲ 2.9

2.1

▲ 17.8

6.9

▲ 3.5

▲ 5.5

6.5

▲ 8.7

7.5

892,261

909,299

967,237

964,641

75,887

83,979

78,481

87,456

83,234

80,562

83,128

83,057

84,703

76,751

66,358

69,071

69,616

84,226

▲ 9.0

1.9

6.4

▲ 0.3

0.2

1.9

▲ 0.3

1.7

▲ 2.3

▲ 2.0

▲ 2.9

▲ 4.8

▲ 0.4

▲ 2.1

▲ 13.2

▲ 2.6

▲ 8.3

0.3

15.3

16.8

16.5

17.0

17.3

17.6

15.7

16.6

16.7

16.5

17.7

17.3

17.6

17.4

16.5

18.0

17.7

12.6

▲ 6.9

▲ 2.2

3.1

5.9

7.7

9.6

2.8

0.8

2.2

5.7

▲ 4.1

▲ 3.1

▲ 5.7

3.1

0.0

2.2

17.5

17.6

17.5

17.9

18.5

18.3

16.7

17.5

17.7

17.1

18.0

18.4

18.9

18.9

16.9

18.5

19.0

P18.3

6.8

▲ 0.5

▲ 0.6

2.5

3.1

3.3

4.9

1.4

▲ 0.1

2.2

2.1

2.6

1.4

1.4

1.8

0.6

2.8

P0.0

98.5

100.0

99.7

99.4

98.5

98.6

99.2

99.9

99.8

99.7

99.8

99.9

99.4

99.1

100.4

99.1

97.3

0.5

1.5

▲ 0.3

▲ 0.3

▲ 0.2

▲ 1.4

▲ 1.0

▲ 0.4

0.0

▲ 0.4

0.3

0.7

▲ 0.3

▲ 0.5

0.7

▲ 0.2

▲ 1.2

99.0

100.0

100.9

102.5

100.5

102.6

102.9

102.9

103.1

102.7

102.9

103.0

103.2

103.1

102.8

102.7

102.0

P103.8

0.9

1.1

0.9

1.6

1.1

1.6

1.8

1.5

1.7

1.4

1.7

1.8

1.8

1.5

1.4

1.6

1.5

P1.2

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

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

埼玉県

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

資料出所

0.74

0.85

1.04

1.23

1.17

1.18

1.20

1.23

1.24

1.25

1.26

1.29

1.31

1.33

1.31

1.28

1.27

1.29

1.09

1.20

1.36

1.50

1.45

1.47

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.55

1.56

1.59

1.59

1.58

1.59

1.59

24,898

27,136

30,731

35,167

32,530

32,528

33,427

33,258

32,492

35,724

37,298

39,338

36,657

34,385

37,936

38,616

35,711

33,061

5.0

9.0

13.2

14.4

11.8

11.3

18.9

15.3

9.6

16.6

13.5

15.1

13.4

17.9

0.3

5.7

9.8

1.6

834

863

911

963

981

923

912

964

922

944

997

1,024

942

922

1,030

1,016

1,011

966

5.0

3.5

5.5

5.7

6.5

3.2

6.9

6.3

3.5

6.3

5.6

7.1

5.5

9.6

2.3

0.2

3.1

4.6

10,799

10,573

10,186

10,101

852

812

836

822

876

804

784

818

866

1,065

845

745

854

804

1.4

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

▲ 0.8

1.4

▲ 1.4

0.6

1.0

1.1

1.9

▲ 1.4

0.3

1.2

0.1

0.8

▲ 0.3

▲ 1.8

201,973

200,491

195,979

196,025

16,309

15,581

15,881

15,694

17,179

15,655

14,968

15,888

16,713

20,921

16,826

14,565

16,351

15,564

0.9

0.4

▲ 0.9

0.0

▲ 0.8

1.0

▲ 0.6

0.2

▲ 0.2

0.6

1.9

▲ 0.7

1.4

1.1

0.4

0.6

0.1

▲ 0.8

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース
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和光市長　松本 武洋氏

和光市
市長のメッセージ
和光市は、鉄道3路線が乗り入れる和光市駅、東京外環自動車道の2つのインター

チェンジを擁し、交通の利便性が高いことに加え、和光樹林公園に代表される緑、豊富な
湧き水など、生活環境に恵まれています。
また、理化学研究所・本田技術研究所をはじめとする高度な研究・研修機関が集積する

「知の拠点」でもあります。
これらの地域資源を活かし、総合振興計画に掲げた将来都市像である「みんなでつくる
快適都市わこう」の実現に向けて、埼玉一の住宅都市として輝く和光市を目指してまいり
ます。

アクセス最高　ちょうどいいまち　
ちょっといいまち　和光

●東武東上線　和光市駅
　東京メトロ有楽町線・副都心線　和光市駅
●東京外環自動車道　和光ＩＣから市役所まで約1㎞

主な交通機関

資料:「平成29年埼玉県統計年鑑」ほか

さいたま市

和光市概要
人口（平成30年6月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成30年1月1日現在）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（商業統計）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

82,468人

40,809世帯

41.3歳

11.04k㎡

65所

289.2億円

275店

1,175.9億円

96.9％

94.4％

はじめに
和光市は埼玉県の南東部、都心から20㎞圏内に
位置している。武蔵野の面影を残した豊かな自然に
恵まれており、和光樹林公園の広大な緑、荒川の雄
大な流れ、市内各所に湧き水や斜面林があり、市民
の生活に彩を添えている。
江戸時代、当地には川越街道の白子宿が置かれ
宿場町として賑わうなど、交通の要衝として発展し
てきた。現在は、東武東上線や東京メトロ有楽町線・
副都心線が和光市駅を通り、池袋駅、渋谷駅につな
がっている。また、東急東横線、横浜高速鉄道みなと
みらい線との相互直通運転により、横浜駅や元町・
中華街駅などと直結している。道路については、東
京外環自動車道の和光ICと和光北ICの2つのIC
があり、関越自動車道、東北自動車道、常磐自動車
道、東関東自動車道につながっている。
都心に近いことから人口は増加傾向が続いており、
市民の平均年齢が県内で戸田市に次いで若いなど、

若く、元気なまちとなっている。
また、練馬区、朝霞市、新座市とともに東京2020
オリンピック・パラリンピックの射撃競技の開催会場
となっている。平成29年12月にはオリンピック・パラ
リンピックのプレ大会として、アジアチャンピオンを決
める国際大会であるアジア・エアガン選手権大会を
誘致し、和光市総合体育館で開催された。

統合型地域包括支援センター
和光市は平成12年の介護保険制度の発足当初

から、市民に自立支援の理念を浸透させることに力
を注ぎ、平成14年に介護予防事業を開始したほか、
全国に先駆けて地域ケア会議を開催するなど、先進
的な取り組みを行ってきた。地域における高齢者の
生活状況やニーズを把握し、介護予防、日常生活支
援総合事業を行うことなどにより「要介護」認定率
が全国平均を大きく下回るなど、介護の「予防」に力
を入れるモデルとして全国の注目を集めている。
こうした福祉政策の実績を踏まえつつ、今年度

「統合型地域包括支援センター」を設置した。当セ
ンターは、高齢者、障がい児・者、子ども・子育て、生
活困窮者のケアマネジメントを一元化することで、全
てのライフステージにおいて、生活課題（生活の自立
を阻む身体・精神・経済的要因）を解決するための継
ぎ目のない支援を目指している。マネジメント拠点の
統合により、従事する職員の専門性を高め、世帯が
抱える複合的な課題に対して、地域において、総合

的かつシームレスに対応することができる体制を構
築し、一つの場所で全てのライフステージに共通す
る多重的・複合的な課題への支援を通じて地域共
生型社会の実現を目指している。

賑わいのある交流拠点づくり
和光市の南西部、広沢地区は市役所を中心に保

健センターや消防署、総合児童センター、市民文化
センターなど行政、文化関連施設が集積する地区で
ある。現在、総合児童センターが立地している場所
周辺を整備し、認定こども園、総合児童センター、学
童クラブ、市民プール、保健センター及び児童発達
支援センターの機能を備えた複合施設を設置する
計画が進んでいる。一部、民間の収益施設も配置し、
賑わいのある交流拠点とする計画である。
施設の集約化を図るだけではなく、様々な活動が

行われ、人々が行き交う中で、交流を促進するという
複合施設としてのメリットを十分活かし、多世代の快
適な生活及び健康を支える場とする。整備に当たっ
ては、民間とのパートナーシップに基づき、ノウハウを
十分に活かすPPP（Public Private Partnership）
のモデルとなる計画とするとしている。
周辺では、団地の建て替えや商業施設等の誘致

も進んでおり、賑わいのあるまちづくりが期待される。

113番元素ニホニウム発見のまち
理化学研究所の研究グループが発見した「113

番元素」が2015年12月に新元素と認定され、命名
権が与えられた。20 1 6年1 1月に元素名が
「nihonium（ニホニウム）」、元素記号が「Nh」に
決まった。日本発、アジア初の快挙となった。
和光市が世界的な発見の地であることを記念し、

市民の愛着と誇りを醸成し、街の賑わい創出を目的
に、「ニホニウム通り」の整備が進んでいる。和光市
駅南口から理化学研究所までの1.1kmの区間に、
原子番号1番の水素から118番まで、118枚の路面
板を設置する（平成30年度中完成予定）ほか、通り
名表示板や「113番元素ニホニウム」モニュメントを
設置した。
和光市は、民間の調査で、これから人気が出そう

な郊外の街、住みたい街のランキングで上位となっ
ている。これまでの市の取り組みに加え、現在計画さ
れている駅北口の再開発や和光北IC東部での開
発など新たなまちづくりへの期待感がうかがえる。 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （吉嶺暢嗣）

アジア・エアガン選手権大会会場「和光市総合体育館」 「113番元素ニホニウム」モニュメント

和光市

ルビ　見出し0箇所　本文0箇所

新座市
戸田市朝霞市



Town Scape
タウンスケープ

2221 埼玉りそな経済情報2018.7埼玉りそな経済情報2018.7

和光市長　松本 武洋氏

和光市
市長のメッセージ
和光市は、鉄道3路線が乗り入れる和光市駅、東京外環自動車道の2つのインター

チェンジを擁し、交通の利便性が高いことに加え、和光樹林公園に代表される緑、豊富な
湧き水など、生活環境に恵まれています。
また、理化学研究所・本田技術研究所をはじめとする高度な研究・研修機関が集積する

「知の拠点」でもあります。
これらの地域資源を活かし、総合振興計画に掲げた将来都市像である「みんなでつくる
快適都市わこう」の実現に向けて、埼玉一の住宅都市として輝く和光市を目指してまいり
ます。

アクセス最高　ちょうどいいまち　
ちょっといいまち　和光

●東武東上線　和光市駅
　東京メトロ有楽町線・副都心線　和光市駅
●東京外環自動車道　和光ＩＣから市役所まで約1㎞

主な交通機関

資料:「平成29年埼玉県統計年鑑」ほか

さいたま市

和光市概要
人口（平成30年6月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成30年1月1日現在）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（商業統計）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率
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41.3歳

11.04k㎡

65所

289.2億円
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94.4％

はじめに
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となっている。平成29年12月にはオリンピック・パラ
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てのライフステージにおいて、生活課題（生活の自立
を阻む身体・精神・経済的要因）を解決するための継
ぎ目のない支援を目指している。マネジメント拠点の
統合により、従事する職員の専門性を高め、世帯が
抱える複合的な課題に対して、地域において、総合

的かつシームレスに対応することができる体制を構
築し、一つの場所で全てのライフステージに共通す
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決まった。日本発、アジア初の快挙となった。
和光市が世界的な発見の地であることを記念し、

市民の愛着と誇りを醸成し、街の賑わい創出を目的
に、「ニホニウム通り」の整備が進んでいる。和光市
駅南口から理化学研究所までの1.1kmの区間に、
原子番号1番の水素から118番まで、118枚の路面
板を設置する（平成30年度中完成予定）ほか、通り
名表示板や「113番元素ニホニウム」モニュメントを
設置した。
和光市は、民間の調査で、これから人気が出そう

な郊外の街、住みたい街のランキングで上位となっ
ている。これまでの市の取り組みに加え、現在計画さ
れている駅北口の再開発や和光北IC東部での開
発など新たなまちづくりへの期待感がうかがえる。 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （吉嶺暢嗣）
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第10回アジア・エアガン選手権大会（和光市）

一人当たり市町村民所得

資料：埼玉県「埼玉の市町村民経済計算」          
(注）一人当たり市町村民所得＝市町村民所得÷市町村の総人口          
　　市町村民所得＝雇用者報酬＋財産所得＋企業所得

市町村名 増加率
（％）

さ い た ま 市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

平成
26年度
(千円）

3,586

2,851

2,839

2,898

2,344

2,105

2,944

2,620

2,413

2,496

2,549

2,407

2,681

2,426

2,482

2,493

2,659

2,763

2,745

2,955

3,622

2,601

4.7

4.1

5.6

2.4

3.6

6.0

5.7

5.1

3.3

6.4

1.6

3.9

3.4

2.2

2.6

6.4

2.8

5.4

3.8

5.9

3.8

4.6

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

増加率
（％）

平成
26年度
(千円）

3,106

3,035

3,369

2,778

2,624

2,669

2,677

2,847

2,651

2,673

2,630

2,468

2,250

2,628

2,523

2,594

2,712

2,698

2,896

2,597

3,129

1,957

1.5

1.7

4.9

2.8

2.4

5.0

3.9

4.3

4.9

3.0

3.1

3.0

4.6

2.9

3.3

3.9

4.0

2.7

4.1

6.9

3.5

2.8

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

増加率
（％）

平成
26年度
(千円）

2,111

3,120

2,525

2,238

2,503

2,241

2,301

2,188

2,173

1,995

2,143

1,813

1,512

2,465

1,976

2,305

2,379

2,207

2,367

2,143

2,359

2,858

平成
27年度
(千円）

3,754

2,968

2,999

2,969

2,430

2,231

3,110

2,753

2,494

2,656

2,589

2,501

2,773

2,479

2,547

2,652

2,735

2,911

2,850

3,131

3,759

2,719

平成
27年度
(千円）

3,152

3,087

3,536

2,855

2,687

2,802

2,780

2,969

2,782

2,754

2,711

2,542

2,354

2,705

2,606

2,695

2,820

2,771

3,016

2,775

3,237

2,011

平成
27年度
(千円）

2,190

3,194

2,639

2,263

2,637

2,487

2,367

2,185

2,257

2,057

2,177

1,953

1,629

2,804

2,138

2,411

2,479

2,249

2,469

2,197

2,463

2,977

3.8

2.4

4.5

1.1

5.3

11.0

2.9

▲ 0.1

3.9

3.1

1.6

7.7

7.7

13.8

8.2

4.6

4.2

1.9

4.3

2.5

4.4

4.2

市町村名 市町村名

自治体におけるSDGsへの取組～地域の社会的課題を考えるシリーズ

彩論  埼玉労働局長 荒木 祥一 氏
 労働時間の把握の必要性

ズームアップ  株式会社ビデオソニック
地域研究レポート  

SDGsの自治体への導入の必要性
調査①  埼玉県経済の現状と先行き
 景気は引き続き持ち直していくとみられる

調査②  埼玉県の地価動向（2018年地価公示）
アンケート調査  埼玉県内企業の生産性向上に向けた取り組みについて
県内経済の動き
月次経済指標
タウンスケープ  和光市
 アクセス最高　ちょうどいいまち　ちょっといいまち　和光
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