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普通会計当初予算

資料：埼玉県「令和元年度市町村普通会計当初予算の概況」

市町村名 前年比
（％）

さいたま市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

2018年度
(百万円）

2019年度
(百万円）

557,789

113,619

64,589

192,903

25,310

28,378

101,758

28,341

36,251

27,652

30,025

71,004

43,417

17,698

37,197

51,721

63,670

75,557

92,877

23,662

51,738

41,441

0.2

▲ 1.7

3.2

8.9

2.3

▲ 1.4

8.6

5.1

1.9

2.8

2.6

1.4

7.4

2.6

▲ 0.0

4.3

2.2

5.6

6.9

6.0

10.5

1.8

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

40,810

23,865

26,116

52,828

22,993

49,649

19,807

29,305

32,718

46,100

17,697

30,114

18,536

20,775

17,826

22,897

40,417

15,203

2,304,253

11,399

11,800

9,599

4.9

3.9

1.8

0.6

4.6

2.3

4.1

4.3

7.5

8.5

7.1

4.3

▲ 13.8

4.4

3.0

11.1

▲ 5.7

▲ 5.0

3.2

2.1

1.9

2.3

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

4,315

5,822

6,208

8,910

6,682

6,410

5,340

5,334

3,410

4,030

3,230

7,172

1,924

4,666

6,799

8,745

11,679

9,628

11,995

7,913

163,009

2,467,262

前年比
（％）

2018年度
(百万円）

2019年度
(百万円）

前年比
（％）

2018年度
(百万円）

2019年度
(百万円）

558,641

111,679

66,658

210,154

25,880

27,989

110,541

29,784

36,936

28,428

30,815

72,006

46,638

18,159

37,181

53,956

65,080

79,823

99,279

25,074

57,189

42,204

42,800

24,800

26,591

53,126

24,057

50,796

20,628

30,553

35,188

50,000

18,954

31,408

15,975

21,691

18,359

25,433

38,128

14,446

2,377,027

11,639

12,024

9,818

4,069

5,760

6,370

8,844

6,844

7,004

5,887

5,034

3,604

4,112

3,103

7,125

2,034

4,815

5,645

8,836

12,035

9,972

12,537

8,153

165,262

2,542,289

▲ 5.7

▲ 1.1

2.6

▲ 0.7

2.4

9.3

10.2

▲ 5.6

5.7

2.0

▲ 3.9

▲ 0.7

5.7

3.2

▲ 17.0

1.0

3.0

3.6

4.5

3.0

1.4

3.0

市町村名 市町村名

べに花の風景（桶川市）
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自治体SDGsの達成に向けてシリーズ

彩論  埼玉県信用保証協会 会長　中野 晃 氏
 果たすべき役割と向き合う

ズームアップ  深澤木材株式会社
地域研究レポート  

自治体SDGsを達成する上で欠かせない
  中小企業のSDGsをいかに支援するのか
  ～CSRはSDGsの方法論：さいたま市の取り組み～

調査   埼玉県の医療の現状と課題
アンケート調査①  埼玉県内設備投資動向調査
 県内企業の設備投資意欲は引き続き強い

アンケート調査②  埼玉県内企業の2019年夏のボーナス支給状況
県内経済の動き

月次経済指標
タウンスケープ  桶川市
 夢と希望を未来につなぐ　持続可能なまちづくり
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ズ ー ムアップ

さいたま市北区本郷町。産業道路本郷町交差点
にほど近い場所に、深澤木材株式会社の和風平屋
建て住宅展示場がある。室内には秋田杉や天然唐
松、ヒバなどの銘木が使われ、築3年にもかかわらず
天然木の香りが漂う。湿度が多い時期でも室内は涼
しく、無垢材を用いた家の心地良さを、一瞬で体感で
きる展示場だ。
「木は“導管”という管から水を吸い上げて成長し
ます。伐採され材木になると、今度はそこに湿気を取
り込み、乾燥すると湿気を吐き出す調湿作用を発揮
します。最近はこうした木の利点を活用して、幼稚園
や学校などの壁をビニールクロスから木に張り替え
るところが増えています」（深澤正輝社長）
深澤木材の事業の柱は2本ある。国産の材木を中
心とした無垢材やサッシ等住宅の資材販売、そして
埼玉県および東京都北西部を商圏とする木造住宅
の建築だ。売上比率は４：６で、建築は延べ30～80坪
の戸建てを年間8～12棟、設計から施工、監理まで
トータルに請け負う。さらに、リフォームやマンション
の内装工事も手がけるなど、事業領域は広い。
工場で事前に切断した材木を建築現場に持ち込

「当社は、秋田杉や木曽檜などの建具材料を建具
屋さんに渡して、つくってもらうのも特徴です」
同社は顧客の要望に応えるため、図面を何度も書

き直す。その後積算、見積もりを出し、ミニチュア模型
を製作して家のイメージを伝え、工事をスタートさせ
る。また、顧客にこまめに建築経過を見てもらい、納
得してもらった上で工程を進めていく。
そして家が完成して引っ越し後、家具の配置や押

し入れの収納の量、レイアウトに合わせて、追加の棚
を製作する。また、毎年不具合がないかをチェックし
て、気になる点をメンテナンス、それが10年ほど続く
というのだから驚かされる。そのため、自ずと顧客と
は長い付き合いになるという。そうした顧客ファース
トの思いを、深澤社長はこう語った。
「家は人生の中で一番高い買い物です。ですから、
お客さまが納得し、満足する家を提供したいのです」

現在、3代目を承継する社長の子息が、他社工務
店で修業中。近く同社に入社する予定だという。
「若い年代の人は、大工職人で入社してもなかな
か続かないのが悩みです。でも、息子が入社するタイ
ミングで採用できれば、同年代で共に頑張ってくれる
のではないか。職人の手刻みなどの在来工法は、残
さなければいけない日本の技術だと思うんです」
教育はベテラン職人がOJTで指導しながら、きめ

細かくノミやカンナの使い方を教え、10年弱かけて
一人前の大工職人に育て上げるプランだという。
今後も自らの目の届く範囲の事業展開で、地道にコ

ツコツと続けていきたいと語る深澤社長。HPや情報
媒体を活用した営業活動にも力を入れていく考えだ。
木を知り尽くし、そのよさを最大限活用して建てら

れた同社の家には、木のぬくもりと職人の手のぬくも
り、そして顧客への熱い思いが込められている。

扱う同社の業績も順調に推移していく。やがて国産材
が供給不足となり、海外からの安価な材木が輸入さ
れるようになると、外材や合板等への依存度が上昇。
国産無垢材の販売だけでは限界があると感じた作二
氏は、「木を扱う材木屋が、住宅をつくるべきだ」と考
え、個人で仕事をしていた腕のいい大工職人十数人
を集めて、戸建ての建築事業をスタートさせる。
昭和40年代半ばのことであった。

プレカット加工は、柱や梁の継手、仕口などを機械
で加工する技術。安定した品質の部材が安価で提供
でき工期も短縮されると、1990年代ごろから急速に
浸透していった。同社はそうした技術を用いながらも、
手刻みによる加工を手放さなかった。それは、大工職
人が建築現場で木の個性を一つ一つ見極め、製材品
に墨付けで印を入れて加工や切断を行い、カンナで
削り、ホゾなどの仕口をする、昔ながらの加工である。
「職人が現場で削り台をつくって、材木にカンナを
かけていると、通りがかりの年配の方から『今どき珍
しいね』と声をかけられます」
手刻みは熟練した職人の腕で、プレカットではでき

ない複雑な加工が行えるほか、木の個性を生かして
使うことで建物の寿命を永らえさせることができる。
例えば高温多湿の日本では、季節によって木が伸び
縮みする。そうした木材の知識や木の年輪・特徴か
ら建物に使われる箇所を勘案して、仕口や継手を工
夫していく。それが職人の勘所というわけだ。水に強
い竹やヒバを風呂場などの水回りに使ったり、除湿
効果のある桐の無垢板を押し入れに貼ったり、同じ
種類の木でも産地によって木の粘りや脂分に違いが
あるため、それを計算して使い分けるという。
「梁に使うような丸太は、四角い加工材のように、
どれだけ荷重がかかると木がたわむかという構造計
算ができません。年輪の積み具合や木の曲がり具合
を見て、職人が経験と勘で測るしかないのです」

半世紀以上にわたり木に携わってきた
材木店がつくる、無垢材を使った木造建築
材木商として半世紀以上、木に携わってきた深澤木材。昭和40年代からは木造建築にも業容を広げ、これまでに300棟
超の家屋を手がけている。無垢材にこだわり「体にやさしく、丈夫で、長持ち」を旨に家づくりに取り組んできた同社。
今後は、日本で長年培われてきた“職人の技術と無垢材による家づくり”を次世代に受け継ぐべく、積極的に採用を行い
若手を育てていく考えだ。

深澤木材株式会社

そして、同社の何よりの武器は、全国各地から無
垢材を仕入れることができるネットワークを持ってい
ること、材木の良しあしを見極める目を持っているこ
と、手ごろな価格で仕入れられることにある。
「大手と同じことをしても勝ち目はありません。需
要は少なくても、自然素材である無垢材ならではの
暮らしやすさや、木の香りのよさを求める人はいます
からそこを狙おう、と」
その後、現社長が1級建築士の資格を取り、㈲マ
サキ一級建築士事務所を立ち上げると、設計、資材
調達、施工、監理までワンストップサービスで行うス

タイルが確立。顧客の細やかなニーズに応えられる
環境が整えられていった。

国産の無垢材を主力商材にする同社。国産無垢
材と聞くだけで高額なイメージを持ってしまうが、大
手ハウスメーカーよりも坪単価は低いという。それは
前述のとおり材木問屋の強みを生かし価格を抑えら
れるからだが、さらには――。
「当社は営業が一人もいないので、その分人件費

がかかりません。満足してくださったお客さまが、ほか
のお客さまを紹介してくださるのです。手がけた一つ
一つの仕事が営業の役割を担ってくれているのです」
ところが、実は同社には“優秀な営業マン”が存在
する。さいたま市北区の盆栽町と本社近くの本郷町
にある二つの展示場だ。盆栽町の展示場は23年前
に建てられたもので、毎年5月に開催される「大盆栽
まつり」のメインエリアにある。数万人もの人が集ま
る大盆栽まつり。そこに足を運んだついでに、建て替
えを考える人が立ち寄るのだという。
同社の顧客の多くは終の棲家を建てたい、息子の

代まで残る家にリフォームしたいと考える中高年であ
り、盆栽に興味がある年代とも合致する。
「盆栽町の展示場は、本郷町の展示場の経年変化
が見られるサンプルにもなります。23年経つと木があ
め色に変わって、いい雰囲気になるんです。それを見
て『うちは合板だから白っ茶けているけれど、やはり本
物は違うわね』と、おっしゃる方もいます。無垢の木だ
と経年劣化ではなく、経年美化していくのです」
優秀な営業マンの働きで新規客が増えるほか、顧

客からの紹介もあり、注文が途切れることはない。売
り上げは、安定した伸びを見せている。

●代 表 者 代表取締役　深澤 正輝
●設　　立 昭和38年11月
●資 本 金 1,200万円
●従業員数 従業員10名、大工職人12名
●事業内容 木材・建材・住宅機器・住宅資材の卸業、注文住宅設計施工、建売工事、不動産売買、不動産賃貸
●所 在 地 〒331-0802 さいたま市北区本郷町326
 TEL 048-665-1515　FAX 048-652-4055
●U R L https://www.e-house.co.jp/fukazawa-mokuzai/

代表取締役　深澤 正輝氏

む“プレカット加工”と、大工職人が木の個性を生か
しながら加工する“手刻み”の加工を併用して住宅を
手がける同社。主に無垢材を用いて、暮らすほどに
愛着が深まる家を手がけている。

創業者で現社長の父・深澤作二会長は前職、東
京の木場にある材木卸に勤めていた。木場といえば、
江戸時代から木材流通の中心地として栄えた町。作
二氏はそこで、全国から集まる材木の種類や知識、
良しあしを見る目を養った。
「木場で9年ほど修業しました。それで、自分の腕
を試す意味もあって、満27歳の時に独立しました」
（深澤作二会長）
東京近郊を見て回った後、交通の要所となる大
宮市（現・さいたま市）を選び、昭和38（1963）年、
前回の東京オリンピック前年に同社を立ち上げる。
スタートは、国産材木を中心とした住宅資材販売
だった。
時は高度成長期。住宅着工件数も伸び、国産材を

埼玉県信用保証協会
会長
中野 晃氏

平成３０年４月、信用補完制度の見直しが行わ
れ、信用保証協会は、中小企業者支援においてよ
り一層重要な役割を担う存在となりました。見直
しから１年半、県内中小企業者の成長・発展ひい
ては埼玉県経済全体の活性化のため当協会に出
来ることは何か、「果たすべき役割」について考え、
向き合ってまいりました。
当協会の役割を考えるにあたり、信用補完制度

の見直しについてふれさせていただきたいと思い
ます。見直しの内容は多岐に渡りますが、「中小企
業者の多様な資金需要に対するきめ細かな対
応」と「信用保証協会と金融機関の連携」という
２つのテーマに大別されます。
まず、「中小企業者の多様な資金需要に対する

きめ細かな対応」についてですが、このテーマは、
個々の中小企業者が置かれている状況は様々であ
り、各状況に応じた資金の供給が必要であるとい
う視点に基づいています。具体的な内容として盛り
込まれたのは、大規模な経済危機や災害等の際に
従来の保証限度額とは別枠で保証を実施する「危
機関連保証の創設」や、創業者向け保証制度「創
業関連保証」の保証限度額拡大、さらに経営者が
撤退を決断する場合に必要となる資金を保証する
新たな保証制度の創設等です。これらの内容から、
いかなる状況にある中小企業者に対しても円滑な
資金供給を実施することが信用保証協会の役割
として改めて強調されたと言えるでしょう。
次に、「信用保証協会と金融機関の連携」につ

いてです。このテーマは、中小企業者の経営改善
や生産性向上を一層促進するためには、信用保

証協会と金融機関の連携による強固なサポート
体制の構築が必要であると示しています。
また、具体的な内容として、「信用保証協会によ

る中小企業者に対する経営支援の法定化」が盛り
込まれ、信用保証協会の役割に大きな変化をもた
らしました。当協会は、中小企業者に対する経営支
援に従前から取り組んでおりましたが、法律上に業
務として明記されたことにより、中小企業者の経営
課題と向き合うことは、信用保証協会の必ず果た
すべき役割として位置づけられたと認識しています。
これら信用保証協会にとって「マスト」とされる
役割を果たすため、当協会では、中小企業者のラ
イフステージに応じた保証制度の充実や、経営支
援対象先を拡充し中小企業者が抱える潜在的な
課題へのアプローチ等に取り組んでおります。ま
ずは、これらの取り組みを着実に進めることが先
決であると考えていますが、決してそれだけで満
足しているわけではありません。
当協会は、平成３０年度から令和２年度の第５

次中期事業計画において、中小企業者に「寄り添
う」信用保証協会を目指すことを掲げています。
「寄り添う」とは当協会からの一方的な矢印では
全く意味がなく、中小企業者と信頼関係が築かれ
ているかどうかが重要です。そして信頼関係とは、
「マスト」とされる役割以上を果たしてこそ生まれ
るものであると考えております。この志を胸に、真
に県内中小企業者の成長・発展ひいては埼玉県
経済全体の活性化に貢献するため、「マスト」で
はなく「ベスト」を役職員一丸となり追求し、行動
してまいります。

材木販売から建築へと業容拡大

果たすべき役割と向き合う
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さいたま市北区本郷町。産業道路本郷町交差点
にほど近い場所に、深澤木材株式会社の和風平屋
建て住宅展示場がある。室内には秋田杉や天然唐
松、ヒバなどの銘木が使われ、築3年にもかかわらず
天然木の香りが漂う。湿度が多い時期でも室内は涼
しく、無垢材を用いた家の心地良さを、一瞬で体感で
きる展示場だ。
「木は“導管”という管から水を吸い上げて成長し
ます。伐採され材木になると、今度はそこに湿気を取
り込み、乾燥すると湿気を吐き出す調湿作用を発揮
します。最近はこうした木の利点を活用して、幼稚園
や学校などの壁をビニールクロスから木に張り替え
るところが増えています」（深澤正輝社長）
深澤木材の事業の柱は2本ある。国産の材木を中
心とした無垢材やサッシ等住宅の資材販売、そして
埼玉県および東京都北西部を商圏とする木造住宅
の建築だ。売上比率は４：６で、建築は延べ30～80坪
の戸建てを年間8～12棟、設計から施工、監理まで
トータルに請け負う。さらに、リフォームやマンション
の内装工事も手がけるなど、事業領域は広い。
工場で事前に切断した材木を建築現場に持ち込

「当社は、秋田杉や木曽檜などの建具材料を建具
屋さんに渡して、つくってもらうのも特徴です」
同社は顧客の要望に応えるため、図面を何度も書

き直す。その後積算、見積もりを出し、ミニチュア模型
を製作して家のイメージを伝え、工事をスタートさせ
る。また、顧客にこまめに建築経過を見てもらい、納
得してもらった上で工程を進めていく。
そして家が完成して引っ越し後、家具の配置や押

し入れの収納の量、レイアウトに合わせて、追加の棚
を製作する。また、毎年不具合がないかをチェックし
て、気になる点をメンテナンス、それが10年ほど続く
というのだから驚かされる。そのため、自ずと顧客と
は長い付き合いになるという。そうした顧客ファース
トの思いを、深澤社長はこう語った。
「家は人生の中で一番高い買い物です。ですから、
お客さまが納得し、満足する家を提供したいのです」

現在、3代目を承継する社長の子息が、他社工務
店で修業中。近く同社に入社する予定だという。
「若い年代の人は、大工職人で入社してもなかな
か続かないのが悩みです。でも、息子が入社するタイ
ミングで採用できれば、同年代で共に頑張ってくれる
のではないか。職人の手刻みなどの在来工法は、残
さなければいけない日本の技術だと思うんです」
教育はベテラン職人がOJTで指導しながら、きめ

細かくノミやカンナの使い方を教え、10年弱かけて
一人前の大工職人に育て上げるプランだという。
今後も自らの目の届く範囲の事業展開で、地道にコ

ツコツと続けていきたいと語る深澤社長。HPや情報
媒体を活用した営業活動にも力を入れていく考えだ。
木を知り尽くし、そのよさを最大限活用して建てら

れた同社の家には、木のぬくもりと職人の手のぬくも
り、そして顧客への熱い思いが込められている。

扱う同社の業績も順調に推移していく。やがて国産材
が供給不足となり、海外からの安価な材木が輸入さ
れるようになると、外材や合板等への依存度が上昇。
国産無垢材の販売だけでは限界があると感じた作二
氏は、「木を扱う材木屋が、住宅をつくるべきだ」と考
え、個人で仕事をしていた腕のいい大工職人十数人
を集めて、戸建ての建築事業をスタートさせる。
昭和40年代半ばのことであった。

プレカット加工は、柱や梁の継手、仕口などを機械
で加工する技術。安定した品質の部材が安価で提供
でき工期も短縮されると、1990年代ごろから急速に
浸透していった。同社はそうした技術を用いながらも、
手刻みによる加工を手放さなかった。それは、大工職
人が建築現場で木の個性を一つ一つ見極め、製材品
に墨付けで印を入れて加工や切断を行い、カンナで
削り、ホゾなどの仕口をする、昔ながらの加工である。
「職人が現場で削り台をつくって、材木にカンナを
かけていると、通りがかりの年配の方から『今どき珍
しいね』と声をかけられます」
手刻みは熟練した職人の腕で、プレカットではでき

ない複雑な加工が行えるほか、木の個性を生かして
使うことで建物の寿命を永らえさせることができる。
例えば高温多湿の日本では、季節によって木が伸び
縮みする。そうした木材の知識や木の年輪・特徴か
ら建物に使われる箇所を勘案して、仕口や継手を工
夫していく。それが職人の勘所というわけだ。水に強
い竹やヒバを風呂場などの水回りに使ったり、除湿
効果のある桐の無垢板を押し入れに貼ったり、同じ
種類の木でも産地によって木の粘りや脂分に違いが
あるため、それを計算して使い分けるという。
「梁に使うような丸太は、四角い加工材のように、
どれだけ荷重がかかると木がたわむかという構造計
算ができません。年輪の積み具合や木の曲がり具合
を見て、職人が経験と勘で測るしかないのです」

半世紀以上にわたり木に携わってきた
材木店がつくる、無垢材を使った木造建築
材木商として半世紀以上、木に携わってきた深澤木材。昭和40年代からは木造建築にも業容を広げ、これまでに300棟
超の家屋を手がけている。無垢材にこだわり「体にやさしく、丈夫で、長持ち」を旨に家づくりに取り組んできた同社。
今後は、日本で長年培われてきた“職人の技術と無垢材による家づくり”を次世代に受け継ぐべく、積極的に採用を行い
若手を育てていく考えだ。

深澤木材株式会社

そして、同社の何よりの武器は、全国各地から無
垢材を仕入れることができるネットワークを持ってい
ること、材木の良しあしを見極める目を持っているこ
と、手ごろな価格で仕入れられることにある。
「大手と同じことをしても勝ち目はありません。需
要は少なくても、自然素材である無垢材ならではの
暮らしやすさや、木の香りのよさを求める人はいます
からそこを狙おう、と」
その後、現社長が1級建築士の資格を取り、㈲マ
サキ一級建築士事務所を立ち上げると、設計、資材
調達、施工、監理までワンストップサービスで行うス

タイルが確立。顧客の細やかなニーズに応えられる
環境が整えられていった。

国産の無垢材を主力商材にする同社。国産無垢
材と聞くだけで高額なイメージを持ってしまうが、大
手ハウスメーカーよりも坪単価は低いという。それは
前述のとおり材木問屋の強みを生かし価格を抑えら
れるからだが、さらには――。
「当社は営業が一人もいないので、その分人件費

がかかりません。満足してくださったお客さまが、ほか
のお客さまを紹介してくださるのです。手がけた一つ
一つの仕事が営業の役割を担ってくれているのです」
ところが、実は同社には“優秀な営業マン”が存在
する。さいたま市北区の盆栽町と本社近くの本郷町
にある二つの展示場だ。盆栽町の展示場は23年前
に建てられたもので、毎年5月に開催される「大盆栽
まつり」のメインエリアにある。数万人もの人が集ま
る大盆栽まつり。そこに足を運んだついでに、建て替
えを考える人が立ち寄るのだという。
同社の顧客の多くは終の棲家を建てたい、息子の

代まで残る家にリフォームしたいと考える中高年であ
り、盆栽に興味がある年代とも合致する。
「盆栽町の展示場は、本郷町の展示場の経年変化
が見られるサンプルにもなります。23年経つと木があ
め色に変わって、いい雰囲気になるんです。それを見
て『うちは合板だから白っ茶けているけれど、やはり本
物は違うわね』と、おっしゃる方もいます。無垢の木だ
と経年劣化ではなく、経年美化していくのです」
優秀な営業マンの働きで新規客が増えるほか、顧

客からの紹介もあり、注文が途切れることはない。売
り上げは、安定した伸びを見せている。

●代 表 者 代表取締役　深澤 正輝
●設　　立 昭和38年11月
●資 本 金 1,200万円
●従業員数 従業員10名、大工職人12名
●事業内容 木材・建材・住宅機器・住宅資材の卸業、注文住宅設計施工、建売工事、不動産売買、不動産賃貸
●所 在 地 〒331-0802 さいたま市北区本郷町326
 TEL 048-665-1515　FAX 048-652-4055
●U R L https://www.e-house.co.jp/fukazawa-mokuzai/

代表取締役　深澤 正輝氏

む“プレカット加工”と、大工職人が木の個性を生か
しながら加工する“手刻み”の加工を併用して住宅を
手がける同社。主に無垢材を用いて、暮らすほどに
愛着が深まる家を手がけている。

創業者で現社長の父・深澤作二会長は前職、東
京の木場にある材木卸に勤めていた。木場といえば、
江戸時代から木材流通の中心地として栄えた町。作
二氏はそこで、全国から集まる材木の種類や知識、
良しあしを見る目を養った。
「木場で9年ほど修業しました。それで、自分の腕
を試す意味もあって、満27歳の時に独立しました」
（深澤作二会長）
東京近郊を見て回った後、交通の要所となる大
宮市（現・さいたま市）を選び、昭和38（1963）年、
前回の東京オリンピック前年に同社を立ち上げる。
スタートは、国産材木を中心とした住宅資材販売
だった。
時は高度成長期。住宅着工件数も伸び、国産材を

埼玉県信用保証協会
会長
中野 晃氏
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る中小企業者に対する経営支援の法定化」が盛り
込まれ、信用保証協会の役割に大きな変化をもた
らしました。当協会は、中小企業者に対する経営支
援に従前から取り組んでおりましたが、法律上に業
務として明記されたことにより、中小企業者の経営
課題と向き合うことは、信用保証協会の必ず果た
すべき役割として位置づけられたと認識しています。
これら信用保証協会にとって「マスト」とされる
役割を果たすため、当協会では、中小企業者のラ
イフステージに応じた保証制度の充実や、経営支
援対象先を拡充し中小企業者が抱える潜在的な
課題へのアプローチ等に取り組んでおります。ま
ずは、これらの取り組みを着実に進めることが先
決であると考えていますが、決してそれだけで満
足しているわけではありません。
当協会は、平成３０年度から令和２年度の第５

次中期事業計画において、中小企業者に「寄り添
う」信用保証協会を目指すことを掲げています。
「寄り添う」とは当協会からの一方的な矢印では
全く意味がなく、中小企業者と信頼関係が築かれ
ているかどうかが重要です。そして信頼関係とは、
「マスト」とされる役割以上を果たしてこそ生まれ
るものであると考えております。この志を胸に、真
に県内中小企業者の成長・発展ひいては埼玉県
経済全体の活性化に貢献するため、「マスト」で
はなく「ベスト」を役職員一丸となり追求し、行動
してまいります。

材木販売から建築へと業容拡大

果たすべき役割と向き合う
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さいたま市北区本郷町。産業道路本郷町交差点
にほど近い場所に、深澤木材株式会社の和風平屋
建て住宅展示場がある。室内には秋田杉や天然唐
松、ヒバなどの銘木が使われ、築3年にもかかわらず
天然木の香りが漂う。湿度が多い時期でも室内は涼
しく、無垢材を用いた家の心地良さを、一瞬で体感で
きる展示場だ。
「木は“導管”という管から水を吸い上げて成長し
ます。伐採され材木になると、今度はそこに湿気を取
り込み、乾燥すると湿気を吐き出す調湿作用を発揮
します。最近はこうした木の利点を活用して、幼稚園
や学校などの壁をビニールクロスから木に張り替え
るところが増えています」（深澤正輝社長）
深澤木材の事業の柱は2本ある。国産の材木を中
心とした無垢材やサッシ等住宅の資材販売、そして
埼玉県および東京都北西部を商圏とする木造住宅
の建築だ。売上比率は４：６で、建築は延べ30～80坪
の戸建てを年間8～12棟、設計から施工、監理まで
トータルに請け負う。さらに、リフォームやマンション
の内装工事も手がけるなど、事業領域は広い。
工場で事前に切断した材木を建築現場に持ち込

「当社は、秋田杉や木曽檜などの建具材料を建具
屋さんに渡して、つくってもらうのも特徴です」
同社は顧客の要望に応えるため、図面を何度も書

き直す。その後積算、見積もりを出し、ミニチュア模型
を製作して家のイメージを伝え、工事をスタートさせ
る。また、顧客にこまめに建築経過を見てもらい、納
得してもらった上で工程を進めていく。
そして家が完成して引っ越し後、家具の配置や押

し入れの収納の量、レイアウトに合わせて、追加の棚
を製作する。また、毎年不具合がないかをチェックし
て、気になる点をメンテナンス、それが10年ほど続く
というのだから驚かされる。そのため、自ずと顧客と
は長い付き合いになるという。そうした顧客ファース
トの思いを、深澤社長はこう語った。
「家は人生の中で一番高い買い物です。ですから、
お客さまが納得し、満足する家を提供したいのです」

現在、3代目を承継する社長の子息が、他社工務
店で修業中。近く同社に入社する予定だという。
「若い年代の人は、大工職人で入社してもなかな
か続かないのが悩みです。でも、息子が入社するタイ
ミングで採用できれば、同年代で共に頑張ってくれる
のではないか。職人の手刻みなどの在来工法は、残
さなければいけない日本の技術だと思うんです」
教育はベテラン職人がOJTで指導しながら、きめ
細かくノミやカンナの使い方を教え、10年弱かけて
一人前の大工職人に育て上げるプランだという。
今後も自らの目の届く範囲の事業展開で、地道にコ

ツコツと続けていきたいと語る深澤社長。HPや情報
媒体を活用した営業活動にも力を入れていく考えだ。
木を知り尽くし、そのよさを最大限活用して建てら

れた同社の家には、木のぬくもりと職人の手のぬくも
り、そして顧客への熱い思いが込められている。

扱う同社の業績も順調に推移していく。やがて国産材
が供給不足となり、海外からの安価な材木が輸入さ
れるようになると、外材や合板等への依存度が上昇。
国産無垢材の販売だけでは限界があると感じた作二
氏は、「木を扱う材木屋が、住宅をつくるべきだ」と考
え、個人で仕事をしていた腕のいい大工職人十数人
を集めて、戸建ての建築事業をスタートさせる。
昭和40年代半ばのことであった。

プレカット加工は、柱や梁の継手、仕口などを機械
で加工する技術。安定した品質の部材が安価で提供
でき工期も短縮されると、1990年代ごろから急速に
浸透していった。同社はそうした技術を用いながらも、
手刻みによる加工を手放さなかった。それは、大工職
人が建築現場で木の個性を一つ一つ見極め、製材品
に墨付けで印を入れて加工や切断を行い、カンナで
削り、ホゾなどの仕口をする、昔ながらの加工である。
「職人が現場で削り台をつくって、材木にカンナを
かけていると、通りがかりの年配の方から『今どき珍
しいね』と声をかけられます」
手刻みは熟練した職人の腕で、プレカットではでき

ない複雑な加工が行えるほか、木の個性を生かして
使うことで建物の寿命を永らえさせることができる。
例えば高温多湿の日本では、季節によって木が伸び
縮みする。そうした木材の知識や木の年輪・特徴か
ら建物に使われる箇所を勘案して、仕口や継手を工
夫していく。それが職人の勘所というわけだ。水に強
い竹やヒバを風呂場などの水回りに使ったり、除湿
効果のある桐の無垢板を押し入れに貼ったり、同じ
種類の木でも産地によって木の粘りや脂分に違いが
あるため、それを計算して使い分けるという。
「梁に使うような丸太は、四角い加工材のように、
どれだけ荷重がかかると木がたわむかという構造計
算ができません。年輪の積み具合や木の曲がり具合
を見て、職人が経験と勘で測るしかないのです」

深澤木材株式会社ZOOM UP

そして、同社の何よりの武器は、全国各地から無
垢材を仕入れることができるネットワークを持ってい
ること、材木の良しあしを見極める目を持っているこ
と、手ごろな価格で仕入れられることにある。
「大手と同じことをしても勝ち目はありません。需
要は少なくても、自然素材である無垢材ならではの
暮らしやすさや、木の香りのよさを求める人はいます
からそこを狙おう、と」
その後、現社長が1級建築士の資格を取り、㈲マ
サキ一級建築士事務所を立ち上げると、設計、資材
調達、施工、監理までワンストップサービスで行うス

タイルが確立。顧客の細やかなニーズに応えられる
環境が整えられていった。

国産の無垢材を主力商材にする同社。国産無垢
材と聞くだけで高額なイメージを持ってしまうが、大
手ハウスメーカーよりも坪単価は低いという。それは
前述のとおり材木問屋の強みを生かし価格を抑えら
れるからだが、さらには――。
「当社は営業が一人もいないので、その分人件費

がかかりません。満足してくださったお客さまが、ほか
のお客さまを紹介してくださるのです。手がけた一つ
一つの仕事が営業の役割を担ってくれているのです」
ところが、実は同社には“優秀な営業マン”が存在
する。さいたま市北区の盆栽町と本社近くの本郷町
にある二つの展示場だ。盆栽町の展示場は23年前
に建てられたもので、毎年5月に開催される「大盆栽
まつり」のメインエリアにある。数万人もの人が集ま
る大盆栽まつり。そこに足を運んだついでに、建て替
えを考える人が立ち寄るのだという。
同社の顧客の多くは終の棲家を建てたい、息子の

代まで残る家にリフォームしたいと考える中高年であ
り、盆栽に興味がある年代とも合致する。
「盆栽町の展示場は、本郷町の展示場の経年変化
が見られるサンプルにもなります。23年経つと木があ
め色に変わって、いい雰囲気になるんです。それを見
て『うちは合板だから白っ茶けているけれど、やはり本
物は違うわね』と、おっしゃる方もいます。無垢の木だ
と経年劣化ではなく、経年美化していくのです」
優秀な営業マンの働きで新規客が増えるほか、顧
客からの紹介もあり、注文が途切れることはない。売
り上げは、安定した伸びを見せている。

む“プレカット加工”と、大工職人が木の個性を生か
しながら加工する“手刻み”の加工を併用して住宅を
手がける同社。主に無垢材を用いて、暮らすほどに
愛着が深まる家を手がけている。

創業者で現社長の父・深澤作二会長は前職、東
京の木場にある材木卸に勤めていた。木場といえば、
江戸時代から木材流通の中心地として栄えた町。作
二氏はそこで、全国から集まる材木の種類や知識、
良しあしを見る目を養った。
「木場で9年ほど修業しました。それで、自分の腕
を試す意味もあって、満27歳の時に独立しました」
（深澤作二会長）
東京近郊を見て回った後、交通の要所となる大
宮市（現・さいたま市）を選び、昭和38（1963）年、
前回の東京オリンピック前年に同社を立ち上げる。
スタートは、国産材木を中心とした住宅資材販売
だった。
時は高度成長期。住宅着工件数も伸び、国産材を

木を知り尽くした職人がつくる木造建築

手がけた家や展示場が営業マン

顧客満足度が高い理由

若い世代を採用して技術をつなぐ

本郷町の展示場屋内（左右） 大工職人の手刻みの様子（左右）

盆栽町の住宅展示場 建築事例（左右）、左は壁に桐を使用した押し入れ
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さいたま市北区本郷町。産業道路本郷町交差点
にほど近い場所に、深澤木材株式会社の和風平屋
建て住宅展示場がある。室内には秋田杉や天然唐
松、ヒバなどの銘木が使われ、築3年にもかかわらず
天然木の香りが漂う。湿度が多い時期でも室内は涼
しく、無垢材を用いた家の心地良さを、一瞬で体感で
きる展示場だ。
「木は“導管”という管から水を吸い上げて成長し
ます。伐採され材木になると、今度はそこに湿気を取
り込み、乾燥すると湿気を吐き出す調湿作用を発揮
します。最近はこうした木の利点を活用して、幼稚園
や学校などの壁をビニールクロスから木に張り替え
るところが増えています」（深澤正輝社長）
深澤木材の事業の柱は2本ある。国産の材木を中
心とした無垢材やサッシ等住宅の資材販売、そして
埼玉県および東京都北西部を商圏とする木造住宅
の建築だ。売上比率は４：６で、建築は延べ30～80坪
の戸建てを年間8～12棟、設計から施工、監理まで
トータルに請け負う。さらに、リフォームやマンション
の内装工事も手がけるなど、事業領域は広い。
工場で事前に切断した材木を建築現場に持ち込

「当社は、秋田杉や木曽檜などの建具材料を建具
屋さんに渡して、つくってもらうのも特徴です」
同社は顧客の要望に応えるため、図面を何度も書

き直す。その後積算、見積もりを出し、ミニチュア模型
を製作して家のイメージを伝え、工事をスタートさせ
る。また、顧客にこまめに建築経過を見てもらい、納
得してもらった上で工程を進めていく。
そして家が完成して引っ越し後、家具の配置や押

し入れの収納の量、レイアウトに合わせて、追加の棚
を製作する。また、毎年不具合がないかをチェックし
て、気になる点をメンテナンス、それが10年ほど続く
というのだから驚かされる。そのため、自ずと顧客と
は長い付き合いになるという。そうした顧客ファース
トの思いを、深澤社長はこう語った。
「家は人生の中で一番高い買い物です。ですから、
お客さまが納得し、満足する家を提供したいのです」

現在、3代目を承継する社長の子息が、他社工務
店で修業中。近く同社に入社する予定だという。
「若い年代の人は、大工職人で入社してもなかな
か続かないのが悩みです。でも、息子が入社するタイ
ミングで採用できれば、同年代で共に頑張ってくれる
のではないか。職人の手刻みなどの在来工法は、残
さなければいけない日本の技術だと思うんです」
教育はベテラン職人がOJTで指導しながら、きめ
細かくノミやカンナの使い方を教え、10年弱かけて
一人前の大工職人に育て上げるプランだという。
今後も自らの目の届く範囲の事業展開で、地道にコ

ツコツと続けていきたいと語る深澤社長。HPや情報
媒体を活用した営業活動にも力を入れていく考えだ。
木を知り尽くし、そのよさを最大限活用して建てら

れた同社の家には、木のぬくもりと職人の手のぬくも
り、そして顧客への熱い思いが込められている。

扱う同社の業績も順調に推移していく。やがて国産材
が供給不足となり、海外からの安価な材木が輸入さ
れるようになると、外材や合板等への依存度が上昇。
国産無垢材の販売だけでは限界があると感じた作二
氏は、「木を扱う材木屋が、住宅をつくるべきだ」と考
え、個人で仕事をしていた腕のいい大工職人十数人
を集めて、戸建ての建築事業をスタートさせる。
昭和40年代半ばのことであった。

プレカット加工は、柱や梁の継手、仕口などを機械
で加工する技術。安定した品質の部材が安価で提供
でき工期も短縮されると、1990年代ごろから急速に
浸透していった。同社はそうした技術を用いながらも、
手刻みによる加工を手放さなかった。それは、大工職
人が建築現場で木の個性を一つ一つ見極め、製材品
に墨付けで印を入れて加工や切断を行い、カンナで
削り、ホゾなどの仕口をする、昔ながらの加工である。
「職人が現場で削り台をつくって、材木にカンナを
かけていると、通りがかりの年配の方から『今どき珍
しいね』と声をかけられます」
手刻みは熟練した職人の腕で、プレカットではでき

ない複雑な加工が行えるほか、木の個性を生かして
使うことで建物の寿命を永らえさせることができる。
例えば高温多湿の日本では、季節によって木が伸び
縮みする。そうした木材の知識や木の年輪・特徴か
ら建物に使われる箇所を勘案して、仕口や継手を工
夫していく。それが職人の勘所というわけだ。水に強
い竹やヒバを風呂場などの水回りに使ったり、除湿
効果のある桐の無垢板を押し入れに貼ったり、同じ
種類の木でも産地によって木の粘りや脂分に違いが
あるため、それを計算して使い分けるという。
「梁に使うような丸太は、四角い加工材のように、
どれだけ荷重がかかると木がたわむかという構造計
算ができません。年輪の積み具合や木の曲がり具合
を見て、職人が経験と勘で測るしかないのです」

深澤木材株式会社ZOOM UP

そして、同社の何よりの武器は、全国各地から無
垢材を仕入れることができるネットワークを持ってい
ること、材木の良しあしを見極める目を持っているこ
と、手ごろな価格で仕入れられることにある。
「大手と同じことをしても勝ち目はありません。需
要は少なくても、自然素材である無垢材ならではの
暮らしやすさや、木の香りのよさを求める人はいます
からそこを狙おう、と」
その後、現社長が1級建築士の資格を取り、㈲マ
サキ一級建築士事務所を立ち上げると、設計、資材
調達、施工、監理までワンストップサービスで行うス

タイルが確立。顧客の細やかなニーズに応えられる
環境が整えられていった。

国産の無垢材を主力商材にする同社。国産無垢
材と聞くだけで高額なイメージを持ってしまうが、大
手ハウスメーカーよりも坪単価は低いという。それは
前述のとおり材木問屋の強みを生かし価格を抑えら
れるからだが、さらには――。
「当社は営業が一人もいないので、その分人件費

がかかりません。満足してくださったお客さまが、ほか
のお客さまを紹介してくださるのです。手がけた一つ
一つの仕事が営業の役割を担ってくれているのです」
ところが、実は同社には“優秀な営業マン”が存在
する。さいたま市北区の盆栽町と本社近くの本郷町
にある二つの展示場だ。盆栽町の展示場は23年前
に建てられたもので、毎年5月に開催される「大盆栽
まつり」のメインエリアにある。数万人もの人が集ま
る大盆栽まつり。そこに足を運んだついでに、建て替
えを考える人が立ち寄るのだという。
同社の顧客の多くは終の棲家を建てたい、息子の

代まで残る家にリフォームしたいと考える中高年であ
り、盆栽に興味がある年代とも合致する。
「盆栽町の展示場は、本郷町の展示場の経年変化
が見られるサンプルにもなります。23年経つと木があ
め色に変わって、いい雰囲気になるんです。それを見
て『うちは合板だから白っ茶けているけれど、やはり本
物は違うわね』と、おっしゃる方もいます。無垢の木だ
と経年劣化ではなく、経年美化していくのです」
優秀な営業マンの働きで新規客が増えるほか、顧
客からの紹介もあり、注文が途切れることはない。売
り上げは、安定した伸びを見せている。

む“プレカット加工”と、大工職人が木の個性を生か
しながら加工する“手刻み”の加工を併用して住宅を
手がける同社。主に無垢材を用いて、暮らすほどに
愛着が深まる家を手がけている。

創業者で現社長の父・深澤作二会長は前職、東
京の木場にある材木卸に勤めていた。木場といえば、
江戸時代から木材流通の中心地として栄えた町。作
二氏はそこで、全国から集まる材木の種類や知識、
良しあしを見る目を養った。
「木場で9年ほど修業しました。それで、自分の腕
を試す意味もあって、満27歳の時に独立しました」
（深澤作二会長）
東京近郊を見て回った後、交通の要所となる大
宮市（現・さいたま市）を選び、昭和38（1963）年、
前回の東京オリンピック前年に同社を立ち上げる。
スタートは、国産材木を中心とした住宅資材販売
だった。
時は高度成長期。住宅着工件数も伸び、国産材を

木を知り尽くした職人がつくる木造建築

手がけた家や展示場が営業マン

顧客満足度が高い理由

若い世代を採用して技術をつなぐ

本郷町の展示場屋内（左右） 大工職人の手刻みの様子（左右）

盆栽町の住宅展示場 建築事例（左右）、左は壁に桐を使用した押し入れ
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仮定して算出されたものである。実績医療費に比べ
ると年齢調整後医療費の方が都道府県ごとのバラ
ツキが小さくなっているものの、都道府県ごとの差
は依然見られる。一人当たり実績医療費も一人当た
り年齢調整後医療費も総じて北海道と西日本で高く
なっている。埼玉県は実績医療費が29.2万円で全
国で最も低くなっているが、年齢調整後医療費でみ
ると30.7万円で下から10番目の水準となっている。
一人当たり年齢調整後医療費の高い上位10県の
項目別医療費を見てみると、入院医療費については
10県中8県が、入院外医療費については10県中4県
が、歯科医療費については10県中3県が10位以内と
なっており、全体の医療費は入院医療費との関連が
強そうである。埼玉県の一人当たり年齢調整後医療

我が国は少子高齢化が進み、年金・医療・介護な
どの社会保障制度の持続可能性が問題となってい
る。国も社会保障と税の一体改革を進めるなど、環
境変化に応じた制度の刷新を進めようと動いてい
る。埼玉県は現状では人口が増加しているなか、高
齢化率は低く、県民一人当たりの医療費は低い水
準にあるが、国立社会保障・人口問題研究所の推
計では今後高齢化率が高まり、特に2015年から
2025年までに75歳以上の人口比率が国内で最も
速く上昇することが懸念されている。本稿ではその
ようななかで埼玉県の医療の現状と課題について
考察する。

厚生労働省「平成28年度国民医療費の概況」に
よると、2016年度の国民医療費は42.1兆円となり
1980年度の12.0兆円の3.5倍の規模に膨らんで
いる。65歳以上人口の全人口に対する比率、いわ
ゆる高齢化率は1980年の9.1％が2015年には
26.3％になったほか、75歳以上人口比率も同期間
で3.1％から12.7％になっており、高齢化に伴って国
民医療費が増加したと言え、今後さらに高齢化が進
むと医療費はさらに増加していくと考えられる。
「平成28年度国民医療費の概況」によると、「0

地域医療構想に基づく必要病床数と2017年度に各
病院から提出された病床機能報告結果は作成方法
が違うため、単純に比較はできないが、数字の上で
は埼玉県全体では3,528床が不足し、特に回復期機
能は11,887床と大幅に不足していることがわかる。
一方、高度急性期や急性期は2025年の医療需要を
勘案すると過大である。病床の増加は医療費増加に
結びつきやすいことから、いかに病床転換を進める
かが課題となってくるものと思われる。
次に国が市町村に構築を求めている地域包括ケ

アシステム（注）については埼玉県高齢者支援計画の
ほか、埼玉県５か年計画にて、施策⑤地域で高齢者
が安心して暮らせる社会づくりを掲げ、取り組みを
進めている。ひとくちに「高齢者」といっても元気な
高齢者も多い。地域包括ケアシステムの望ましい姿
は健康状態に問題がない高齢者が支えられる側か
ら支える側に回って医療・介護を含む地域の課題解
決を側面支援することだと考える。2015年国勢調
査によると、埼玉県は後期高齢者（75歳以上）の一
歩手前である65～74歳の人口は102万人と東京
都、大阪府、神奈川県に続き厚みがある。この65～
74歳で健康に問題のない方々に地域において支え
る側としてイキイキと活躍してもらうことで、自分自
身の健康も維持していくような地域包括ケアシステ
ムが多くの市町村で策定されることを期待したい。

最後に医療費増加抑制や県民の健康保持のため
の予防に関わる取り組みについては、埼玉県地域保
健医療計画のほか、埼玉県5か年計画にて、施策④生
涯を通じた健康の確保を掲げ、取り組みを進めている。
医療提供体制や医療費が関連する医療保険制度

は国の施策に負うところが大きいが、上記の取り組み
により県民誰もが安心して医療を受けられる医療提
供体制が保たれることを期待したい。      （太田富雄）

が10位以内となり、人口10万対歯科診療所数の多
い上位10県では、7県で一人当たり年齢調整後歯
科医療費が10位以内となっているなど、医療機関
の多さが年齢調整後医療費を引き上げていると考
えられ、そのうち特に入院医療費が医療費全体に
大きな影響を与えると考えられる。
埼玉県は今まで高齢化が進んでいなかったこと

から医療ニーズが低く、医療提供態勢の早期整備
の必要性も低かった。医療ニーズが低いことが、人
口10万対病床数や一般診療所数などを全国平均
に比して少なくさせ、一人当たり年齢調整後医療費
を低くしてきたと考えられる。加えて高齢化が現在
でも進んでいないことから一人当たり実績医療費を
低くしてきたと言える。年齢調整後医療費の高い都
道府県では、早くからの高齢化の進展を受け、医療
ニーズに応じた病床数の拡大や医療機関の設置な

どの整備を進めてきたことの結果とし
て医療費が増加したと考えられる。

「はじめに」でも触れたように、今後
埼玉県は急速に高齢化する。国立社
会保障・人口問題研究所の推計による
と、特に75歳以上の人口比率は2015
年に10.6％であったものが、2025年に
は16.8％と1.6倍となり、その伸び率は
全国で最も高く、2025年以降は75歳
以上の人口比率の上昇は若干緩やか
になるものの、引き続き上昇し、2045
年には20.1％と2015年の1.9倍となり、
その伸び率は全国で3番目に高い。
医療費は高齢になるに従い増加す

るので、今後、埼玉県においても医療
費の増加が予想される。日本は国民全

員が医療を受けやすいように社会保険方式による
国民皆保険制度がとられているが、被保険者として
高齢者が多い国民健康保険や後期高齢者医療制
度では現状でも保険料だけでは保険給付費を賄い
きれず、国庫負担に加え都道府県負担や市町村負
担などの公費が多額に投入されている。今後高齢

化の進行により医療費が増加すると、地方財政にも
影響を与える可能性が高い。
また、高齢化により、医療需要が高まることは言う
までもない。埼玉県は既に見てきたように人口10万
人当たりの病床数や一般診療所数が少ないほか、
常勤換算医師数が少ないという特徴がある。今後、
75歳以上人口比率が全国で最も速く上昇するなか、
高まる医療需要に対応すべく、医療費の増加を可
能な限り抑えながら、いかに効率的な医療提供体
制を整えていくかが課題となる。今後医療提供体制
を整備していく埼玉県にとっては、既にみたように、
病床や医療機関の多さが結果的に医療費増加に
結び付いた他県の例などを踏まえて対応していくこ
とが重要になると思われる。
最後に埼玉県の医療に関わる主な取り組みにつ

いてみていきたい。
まず初めに埼玉県の医療提供体制の整備につい
ては、埼玉県地域保健医療計画のほか、埼玉県5か
年計画においても、施策⑦地域医療体制の充実、施
策⑧医師・看護師確保対策の推進を掲げ、対応を進
めている。これは、団塊の世代が全員後期高齢者
（75歳以上）となる2025年に向け、地域ごとの医療
提供体制を整備すべく地域医療構想の策定を国が
各都道府県に求めていることを受けたものである。
地域医療構想は医療機能の分化・連携により、効率
的な医療提供体制を構築することを目的とし、地域
ごとに高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4つの
病床機能ごとの2025年の需要に基づく必要病床数
を推計し、地域の医療関係者の協議を通じて病床の
機能分化と連携を進め、地域の現状の病床機能ごと
の病床数をそれに近づけていこうとするものである。

費は38位であるが、入院医療費は40位、入院外医
療費は30位、歯科医療費は20位となっている。
高齢化の進行状況を補正した年齢調整後の医
療費においても都道府県ごとに差が出るのはどの
ような要因によるのであろうか。人口10万対病床数
(病院・診療所計)の多い上位10県について一人当
たり年齢調整後入院医療費をみると、8県が10位
以内となっており、病床数が多いことが結果的に入
院医療費を引き上げたと考えられる。埼玉県の人口
10万対病床数は46位で神奈川県の47位に次いで
少なく、一人当たり年齢調整後入院医療費は40位
となっている。表には記載していないが、同様に、人
口10万対一般診療所数の多い上位10県について
みると、6県で一人当たり年齢調整後入院外医療費

～4歳」までは人口一人当たりの医療費は年間
245.5千円となっているが、「15～19歳」に80.9千
円まで低下した後は上昇に転じ、70歳以上で50万
円以上となり、85歳以上では100万円を超える。な
お、国民医療費は、医療保険制度等からの給付費
のほか、患者の窓口での自己負担分を含む総医療
費のことを言う。

「平成28年度国民医療費の概況」によると、埼玉
県の平成28年度の一人当たり国民医療費は29.2
万円で全国で最も低くなっている。右の図は各都道
府県別の国民医療費を低い順に左から並べて作図
しているが、65歳以上人口比率も75歳以上人口比
率も各都道府県により多少の凹凸はあるものの、概
ね右上がりとなっており、高齢化が進むと医療費が
増えることが視覚的にわかる。この図からは、埼玉
県の一人当たり国民医療費が最も低くなっているの
は、高齢化が進んでいないことが大きな要因という
ことがわかる。
次に埼玉県の医療提供態勢について、厚生労働
省が医療費の地域の偏りを調査するために算出し
た一人当たり年齢調整後医療費と関連付けながら
見ていきたい。これは各都道府県の年齢階級別一
人当たり医療費をもとに、年齢構成が全国と同じと

可能な社会の実現を目指すものであり、その達成に
は、地域中小企業の積極的な関与が求められる。
しかしながら、ESG投資（注4）を背景に、大企業
や自治体では社会的課題の解決に向けた戦略的な
取り組みが始まっているが、民間企業の99％を占め
る中小企業のSDGsへの対応はまだまだである。

2018年10月、関東経済産業局は、中小企業500
社に対して「中小企業におけるSDGsの認知度や取
り組みの実態等を把握するための調査（WEBアン
ケート調査）」を実施した。
その結果、中小企業のSDGsの認知度について
見ると、「SDGsについて全く知らない」と回答した
企業が84.2%に上った（＝中小企業のSDGs認知
度は15.8%）。このことからSDGsは、中小企業に浸

透していないことが確認された。
さらに、「SDGsに取り組む際の課題」について見
てみると、「社会的な認知度が高まっていない」
（46 . 0％）が最も多く、次いで「資金の不足」
(39.0%)、「マンパワーの不足」(33.6%)、「何から
取り組んでいいかわからない」(30.2%)の順となっ
ている。中小企業は、SDGsを資金やマンパワーが
ないと取り組めない特別なものと思っていることが
見て取れる。そして、何より注目すべきは、「何から取
り組んでよいのかわからない」と回答した企業が3割
超もあったことである。中小企業がSDGsに戦略的
に取り組むためには、中小企業のSDGsリテラシー
の向上策ともに、中小企業がどのようにSDGsに取
り組めばよいのか、その取り組み方法を示すことが
求められている。
 

さいたま市は中小企業にSDGsの方法論を示す
2019年7月、さいたま市はSDGs未来都市に選
定され（提案タイトル：SDGs国際未来都市・さいた
ま2030モデルプロジェクト～誰もが住んでいること
を誇りに思える都市へ～）、今後SDGsを原動力とし
た地方創生に取り組む企業や事業の拡大を図るこ
ととなる。
一方で、さいたま市は、平成24年度から「CSR

チャレンジ企業認証制度」を運用している。「CSR＝
経営そのもの」を標榜し、独自に作成した「CSR
チェックリスト～中小企業のためのCSR読本～」を活
用し、市内中小企業に対して、CSR経営のためにや
るべきことを示し、地域に必要とされるCSR実践企
業の育成を目指している。
そもそも、CSRもSDGsもESG問題の解決が原点

であり、その目的はESG問題の影響度をできるだけ
少なくして、社会の持続可能性を実現することを目
指すことである。したがって、中小企業がCSR活動
をバランス良く実践することで、自ずとSDGsに貢献

はじめに
今年度の地域研究レポートは、「自治体SDGsの
達成に向けて」として、昨年度に引き続き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。
SDGs （Sustainable Development Goals：
持続可能な開発目標）は、2015年9月に、国連にお
いて採択された、「国際社会が2030年までに持続
可能な社会を実現するための重要な指針」である。
今や、SDGsは日本でも、「共通言語」となっており、
自治体や大企業を中心に、環境、エネルギー、健康・
福祉など幅広い社会的なニーズに対するSDGsの
取り組みが始まっている。しかしながら、関東経済産
業局が実施したアンケート調査を見ると、SDGsの
達成に欠かせない地域中小企業においてSDGsに
対する認知が進んでおらず、「何をすればよいかわ
からない」という中小企業が多い。
そうした中小企業に対して、SDGsに取り組むた
めの方法論を示しているのがさいたま市である。
「CSRはSDGsの方法論」として、市内中小企業
のSDGs目標達成の後押しをするさいたま市の取り
組みを紹介する。

「SDGs未来都市」と「自治体SDGsモデル事業」
内閣府では、地方創生を深化させていくためには、
中長期を見通した持続可能なまちづくりに取り組む
ことが重要であり、自治体によるSDGsの達成に向
けた取り組みは、地方創生の実現に資するものと考
えている。そして、その取り組みの推進に向け、地方
創生分野における日本の「SDGsモデル」の構築を
進めている。

できるとさいたま市は考えている。
SDGsは、ESG問題解決のゴール（目標）を示す

ものであり、CSRはそのゴールに企業がどうやって
近づくのかを示すものなのである。
さいたま市は「CSRはSDGsの方法論」であると

し、CSRチャレンジ認証企業に対して、SDGsは５Ｗ
１Ｈの「What（目標）」であり、CSRは「How（方法
論）であることを伝えている。SDGsの取り組みは、
中小企業にとって一見難しそうに見えるが、日々の
本業の中でバランスよくCSR活動に取り組んでいく
ことで、自ずとSDGsの目標達成につながることに気
づいてもらいたいとしている。

CSR経営推進マニュアル　
～CSRはSDGsの方法論～の作成
前出の関東経済産業局のアンケートでも、中小企
業のSDGsの認知度はまだまだ低かったが、本年7
月に実施したさいたま市CSRチャレンジ認証企業を

対象としたアンケートでも、回答企業の60％以上が
「SDGsに対して何をしてよいかわからない」と回答
している。
今や、SDGsはビジネスの共通言語となっており、

中小企業といえども、自社のCSR活動をSDGsの枠
組みで整理して、ステークホルダーに説明できるこ
とが求められる時代である。
このような想いから、さいたま市は本年、新たに

「CSR経営推進マニュアル～CSRはSDGsの方法論
～」（下図）を作成した。このマニュアルは、先に発刊し
ている「CSRチェックリスト」と連動しており、CSR経
営に必要な具体的なアクションとその方法を解説し
ているものであるが、自社のCSR活動がSDGsのど
のゴール・ターゲットと関わっているのか（どの目標達
成につながっているのか）をわかりやすく説明し、また、
各チェック項目がSDGsの17のゴールと関連する場
合は、その関連性をアイコンで示している。
例えば、「CSRチェックリスト」のチェック項目43

の「定年を設けない又は65
歳以上の従業員の就労が
可能な状態にある」この項
目を満たすと、SDGsの
ゴール１．「貧困をなくそう」、
８．「働きがいも経済成長
も」、10．「人や国の不平等
をなくそう」という3つの目
標達成につながることが一
目でわかる。
さいたま市では、「SDGs
に対して何をしてよいかわ
からない」という中小企業
に、こうしたツールを提供し、
CSRがSDGsの方法論で
あることを示すことで、市内
の中小企業がSDGsを恐
れることなく、取り組むこと
を期待している。

まとめ
～さいたま市CSR推進施策とSDGs～
さいたま市CSRチャレンジ認証企業は2019年9
月1日現在、91社に上る（下表）。さらに、本年11月に
は2019年度の認証企業が誕生することになってお
り、100社を超えることが見込まれている。
中小企業にとって新しい概念であるSDGsはとっ

つきにくいものであるが、今まで取り組んできた経営
課題の解決（CSR経営）の延長線上にあることを理
解し、抵抗なくSDGsに取り組んでもらうことをさいた
ま市はCSRチャレンジ認証企業に期待している。

現在、「CSR経営推進マニュアル」を活用して自
社の活動をSDGsの枠組みで整理するなどの動き
が、早速CSRチャレンジ認証企業の中に現れてきた。
こうした動きを加速するべく、勉強会やCSRコミュニ
ティの中でSDGsを取り上げることで、市内中小企業
のSDGsに向けた動きを後押しするさいたま市の取
り組みに注目していきたい。
なお、ここで紹介をした「CSR経営推進マニュア
ル」や「CSRチェックリスト」は、さいたま市のホーム
ページからダウンロードが可能であるので、是非、一
度閲覧してみてはいかがだろうか。

2018年には、地方公共団体によるSDGsの達成
に向けた優れた取り組みを提案した29都市を
「SDGs未来都市（注1）」として選定した。また、そ
の中で特に先導的な取り組み10事業を「自治体
SDGsモデル事業（注2）」として選定し、これらの取
り組みを支援するとともに、成功事例の普及・展開等
を行い、地方創生の深化につなげていくとしている。
さらに、2019年度はSDGs未来都市31件、自治体
SDGsモデル事業10件を選定した。
選定された自治体SDGsモデル事業の概要を見

てみると、SDGsを原動力とした地方創生の推進に
向けて、自治体のみならず、民間企業や金融機関な
どの多様なステークホルダーへSDGsの理念の浸
透を図り、そのステークホルダー同士の連携により、
自律的好循環の形成を目指している。
自律的好循環を生み出すためには、経済・社会・
環境の三側面のうち、特に経済面において重要な
ピースである地域中小企業がSDGsを理解した上
で、いかに積極的に取り組むかがポイントなる。

中小企業の８割以上がSDGsを知らない
現在の日本においては、地域課題や社会問題は
多種多様であり、こうした課題を解決するためには、
自治体のみならず民間企業・大学・NPOなどの様々
な組織や団体が連携することが重要となる。
現代の環境問題や社会問題を総称してESG問題

（注3）というが、 SDGsは、ESG問題を解決し、持続

自治体SDGsを達成する上で欠かせない
中小企業のSDGsをいかに支援するのか
～CSRはSDGsの方法論：さいたま市の取り組み～

自治体SDGsの達成に向けてシリーズ

主席研究員
間藤 雅夫

●中小企業のSDGsの認知度・対応状況

●SDGsに取り組む際の課題

（注1）SDGs未来都市：SDGsの理念に沿った基本的・総合的取り組みを推進し
ようとする都市・地域の中から、特に、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
い都市・地域として選定されたもの。

（注2）自治体SDGsモデル事業：SDGs未来都市の中で実施予定の先導的な取
り組みとして選定されるもの。自治体のSDGsの取り組みの中でも特に
注力的に実施する事業。

（注3）ESG問題：環境問題（Environment）、社会問題（Social）、組織統治問題
（Governance）の総称

（注4）ESG投資：従来型の財務情報だけ重視するのでなく、環境・社会・企業統
治に配慮している企業を重視・選別して行なう投資のこと。

資料：関東経済産業局「中小企業におけるSDGsの認知度や取り組みの実態等を把握する
      ための調査（WEBアンケート調査）」
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仮定して算出されたものである。実績医療費に比べ
ると年齢調整後医療費の方が都道府県ごとのバラ
ツキが小さくなっているものの、都道府県ごとの差
は依然見られる。一人当たり実績医療費も一人当た
り年齢調整後医療費も総じて北海道と西日本で高く
なっている。埼玉県は実績医療費が29.2万円で全
国で最も低くなっているが、年齢調整後医療費でみ
ると30.7万円で下から10番目の水準となっている。
一人当たり年齢調整後医療費の高い上位10県の
項目別医療費を見てみると、入院医療費については
10県中8県が、入院外医療費については10県中4県
が、歯科医療費については10県中3県が10位以内と
なっており、全体の医療費は入院医療費との関連が
強そうである。埼玉県の一人当たり年齢調整後医療

我が国は少子高齢化が進み、年金・医療・介護な
どの社会保障制度の持続可能性が問題となってい
る。国も社会保障と税の一体改革を進めるなど、環
境変化に応じた制度の刷新を進めようと動いてい
る。埼玉県は現状では人口が増加しているなか、高
齢化率は低く、県民一人当たりの医療費は低い水
準にあるが、国立社会保障・人口問題研究所の推
計では今後高齢化率が高まり、特に2015年から
2025年までに75歳以上の人口比率が国内で最も
速く上昇することが懸念されている。本稿ではその
ようななかで埼玉県の医療の現状と課題について
考察する。

厚生労働省「平成28年度国民医療費の概況」に
よると、2016年度の国民医療費は42.1兆円となり
1980年度の12.0兆円の3.5倍の規模に膨らんで
いる。65歳以上人口の全人口に対する比率、いわ
ゆる高齢化率は1980年の9.1％が2015年には
26.3％になったほか、75歳以上人口比率も同期間
で3.1％から12.7％になっており、高齢化に伴って国
民医療費が増加したと言え、今後さらに高齢化が進
むと医療費はさらに増加していくと考えられる。
「平成28年度国民医療費の概況」によると、「0

地域医療構想に基づく必要病床数と2017年度に各
病院から提出された病床機能報告結果は作成方法
が違うため、単純に比較はできないが、数字の上で
は埼玉県全体では3,528床が不足し、特に回復期機
能は11,887床と大幅に不足していることがわかる。
一方、高度急性期や急性期は2025年の医療需要を
勘案すると過大である。病床の増加は医療費増加に
結びつきやすいことから、いかに病床転換を進める
かが課題となってくるものと思われる。
次に国が市町村に構築を求めている地域包括ケ

アシステム（注）については埼玉県高齢者支援計画の
ほか、埼玉県５か年計画にて、施策⑤地域で高齢者
が安心して暮らせる社会づくりを掲げ、取り組みを
進めている。ひとくちに「高齢者」といっても元気な
高齢者も多い。地域包括ケアシステムの望ましい姿
は健康状態に問題がない高齢者が支えられる側か
ら支える側に回って医療・介護を含む地域の課題解
決を側面支援することだと考える。2015年国勢調
査によると、埼玉県は後期高齢者（75歳以上）の一
歩手前である65～74歳の人口は102万人と東京
都、大阪府、神奈川県に続き厚みがある。この65～
74歳で健康に問題のない方々に地域において支え
る側としてイキイキと活躍してもらうことで、自分自
身の健康も維持していくような地域包括ケアシステ
ムが多くの市町村で策定されることを期待したい。

最後に医療費増加抑制や県民の健康保持のため
の予防に関わる取り組みについては、埼玉県地域保
健医療計画のほか、埼玉県5か年計画にて、施策④生
涯を通じた健康の確保を掲げ、取り組みを進めている。
医療提供体制や医療費が関連する医療保険制度

は国の施策に負うところが大きいが、上記の取り組み
により県民誰もが安心して医療を受けられる医療提
供体制が保たれることを期待したい。      （太田富雄）

が10位以内となり、人口10万対歯科診療所数の多
い上位10県では、7県で一人当たり年齢調整後歯
科医療費が10位以内となっているなど、医療機関
の多さが年齢調整後医療費を引き上げていると考
えられ、そのうち特に入院医療費が医療費全体に
大きな影響を与えると考えられる。
埼玉県は今まで高齢化が進んでいなかったこと

から医療ニーズが低く、医療提供態勢の早期整備
の必要性も低かった。医療ニーズが低いことが、人
口10万対病床数や一般診療所数などを全国平均
に比して少なくさせ、一人当たり年齢調整後医療費
を低くしてきたと考えられる。加えて高齢化が現在
でも進んでいないことから一人当たり実績医療費を
低くしてきたと言える。年齢調整後医療費の高い都
道府県では、早くからの高齢化の進展を受け、医療
ニーズに応じた病床数の拡大や医療機関の設置な

どの整備を進めてきたことの結果とし
て医療費が増加したと考えられる。

「はじめに」でも触れたように、今後
埼玉県は急速に高齢化する。国立社
会保障・人口問題研究所の推計による
と、特に75歳以上の人口比率は2015
年に10.6％であったものが、2025年に
は16.8％と1.6倍となり、その伸び率は
全国で最も高く、2025年以降は75歳
以上の人口比率の上昇は若干緩やか
になるものの、引き続き上昇し、2045
年には20.1％と2015年の1.9倍となり、
その伸び率は全国で3番目に高い。
医療費は高齢になるに従い増加す

るので、今後、埼玉県においても医療
費の増加が予想される。日本は国民全

員が医療を受けやすいように社会保険方式による
国民皆保険制度がとられているが、被保険者として
高齢者が多い国民健康保険や後期高齢者医療制
度では現状でも保険料だけでは保険給付費を賄い
きれず、国庫負担に加え都道府県負担や市町村負
担などの公費が多額に投入されている。今後高齢

化の進行により医療費が増加すると、地方財政にも
影響を与える可能性が高い。
また、高齢化により、医療需要が高まることは言う
までもない。埼玉県は既に見てきたように人口10万
人当たりの病床数や一般診療所数が少ないほか、
常勤換算医師数が少ないという特徴がある。今後、
75歳以上人口比率が全国で最も速く上昇するなか、
高まる医療需要に対応すべく、医療費の増加を可
能な限り抑えながら、いかに効率的な医療提供体
制を整えていくかが課題となる。今後医療提供体制
を整備していく埼玉県にとっては、既にみたように、
病床や医療機関の多さが結果的に医療費増加に
結び付いた他県の例などを踏まえて対応していくこ
とが重要になると思われる。
最後に埼玉県の医療に関わる主な取り組みにつ

いてみていきたい。
まず初めに埼玉県の医療提供体制の整備につい
ては、埼玉県地域保健医療計画のほか、埼玉県5か
年計画においても、施策⑦地域医療体制の充実、施
策⑧医師・看護師確保対策の推進を掲げ、対応を進
めている。これは、団塊の世代が全員後期高齢者
（75歳以上）となる2025年に向け、地域ごとの医療
提供体制を整備すべく地域医療構想の策定を国が
各都道府県に求めていることを受けたものである。
地域医療構想は医療機能の分化・連携により、効率
的な医療提供体制を構築することを目的とし、地域
ごとに高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4つの
病床機能ごとの2025年の需要に基づく必要病床数
を推計し、地域の医療関係者の協議を通じて病床の
機能分化と連携を進め、地域の現状の病床機能ごと
の病床数をそれに近づけていこうとするものである。

費は38位であるが、入院医療費は40位、入院外医
療費は30位、歯科医療費は20位となっている。
高齢化の進行状況を補正した年齢調整後の医
療費においても都道府県ごとに差が出るのはどの
ような要因によるのであろうか。人口10万対病床数
(病院・診療所計)の多い上位10県について一人当
たり年齢調整後入院医療費をみると、8県が10位
以内となっており、病床数が多いことが結果的に入
院医療費を引き上げたと考えられる。埼玉県の人口
10万対病床数は46位で神奈川県の47位に次いで
少なく、一人当たり年齢調整後入院医療費は40位
となっている。表には記載していないが、同様に、人
口10万対一般診療所数の多い上位10県について
みると、6県で一人当たり年齢調整後入院外医療費

～4歳」までは人口一人当たりの医療費は年間
245.5千円となっているが、「15～19歳」に80.9千
円まで低下した後は上昇に転じ、70歳以上で50万
円以上となり、85歳以上では100万円を超える。な
お、国民医療費は、医療保険制度等からの給付費
のほか、患者の窓口での自己負担分を含む総医療
費のことを言う。

「平成28年度国民医療費の概況」によると、埼玉
県の平成28年度の一人当たり国民医療費は29.2
万円で全国で最も低くなっている。右の図は各都道
府県別の国民医療費を低い順に左から並べて作図
しているが、65歳以上人口比率も75歳以上人口比
率も各都道府県により多少の凹凸はあるものの、概
ね右上がりとなっており、高齢化が進むと医療費が
増えることが視覚的にわかる。この図からは、埼玉
県の一人当たり国民医療費が最も低くなっているの
は、高齢化が進んでいないことが大きな要因という
ことがわかる。
次に埼玉県の医療提供態勢について、厚生労働
省が医療費の地域の偏りを調査するために算出し
た一人当たり年齢調整後医療費と関連付けながら
見ていきたい。これは各都道府県の年齢階級別一
人当たり医療費をもとに、年齢構成が全国と同じと

可能な社会の実現を目指すものであり、その達成に
は、地域中小企業の積極的な関与が求められる。
しかしながら、ESG投資（注4）を背景に、大企業
や自治体では社会的課題の解決に向けた戦略的な
取り組みが始まっているが、民間企業の99％を占め
る中小企業のSDGsへの対応はまだまだである。

2018年10月、関東経済産業局は、中小企業500
社に対して「中小企業におけるSDGsの認知度や取
り組みの実態等を把握するための調査（WEBアン
ケート調査）」を実施した。
その結果、中小企業のSDGsの認知度について
見ると、「SDGsについて全く知らない」と回答した
企業が84.2%に上った（＝中小企業のSDGs認知
度は15.8%）。このことからSDGsは、中小企業に浸

透していないことが確認された。
さらに、「SDGsに取り組む際の課題」について見
てみると、「社会的な認知度が高まっていない」
（46 . 0％）が最も多く、次いで「資金の不足」
(39.0%)、「マンパワーの不足」(33.6%)、「何から
取り組んでいいかわからない」(30.2%)の順となっ
ている。中小企業は、SDGsを資金やマンパワーが
ないと取り組めない特別なものと思っていることが
見て取れる。そして、何より注目すべきは、「何から取
り組んでよいのかわからない」と回答した企業が3割
超もあったことである。中小企業がSDGsに戦略的
に取り組むためには、中小企業のSDGsリテラシー
の向上策ともに、中小企業がどのようにSDGsに取
り組めばよいのか、その取り組み方法を示すことが
求められている。
 

さいたま市は中小企業にSDGsの方法論を示す
2019年7月、さいたま市はSDGs未来都市に選
定され（提案タイトル：SDGs国際未来都市・さいた
ま2030モデルプロジェクト～誰もが住んでいること
を誇りに思える都市へ～）、今後SDGsを原動力とし
た地方創生に取り組む企業や事業の拡大を図るこ
ととなる。
一方で、さいたま市は、平成24年度から「CSR

チャレンジ企業認証制度」を運用している。「CSR＝
経営そのもの」を標榜し、独自に作成した「CSR
チェックリスト～中小企業のためのCSR読本～」を活
用し、市内中小企業に対して、CSR経営のためにや
るべきことを示し、地域に必要とされるCSR実践企
業の育成を目指している。
そもそも、CSRもSDGsもESG問題の解決が原点

であり、その目的はESG問題の影響度をできるだけ
少なくして、社会の持続可能性を実現することを目
指すことである。したがって、中小企業がCSR活動
をバランス良く実践することで、自ずとSDGsに貢献

はじめに
今年度の地域研究レポートは、「自治体SDGsの
達成に向けて」として、昨年度に引き続き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。
SDGs （Sustainable Development Goals：
持続可能な開発目標）は、2015年9月に、国連にお
いて採択された、「国際社会が2030年までに持続
可能な社会を実現するための重要な指針」である。
今や、SDGsは日本でも、「共通言語」となっており、
自治体や大企業を中心に、環境、エネルギー、健康・
福祉など幅広い社会的なニーズに対するSDGsの
取り組みが始まっている。しかしながら、関東経済産
業局が実施したアンケート調査を見ると、SDGsの
達成に欠かせない地域中小企業においてSDGsに
対する認知が進んでおらず、「何をすればよいかわ
からない」という中小企業が多い。
そうした中小企業に対して、SDGsに取り組むた
めの方法論を示しているのがさいたま市である。
「CSRはSDGsの方法論」として、市内中小企業
のSDGs目標達成の後押しをするさいたま市の取り
組みを紹介する。

「SDGs未来都市」と「自治体SDGsモデル事業」
内閣府では、地方創生を深化させていくためには、
中長期を見通した持続可能なまちづくりに取り組む
ことが重要であり、自治体によるSDGsの達成に向
けた取り組みは、地方創生の実現に資するものと考
えている。そして、その取り組みの推進に向け、地方
創生分野における日本の「SDGsモデル」の構築を
進めている。

できるとさいたま市は考えている。
SDGsは、ESG問題解決のゴール（目標）を示す

ものであり、CSRはそのゴールに企業がどうやって
近づくのかを示すものなのである。
さいたま市は「CSRはSDGsの方法論」であると

し、CSRチャレンジ認証企業に対して、SDGsは５Ｗ
１Ｈの「What（目標）」であり、CSRは「How（方法
論）であることを伝えている。SDGsの取り組みは、
中小企業にとって一見難しそうに見えるが、日々の
本業の中でバランスよくCSR活動に取り組んでいく
ことで、自ずとSDGsの目標達成につながることに気
づいてもらいたいとしている。

CSR経営推進マニュアル　
～CSRはSDGsの方法論～の作成
前出の関東経済産業局のアンケートでも、中小企
業のSDGsの認知度はまだまだ低かったが、本年7
月に実施したさいたま市CSRチャレンジ認証企業を

対象としたアンケートでも、回答企業の60％以上が
「SDGsに対して何をしてよいかわからない」と回答
している。
今や、SDGsはビジネスの共通言語となっており、

中小企業といえども、自社のCSR活動をSDGsの枠
組みで整理して、ステークホルダーに説明できるこ
とが求められる時代である。
このような想いから、さいたま市は本年、新たに

「CSR経営推進マニュアル～CSRはSDGsの方法論
～」（下図）を作成した。このマニュアルは、先に発刊し
ている「CSRチェックリスト」と連動しており、CSR経
営に必要な具体的なアクションとその方法を解説し
ているものであるが、自社のCSR活動がSDGsのど
のゴール・ターゲットと関わっているのか（どの目標達
成につながっているのか）をわかりやすく説明し、また、
各チェック項目がSDGsの17のゴールと関連する場
合は、その関連性をアイコンで示している。
例えば、「CSRチェックリスト」のチェック項目43

の「定年を設けない又は65
歳以上の従業員の就労が
可能な状態にある」この項
目を満たすと、SDGsの
ゴール１．「貧困をなくそう」、
８．「働きがいも経済成長
も」、10．「人や国の不平等
をなくそう」という3つの目
標達成につながることが一
目でわかる。
さいたま市では、「SDGs
に対して何をしてよいかわ
からない」という中小企業
に、こうしたツールを提供し、
CSRがSDGsの方法論で
あることを示すことで、市内
の中小企業がSDGsを恐
れることなく、取り組むこと
を期待している。

まとめ
～さいたま市CSR推進施策とSDGs～
さいたま市CSRチャレンジ認証企業は2019年9
月1日現在、91社に上る（下表）。さらに、本年11月に
は2019年度の認証企業が誕生することになってお
り、100社を超えることが見込まれている。
中小企業にとって新しい概念であるSDGsはとっ

つきにくいものであるが、今まで取り組んできた経営
課題の解決（CSR経営）の延長線上にあることを理
解し、抵抗なくSDGsに取り組んでもらうことをさいた
ま市はCSRチャレンジ認証企業に期待している。

現在、「CSR経営推進マニュアル」を活用して自
社の活動をSDGsの枠組みで整理するなどの動き
が、早速CSRチャレンジ認証企業の中に現れてきた。
こうした動きを加速するべく、勉強会やCSRコミュニ
ティの中でSDGsを取り上げることで、市内中小企業
のSDGsに向けた動きを後押しするさいたま市の取
り組みに注目していきたい。
なお、ここで紹介をした「CSR経営推進マニュア
ル」や「CSRチェックリスト」は、さいたま市のホーム
ページからダウンロードが可能であるので、是非、一
度閲覧してみてはいかがだろうか。

2018年には、地方公共団体によるSDGsの達成
に向けた優れた取り組みを提案した29都市を
「SDGs未来都市（注1）」として選定した。また、そ
の中で特に先導的な取り組み10事業を「自治体
SDGsモデル事業（注2）」として選定し、これらの取
り組みを支援するとともに、成功事例の普及・展開等
を行い、地方創生の深化につなげていくとしている。
さらに、2019年度はSDGs未来都市31件、自治体
SDGsモデル事業10件を選定した。
選定された自治体SDGsモデル事業の概要を見

てみると、SDGsを原動力とした地方創生の推進に
向けて、自治体のみならず、民間企業や金融機関な
どの多様なステークホルダーへSDGsの理念の浸
透を図り、そのステークホルダー同士の連携により、
自律的好循環の形成を目指している。
自律的好循環を生み出すためには、経済・社会・
環境の三側面のうち、特に経済面において重要な
ピースである地域中小企業がSDGsを理解した上
で、いかに積極的に取り組むかがポイントなる。

中小企業の８割以上がSDGsを知らない
現在の日本においては、地域課題や社会問題は
多種多様であり、こうした課題を解決するためには、
自治体のみならず民間企業・大学・NPOなどの様々
な組織や団体が連携することが重要となる。
現代の環境問題や社会問題を総称してESG問題

（注3）というが、 SDGsは、ESG問題を解決し、持続

自治体SDGsを達成する上で欠かせない
中小企業のSDGsをいかに支援するのか
～CSRはSDGsの方法論：さいたま市の取り組み～

自治体SDGsの達成に向けてシリーズ

主席研究員
間藤 雅夫

●中小企業のSDGsの認知度・対応状況

●SDGsに取り組む際の課題

（注1）SDGs未来都市：SDGsの理念に沿った基本的・総合的取り組みを推進し
ようとする都市・地域の中から、特に、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
い都市・地域として選定されたもの。

（注2）自治体SDGsモデル事業：SDGs未来都市の中で実施予定の先導的な取
り組みとして選定されるもの。自治体のSDGsの取り組みの中でも特に
注力的に実施する事業。

（注3）ESG問題：環境問題（Environment）、社会問題（Social）、組織統治問題
（Governance）の総称

（注4）ESG投資：従来型の財務情報だけ重視するのでなく、環境・社会・企業統
治に配慮している企業を重視・選別して行なう投資のこと。

資料：関東経済産業局「中小企業におけるSDGsの認知度や取り組みの実態等を把握する
      ための調査（WEBアンケート調査）」
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仮定して算出されたものである。実績医療費に比べ
ると年齢調整後医療費の方が都道府県ごとのバラ
ツキが小さくなっているものの、都道府県ごとの差
は依然見られる。一人当たり実績医療費も一人当た
り年齢調整後医療費も総じて北海道と西日本で高く
なっている。埼玉県は実績医療費が29.2万円で全
国で最も低くなっているが、年齢調整後医療費でみ
ると30.7万円で下から10番目の水準となっている。
一人当たり年齢調整後医療費の高い上位10県の
項目別医療費を見てみると、入院医療費については
10県中8県が、入院外医療費については10県中4県
が、歯科医療費については10県中3県が10位以内と
なっており、全体の医療費は入院医療費との関連が
強そうである。埼玉県の一人当たり年齢調整後医療

我が国は少子高齢化が進み、年金・医療・介護な
どの社会保障制度の持続可能性が問題となってい
る。国も社会保障と税の一体改革を進めるなど、環
境変化に応じた制度の刷新を進めようと動いてい
る。埼玉県は現状では人口が増加しているなか、高
齢化率は低く、県民一人当たりの医療費は低い水
準にあるが、国立社会保障・人口問題研究所の推
計では今後高齢化率が高まり、特に2015年から
2025年までに75歳以上の人口比率が国内で最も
速く上昇することが懸念されている。本稿ではその
ようななかで埼玉県の医療の現状と課題について
考察する。

厚生労働省「平成28年度国民医療費の概況」に
よると、2016年度の国民医療費は42.1兆円となり
1980年度の12.0兆円の3.5倍の規模に膨らんで
いる。65歳以上人口の全人口に対する比率、いわ
ゆる高齢化率は1980年の9.1％が2015年には
26.3％になったほか、75歳以上人口比率も同期間
で3.1％から12.7％になっており、高齢化に伴って国
民医療費が増加したと言え、今後さらに高齢化が進
むと医療費はさらに増加していくと考えられる。
「平成28年度国民医療費の概況」によると、「0

地域医療構想に基づく必要病床数と2017年度に各
病院から提出された病床機能報告結果は作成方法
が違うため、単純に比較はできないが、数字の上で
は埼玉県全体では3,528床が不足し、特に回復期機
能は11,887床と大幅に不足していることがわかる。
一方、高度急性期や急性期は2025年の医療需要を
勘案すると過大である。病床の増加は医療費増加に
結びつきやすいことから、いかに病床転換を進める
かが課題となってくるものと思われる。
次に国が市町村に構築を求めている地域包括ケ

アシステム（注）については埼玉県高齢者支援計画の
ほか、埼玉県５か年計画にて、施策⑤地域で高齢者
が安心して暮らせる社会づくりを掲げ、取り組みを
進めている。ひとくちに「高齢者」といっても元気な
高齢者も多い。地域包括ケアシステムの望ましい姿
は健康状態に問題がない高齢者が支えられる側か
ら支える側に回って医療・介護を含む地域の課題解
決を側面支援することだと考える。2015年国勢調
査によると、埼玉県は後期高齢者（75歳以上）の一
歩手前である65～74歳の人口は102万人と東京
都、大阪府、神奈川県に続き厚みがある。この65～
74歳で健康に問題のない方々に地域において支え
る側としてイキイキと活躍してもらうことで、自分自
身の健康も維持していくような地域包括ケアシステ
ムが多くの市町村で策定されることを期待したい。

最後に医療費増加抑制や県民の健康保持のため
の予防に関わる取り組みについては、埼玉県地域保
健医療計画のほか、埼玉県5か年計画にて、施策④生
涯を通じた健康の確保を掲げ、取り組みを進めている。
医療提供体制や医療費が関連する医療保険制度

は国の施策に負うところが大きいが、上記の取り組み
により県民誰もが安心して医療を受けられる医療提
供体制が保たれることを期待したい。      （太田富雄）

が10位以内となり、人口10万対歯科診療所数の多
い上位10県では、7県で一人当たり年齢調整後歯
科医療費が10位以内となっているなど、医療機関
の多さが年齢調整後医療費を引き上げていると考
えられ、そのうち特に入院医療費が医療費全体に
大きな影響を与えると考えられる。
埼玉県は今まで高齢化が進んでいなかったこと

から医療ニーズが低く、医療提供態勢の早期整備
の必要性も低かった。医療ニーズが低いことが、人
口10万対病床数や一般診療所数などを全国平均
に比して少なくさせ、一人当たり年齢調整後医療費
を低くしてきたと考えられる。加えて高齢化が現在
でも進んでいないことから一人当たり実績医療費を
低くしてきたと言える。年齢調整後医療費の高い都
道府県では、早くからの高齢化の進展を受け、医療
ニーズに応じた病床数の拡大や医療機関の設置な

どの整備を進めてきたことの結果とし
て医療費が増加したと考えられる。

「はじめに」でも触れたように、今後
埼玉県は急速に高齢化する。国立社
会保障・人口問題研究所の推計による
と、特に75歳以上の人口比率は2015
年に10.6％であったものが、2025年に
は16.8％と1.6倍となり、その伸び率は
全国で最も高く、2025年以降は75歳
以上の人口比率の上昇は若干緩やか
になるものの、引き続き上昇し、2045
年には20.1％と2015年の1.9倍となり、
その伸び率は全国で3番目に高い。
医療費は高齢になるに従い増加す

るので、今後、埼玉県においても医療
費の増加が予想される。日本は国民全

員が医療を受けやすいように社会保険方式による
国民皆保険制度がとられているが、被保険者として
高齢者が多い国民健康保険や後期高齢者医療制
度では現状でも保険料だけでは保険給付費を賄い
きれず、国庫負担に加え都道府県負担や市町村負
担などの公費が多額に投入されている。今後高齢

化の進行により医療費が増加すると、地方財政にも
影響を与える可能性が高い。
また、高齢化により、医療需要が高まることは言う
までもない。埼玉県は既に見てきたように人口10万
人当たりの病床数や一般診療所数が少ないほか、
常勤換算医師数が少ないという特徴がある。今後、
75歳以上人口比率が全国で最も速く上昇するなか、
高まる医療需要に対応すべく、医療費の増加を可
能な限り抑えながら、いかに効率的な医療提供体
制を整えていくかが課題となる。今後医療提供体制
を整備していく埼玉県にとっては、既にみたように、
病床や医療機関の多さが結果的に医療費増加に
結び付いた他県の例などを踏まえて対応していくこ
とが重要になると思われる。
最後に埼玉県の医療に関わる主な取り組みにつ

いてみていきたい。
まず初めに埼玉県の医療提供体制の整備につい
ては、埼玉県地域保健医療計画のほか、埼玉県5か
年計画においても、施策⑦地域医療体制の充実、施
策⑧医師・看護師確保対策の推進を掲げ、対応を進
めている。これは、団塊の世代が全員後期高齢者
（75歳以上）となる2025年に向け、地域ごとの医療
提供体制を整備すべく地域医療構想の策定を国が
各都道府県に求めていることを受けたものである。
地域医療構想は医療機能の分化・連携により、効率
的な医療提供体制を構築することを目的とし、地域
ごとに高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4つの
病床機能ごとの2025年の需要に基づく必要病床数
を推計し、地域の医療関係者の協議を通じて病床の
機能分化と連携を進め、地域の現状の病床機能ごと
の病床数をそれに近づけていこうとするものである。

費は38位であるが、入院医療費は40位、入院外医
療費は30位、歯科医療費は20位となっている。
高齢化の進行状況を補正した年齢調整後の医
療費においても都道府県ごとに差が出るのはどの
ような要因によるのであろうか。人口10万対病床数
(病院・診療所計)の多い上位10県について一人当
たり年齢調整後入院医療費をみると、8県が10位
以内となっており、病床数が多いことが結果的に入
院医療費を引き上げたと考えられる。埼玉県の人口
10万対病床数は46位で神奈川県の47位に次いで
少なく、一人当たり年齢調整後入院医療費は40位
となっている。表には記載していないが、同様に、人
口10万対一般診療所数の多い上位10県について
みると、6県で一人当たり年齢調整後入院外医療費

～4歳」までは人口一人当たりの医療費は年間
245.5千円となっているが、「15～19歳」に80.9千
円まで低下した後は上昇に転じ、70歳以上で50万
円以上となり、85歳以上では100万円を超える。な
お、国民医療費は、医療保険制度等からの給付費
のほか、患者の窓口での自己負担分を含む総医療
費のことを言う。

「平成28年度国民医療費の概況」によると、埼玉
県の平成28年度の一人当たり国民医療費は29.2
万円で全国で最も低くなっている。右の図は各都道
府県別の国民医療費を低い順に左から並べて作図
しているが、65歳以上人口比率も75歳以上人口比
率も各都道府県により多少の凹凸はあるものの、概
ね右上がりとなっており、高齢化が進むと医療費が
増えることが視覚的にわかる。この図からは、埼玉
県の一人当たり国民医療費が最も低くなっているの
は、高齢化が進んでいないことが大きな要因という
ことがわかる。
次に埼玉県の医療提供態勢について、厚生労働
省が医療費の地域の偏りを調査するために算出し
た一人当たり年齢調整後医療費と関連付けながら
見ていきたい。これは各都道府県の年齢階級別一
人当たり医療費をもとに、年齢構成が全国と同じと

可能な社会の実現を目指すものであり、その達成に
は、地域中小企業の積極的な関与が求められる。
しかしながら、ESG投資（注4）を背景に、大企業
や自治体では社会的課題の解決に向けた戦略的な
取り組みが始まっているが、民間企業の99％を占め
る中小企業のSDGsへの対応はまだまだである。

2018年10月、関東経済産業局は、中小企業500
社に対して「中小企業におけるSDGsの認知度や取
り組みの実態等を把握するための調査（WEBアン
ケート調査）」を実施した。
その結果、中小企業のSDGsの認知度について
見ると、「SDGsについて全く知らない」と回答した
企業が84.2%に上った（＝中小企業のSDGs認知
度は15.8%）。このことからSDGsは、中小企業に浸

透していないことが確認された。
さらに、「SDGsに取り組む際の課題」について見
てみると、「社会的な認知度が高まっていない」
（46 . 0％）が最も多く、次いで「資金の不足」
(39.0%)、「マンパワーの不足」(33.6%)、「何から
取り組んでいいかわからない」(30.2%)の順となっ
ている。中小企業は、SDGsを資金やマンパワーが
ないと取り組めない特別なものと思っていることが
見て取れる。そして、何より注目すべきは、「何から取
り組んでよいのかわからない」と回答した企業が3割
超もあったことである。中小企業がSDGsに戦略的
に取り組むためには、中小企業のSDGsリテラシー
の向上策ともに、中小企業がどのようにSDGsに取
り組めばよいのか、その取り組み方法を示すことが
求められている。
 

さいたま市は中小企業にSDGsの方法論を示す
2019年7月、さいたま市はSDGs未来都市に選
定され（提案タイトル：SDGs国際未来都市・さいた
ま2030モデルプロジェクト～誰もが住んでいること
を誇りに思える都市へ～）、今後SDGsを原動力とし
た地方創生に取り組む企業や事業の拡大を図るこ
ととなる。
一方で、さいたま市は、平成24年度から「CSR

チャレンジ企業認証制度」を運用している。「CSR＝
経営そのもの」を標榜し、独自に作成した「CSR
チェックリスト～中小企業のためのCSR読本～」を活
用し、市内中小企業に対して、CSR経営のためにや
るべきことを示し、地域に必要とされるCSR実践企
業の育成を目指している。
そもそも、CSRもSDGsもESG問題の解決が原点

であり、その目的はESG問題の影響度をできるだけ
少なくして、社会の持続可能性を実現することを目
指すことである。したがって、中小企業がCSR活動
をバランス良く実践することで、自ずとSDGsに貢献

はじめに
今年度の地域研究レポートは、「自治体SDGsの
達成に向けて」として、昨年度に引き続き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。
SDGs （Sustainable Development Goals：
持続可能な開発目標）は、2015年9月に、国連にお
いて採択された、「国際社会が2030年までに持続
可能な社会を実現するための重要な指針」である。
今や、SDGsは日本でも、「共通言語」となっており、
自治体や大企業を中心に、環境、エネルギー、健康・
福祉など幅広い社会的なニーズに対するSDGsの
取り組みが始まっている。しかしながら、関東経済産
業局が実施したアンケート調査を見ると、SDGsの
達成に欠かせない地域中小企業においてSDGsに
対する認知が進んでおらず、「何をすればよいかわ
からない」という中小企業が多い。
そうした中小企業に対して、SDGsに取り組むた
めの方法論を示しているのがさいたま市である。
「CSRはSDGsの方法論」として、市内中小企業
のSDGs目標達成の後押しをするさいたま市の取り
組みを紹介する。

「SDGs未来都市」と「自治体SDGsモデル事業」
内閣府では、地方創生を深化させていくためには、
中長期を見通した持続可能なまちづくりに取り組む
ことが重要であり、自治体によるSDGsの達成に向
けた取り組みは、地方創生の実現に資するものと考
えている。そして、その取り組みの推進に向け、地方
創生分野における日本の「SDGsモデル」の構築を
進めている。

できるとさいたま市は考えている。
SDGsは、ESG問題解決のゴール（目標）を示す

ものであり、CSRはそのゴールに企業がどうやって
近づくのかを示すものなのである。
さいたま市は「CSRはSDGsの方法論」であると

し、CSRチャレンジ認証企業に対して、SDGsは５Ｗ
１Ｈの「What（目標）」であり、CSRは「How（方法
論）であることを伝えている。SDGsの取り組みは、
中小企業にとって一見難しそうに見えるが、日々の
本業の中でバランスよくCSR活動に取り組んでいく
ことで、自ずとSDGsの目標達成につながることに気
づいてもらいたいとしている。

CSR経営推進マニュアル　
～CSRはSDGsの方法論～の作成
前出の関東経済産業局のアンケートでも、中小企
業のSDGsの認知度はまだまだ低かったが、本年7
月に実施したさいたま市CSRチャレンジ認証企業を

対象としたアンケートでも、回答企業の60％以上が
「SDGsに対して何をしてよいかわからない」と回答
している。
今や、SDGsはビジネスの共通言語となっており、

中小企業といえども、自社のCSR活動をSDGsの枠
組みで整理して、ステークホルダーに説明できるこ
とが求められる時代である。
このような想いから、さいたま市は本年、新たに

「CSR経営推進マニュアル～CSRはSDGsの方法論
～」（下図）を作成した。このマニュアルは、先に発刊し
ている「CSRチェックリスト」と連動しており、CSR経
営に必要な具体的なアクションとその方法を解説し
ているものであるが、自社のCSR活動がSDGsのど
のゴール・ターゲットと関わっているのか（どの目標達
成につながっているのか）をわかりやすく説明し、また、
各チェック項目がSDGsの17のゴールと関連する場
合は、その関連性をアイコンで示している。
例えば、「CSRチェックリスト」のチェック項目43

の「定年を設けない又は65
歳以上の従業員の就労が
可能な状態にある」この項
目を満たすと、SDGsの
ゴール１．「貧困をなくそう」、
８．「働きがいも経済成長
も」、10．「人や国の不平等
をなくそう」という3つの目
標達成につながることが一
目でわかる。
さいたま市では、「SDGs
に対して何をしてよいかわ
からない」という中小企業
に、こうしたツールを提供し、
CSRがSDGsの方法論で
あることを示すことで、市内
の中小企業がSDGsを恐
れることなく、取り組むこと
を期待している。

まとめ
～さいたま市CSR推進施策とSDGs～
さいたま市CSRチャレンジ認証企業は2019年9
月1日現在、91社に上る（下表）。さらに、本年11月に
は2019年度の認証企業が誕生することになってお
り、100社を超えることが見込まれている。
中小企業にとって新しい概念であるSDGsはとっ

つきにくいものであるが、今まで取り組んできた経営
課題の解決（CSR経営）の延長線上にあることを理
解し、抵抗なくSDGsに取り組んでもらうことをさいた
ま市はCSRチャレンジ認証企業に期待している。

現在、「CSR経営推進マニュアル」を活用して自
社の活動をSDGsの枠組みで整理するなどの動き
が、早速CSRチャレンジ認証企業の中に現れてきた。
こうした動きを加速するべく、勉強会やCSRコミュニ
ティの中でSDGsを取り上げることで、市内中小企業
のSDGsに向けた動きを後押しするさいたま市の取
り組みに注目していきたい。
なお、ここで紹介をした「CSR経営推進マニュア
ル」や「CSRチェックリスト」は、さいたま市のホーム
ページからダウンロードが可能であるので、是非、一
度閲覧してみてはいかがだろうか。

2018年には、地方公共団体によるSDGsの達成
に向けた優れた取り組みを提案した29都市を
「SDGs未来都市（注1）」として選定した。また、そ
の中で特に先導的な取り組み10事業を「自治体
SDGsモデル事業（注2）」として選定し、これらの取
り組みを支援するとともに、成功事例の普及・展開等
を行い、地方創生の深化につなげていくとしている。
さらに、2019年度はSDGs未来都市31件、自治体
SDGsモデル事業10件を選定した。
選定された自治体SDGsモデル事業の概要を見

てみると、SDGsを原動力とした地方創生の推進に
向けて、自治体のみならず、民間企業や金融機関な
どの多様なステークホルダーへSDGsの理念の浸
透を図り、そのステークホルダー同士の連携により、
自律的好循環の形成を目指している。
自律的好循環を生み出すためには、経済・社会・
環境の三側面のうち、特に経済面において重要な
ピースである地域中小企業がSDGsを理解した上
で、いかに積極的に取り組むかがポイントなる。

中小企業の８割以上がSDGsを知らない
現在の日本においては、地域課題や社会問題は
多種多様であり、こうした課題を解決するためには、
自治体のみならず民間企業・大学・NPOなどの様々
な組織や団体が連携することが重要となる。
現代の環境問題や社会問題を総称してESG問題

（注3）というが、 SDGsは、ESG問題を解決し、持続

●CSR経営推進マニュアル

●さいたま市ＣＳＲチャレンジ企業一覧（2019年9月1日現在）

資料：さいたま市「ＣＳＲ経営推進マニュアル」

資料：さいたま市「さいたま市ＣＳＲチャレンジ企業一覧」

認証年度

2012

2013

2014

認証年度

2016

2017

2018

　　　　　　　企業名 所在地

 1 株式会社リックネットワークス 中央区

 2 望月印刷株式会社 中央区

 3 株式会社ユーディケー 浦和区

 4 株式会社ハーベス 浦和区

 5 日本自動機工株式会社 浦和区

 6 和光建設株式会社 浦和区

 7 株式会社第一金属製作所 西区

 8 株式会社デジタルベリー 浦和区

 9 株式会社渡辺製作所 桜区

 10 有限会社氷川工作所 南区

 11 株式会社シューピッド 浦和区

 12 有限会社福祉ネットワークさくら 浦和区

 13 株式会社ハママツ 西区

 14 株式会社東京チタニウム 岩槻区

 15 株式会社三井開発 見沼区

 16 株式会社サイホー 中央区

 17 株式会社中央測地 南区

 18 株式会社イシクラ 岩槻区

 19 株式会社ハッピースマイル 西区

 20 関東図書株式会社 南区

 21 株式会社ジオファイブ 緑区

 22 有限会社さいたま造園 見沼区

 23 株式会社ケント・コーポレーション 浦和区

 24 株式会社金久保製作所 岩槻区

 25 株式会社ノースコーポレーション 浦和区

 26 株式会社マルチメディアシステム 見沼区

 27 株式会社デサン 北区

 28 ツルゲン情報株式会社 北区

 29 株式会社フォレストファミリー 南区

 30 株式会社サイボウ 見沼区

　　　　　　　企業名 所在地

31 株式会社ＩＣＳＴ 中央区

32 株式会社秀飯舎 西区

33 株式会社泉製作所 岩槻区

34 株式会社鈴や商事 緑区

35 有限会社二木屋 中央区

36 株式会社 Birth&Rebirth 浦和区

37 田中産業株式会社 中央区

38 株式会社ワイヱス工業所 岩槻区

39 合同会社ままのえん 中央区

40 株式会社三幸製作所 西区

41 三国水材株式会社 中央区

42 第三交通株式会社 岩槻区

43 北上産業株式会社 岩槻区

44 ハイシマ工業株式会社 西区

45 株式会社和幸製作所 浦和区

46 株式会社インター・アート・コミッティーズ 浦和区

47 株式会社三和 南区

48 株式会社シンエイ 北区

49 株式会社ニイガタ精密 岩槻区

50 株式会社松永建設 岩槻区

51 有限会社ダンテプロゲット 南区

52 株式会社チェリービー 緑区

53 株式会社オカモト 桜区

54 株式会社カタヤマ 桜区

55 株式会社タイネツ 桜区

56 株式会社クレス 見沼区

57 株式会社木下製餡 大宮区

58 塩川設計測量株式会社 南区

59 株式会社鯉平 見沼区

60 株式会社ＫＭＡ 浦和区

　　　　　　　企業名 所在地

61 株式会社アイエフラッシュ 南区

62 ウチヤマ建設株式会社 西区

63 有限会社プラナエンジニアリング 岩槻区

64 株式会社北伸 岩槻区

65 日本電鍍工業株式会社 北区

66 アズサ防災システム株式会社 見沼区

67 株式会社アイオプト 北区

68 株式会社テレワークサービス 北区

69 株式会社タキザワ製薬 大宮区

70 株式会社大クマ工業 中央区

71 株式会社シンミドウ 大宮区

72 大宮通運株式会社 北区

73 株式会社ハスヌマ電気 見沼区

74 株式会社ウィック保険サービス 見沼区

75 株式会社セゾンハウス 見沼区

76 埼福工業株式会社 見沼区

77 ユニオントレーディング株式会社 大宮区

78 株式会社アストン 南区

79 渡部容器株式会社 岩槻区

80 千代田工営株式会社 大宮区

81 株式会社ウィズユーコーポレーション 北区

82 株式会社日さく 大宮区

83 東亜電子株式会社 南区

84 株式会社八洲電業社 北区

85 株式会社タウ 中央区

86 協和精工株式会社 岩槻区

87 株式会社田中工務店 浦和区

88 有限会社友親製作所 岩槻区

89 株式会社渡邉組 桜区

90 株式会社サット 大宮区

91 株式会社富士特殊電気産業 北区

認証年度

2014

2015

2016
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仮定して算出されたものである。実績医療費に比べ
ると年齢調整後医療費の方が都道府県ごとのバラ
ツキが小さくなっているものの、都道府県ごとの差
は依然見られる。一人当たり実績医療費も一人当た
り年齢調整後医療費も総じて北海道と西日本で高く
なっている。埼玉県は実績医療費が29.2万円で全
国で最も低くなっているが、年齢調整後医療費でみ
ると30.7万円で下から10番目の水準となっている。
一人当たり年齢調整後医療費の高い上位10県の
項目別医療費を見てみると、入院医療費については
10県中8県が、入院外医療費については10県中4県
が、歯科医療費については10県中3県が10位以内と
なっており、全体の医療費は入院医療費との関連が
強そうである。埼玉県の一人当たり年齢調整後医療

我が国は少子高齢化が進み、年金・医療・介護な
どの社会保障制度の持続可能性が問題となってい
る。国も社会保障と税の一体改革を進めるなど、環
境変化に応じた制度の刷新を進めようと動いてい
る。埼玉県は現状では人口が増加しているなか、高
齢化率は低く、県民一人当たりの医療費は低い水
準にあるが、国立社会保障・人口問題研究所の推
計では今後高齢化率が高まり、特に2015年から
2025年までに75歳以上の人口比率が国内で最も
速く上昇することが懸念されている。本稿ではその
ようななかで埼玉県の医療の現状と課題について
考察する。

厚生労働省「平成28年度国民医療費の概況」に
よると、2016年度の国民医療費は42.1兆円となり
1980年度の12.0兆円の3.5倍の規模に膨らんで
いる。65歳以上人口の全人口に対する比率、いわ
ゆる高齢化率は1980年の9.1％が2015年には
26.3％になったほか、75歳以上人口比率も同期間
で3.1％から12.7％になっており、高齢化に伴って国
民医療費が増加したと言え、今後さらに高齢化が進
むと医療費はさらに増加していくと考えられる。
「平成28年度国民医療費の概況」によると、「0

地域医療構想に基づく必要病床数と2017年度に各
病院から提出された病床機能報告結果は作成方法
が違うため、単純に比較はできないが、数字の上で
は埼玉県全体では3,528床が不足し、特に回復期機
能は11,887床と大幅に不足していることがわかる。
一方、高度急性期や急性期は2025年の医療需要を
勘案すると過大である。病床の増加は医療費増加に
結びつきやすいことから、いかに病床転換を進める
かが課題となってくるものと思われる。
次に国が市町村に構築を求めている地域包括ケ

アシステム（注）については埼玉県高齢者支援計画の
ほか、埼玉県５か年計画にて、施策⑤地域で高齢者
が安心して暮らせる社会づくりを掲げ、取り組みを
進めている。ひとくちに「高齢者」といっても元気な
高齢者も多い。地域包括ケアシステムの望ましい姿
は健康状態に問題がない高齢者が支えられる側か
ら支える側に回って医療・介護を含む地域の課題解
決を側面支援することだと考える。2015年国勢調
査によると、埼玉県は後期高齢者（75歳以上）の一
歩手前である65～74歳の人口は102万人と東京
都、大阪府、神奈川県に続き厚みがある。この65～
74歳で健康に問題のない方々に地域において支え
る側としてイキイキと活躍してもらうことで、自分自
身の健康も維持していくような地域包括ケアシステ
ムが多くの市町村で策定されることを期待したい。

最後に医療費増加抑制や県民の健康保持のため
の予防に関わる取り組みについては、埼玉県地域保
健医療計画のほか、埼玉県5か年計画にて、施策④生
涯を通じた健康の確保を掲げ、取り組みを進めている。
医療提供体制や医療費が関連する医療保険制度

は国の施策に負うところが大きいが、上記の取り組み
により県民誰もが安心して医療を受けられる医療提
供体制が保たれることを期待したい。      （太田富雄）

が10位以内となり、人口10万対歯科診療所数の多
い上位10県では、7県で一人当たり年齢調整後歯
科医療費が10位以内となっているなど、医療機関
の多さが年齢調整後医療費を引き上げていると考
えられ、そのうち特に入院医療費が医療費全体に
大きな影響を与えると考えられる。
埼玉県は今まで高齢化が進んでいなかったこと

から医療ニーズが低く、医療提供態勢の早期整備
の必要性も低かった。医療ニーズが低いことが、人
口10万対病床数や一般診療所数などを全国平均
に比して少なくさせ、一人当たり年齢調整後医療費
を低くしてきたと考えられる。加えて高齢化が現在
でも進んでいないことから一人当たり実績医療費を
低くしてきたと言える。年齢調整後医療費の高い都
道府県では、早くからの高齢化の進展を受け、医療
ニーズに応じた病床数の拡大や医療機関の設置な

どの整備を進めてきたことの結果とし
て医療費が増加したと考えられる。

「はじめに」でも触れたように、今後
埼玉県は急速に高齢化する。国立社
会保障・人口問題研究所の推計による
と、特に75歳以上の人口比率は2015
年に10.6％であったものが、2025年に
は16.8％と1.6倍となり、その伸び率は
全国で最も高く、2025年以降は75歳
以上の人口比率の上昇は若干緩やか
になるものの、引き続き上昇し、2045
年には20.1％と2015年の1.9倍となり、
その伸び率は全国で3番目に高い。
医療費は高齢になるに従い増加す

るので、今後、埼玉県においても医療
費の増加が予想される。日本は国民全

員が医療を受けやすいように社会保険方式による
国民皆保険制度がとられているが、被保険者として
高齢者が多い国民健康保険や後期高齢者医療制
度では現状でも保険料だけでは保険給付費を賄い
きれず、国庫負担に加え都道府県負担や市町村負
担などの公費が多額に投入されている。今後高齢

化の進行により医療費が増加すると、地方財政にも
影響を与える可能性が高い。
また、高齢化により、医療需要が高まることは言う
までもない。埼玉県は既に見てきたように人口10万
人当たりの病床数や一般診療所数が少ないほか、
常勤換算医師数が少ないという特徴がある。今後、
75歳以上人口比率が全国で最も速く上昇するなか、
高まる医療需要に対応すべく、医療費の増加を可
能な限り抑えながら、いかに効率的な医療提供体
制を整えていくかが課題となる。今後医療提供体制
を整備していく埼玉県にとっては、既にみたように、
病床や医療機関の多さが結果的に医療費増加に
結び付いた他県の例などを踏まえて対応していくこ
とが重要になると思われる。
最後に埼玉県の医療に関わる主な取り組みにつ

いてみていきたい。
まず初めに埼玉県の医療提供体制の整備につい
ては、埼玉県地域保健医療計画のほか、埼玉県5か
年計画においても、施策⑦地域医療体制の充実、施
策⑧医師・看護師確保対策の推進を掲げ、対応を進
めている。これは、団塊の世代が全員後期高齢者
（75歳以上）となる2025年に向け、地域ごとの医療
提供体制を整備すべく地域医療構想の策定を国が
各都道府県に求めていることを受けたものである。
地域医療構想は医療機能の分化・連携により、効率
的な医療提供体制を構築することを目的とし、地域
ごとに高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4つの
病床機能ごとの2025年の需要に基づく必要病床数
を推計し、地域の医療関係者の協議を通じて病床の
機能分化と連携を進め、地域の現状の病床機能ごと
の病床数をそれに近づけていこうとするものである。

費は38位であるが、入院医療費は40位、入院外医
療費は30位、歯科医療費は20位となっている。
高齢化の進行状況を補正した年齢調整後の医
療費においても都道府県ごとに差が出るのはどの
ような要因によるのであろうか。人口10万対病床数
(病院・診療所計)の多い上位10県について一人当
たり年齢調整後入院医療費をみると、8県が10位
以内となっており、病床数が多いことが結果的に入
院医療費を引き上げたと考えられる。埼玉県の人口
10万対病床数は46位で神奈川県の47位に次いで
少なく、一人当たり年齢調整後入院医療費は40位
となっている。表には記載していないが、同様に、人
口10万対一般診療所数の多い上位10県について
みると、6県で一人当たり年齢調整後入院外医療費

～4歳」までは人口一人当たりの医療費は年間
245.5千円となっているが、「15～19歳」に80.9千
円まで低下した後は上昇に転じ、70歳以上で50万
円以上となり、85歳以上では100万円を超える。な
お、国民医療費は、医療保険制度等からの給付費
のほか、患者の窓口での自己負担分を含む総医療
費のことを言う。

「平成28年度国民医療費の概況」によると、埼玉
県の平成28年度の一人当たり国民医療費は29.2
万円で全国で最も低くなっている。右の図は各都道
府県別の国民医療費を低い順に左から並べて作図
しているが、65歳以上人口比率も75歳以上人口比
率も各都道府県により多少の凹凸はあるものの、概
ね右上がりとなっており、高齢化が進むと医療費が
増えることが視覚的にわかる。この図からは、埼玉
県の一人当たり国民医療費が最も低くなっているの
は、高齢化が進んでいないことが大きな要因という
ことがわかる。
次に埼玉県の医療提供態勢について、厚生労働
省が医療費の地域の偏りを調査するために算出し
た一人当たり年齢調整後医療費と関連付けながら
見ていきたい。これは各都道府県の年齢階級別一
人当たり医療費をもとに、年齢構成が全国と同じと

可能な社会の実現を目指すものであり、その達成に
は、地域中小企業の積極的な関与が求められる。
しかしながら、ESG投資（注4）を背景に、大企業
や自治体では社会的課題の解決に向けた戦略的な
取り組みが始まっているが、民間企業の99％を占め
る中小企業のSDGsへの対応はまだまだである。

2018年10月、関東経済産業局は、中小企業500
社に対して「中小企業におけるSDGsの認知度や取
り組みの実態等を把握するための調査（WEBアン
ケート調査）」を実施した。
その結果、中小企業のSDGsの認知度について
見ると、「SDGsについて全く知らない」と回答した
企業が84.2%に上った（＝中小企業のSDGs認知
度は15.8%）。このことからSDGsは、中小企業に浸

透していないことが確認された。
さらに、「SDGsに取り組む際の課題」について見
てみると、「社会的な認知度が高まっていない」
（46 . 0％）が最も多く、次いで「資金の不足」
(39.0%)、「マンパワーの不足」(33.6%)、「何から
取り組んでいいかわからない」(30.2%)の順となっ
ている。中小企業は、SDGsを資金やマンパワーが
ないと取り組めない特別なものと思っていることが
見て取れる。そして、何より注目すべきは、「何から取
り組んでよいのかわからない」と回答した企業が3割
超もあったことである。中小企業がSDGsに戦略的
に取り組むためには、中小企業のSDGsリテラシー
の向上策ともに、中小企業がどのようにSDGsに取
り組めばよいのか、その取り組み方法を示すことが
求められている。
 

さいたま市は中小企業にSDGsの方法論を示す
2019年7月、さいたま市はSDGs未来都市に選
定され（提案タイトル：SDGs国際未来都市・さいた
ま2030モデルプロジェクト～誰もが住んでいること
を誇りに思える都市へ～）、今後SDGsを原動力とし
た地方創生に取り組む企業や事業の拡大を図るこ
ととなる。
一方で、さいたま市は、平成24年度から「CSR

チャレンジ企業認証制度」を運用している。「CSR＝
経営そのもの」を標榜し、独自に作成した「CSR
チェックリスト～中小企業のためのCSR読本～」を活
用し、市内中小企業に対して、CSR経営のためにや
るべきことを示し、地域に必要とされるCSR実践企
業の育成を目指している。
そもそも、CSRもSDGsもESG問題の解決が原点

であり、その目的はESG問題の影響度をできるだけ
少なくして、社会の持続可能性を実現することを目
指すことである。したがって、中小企業がCSR活動
をバランス良く実践することで、自ずとSDGsに貢献

はじめに
今年度の地域研究レポートは、「自治体SDGsの
達成に向けて」として、昨年度に引き続き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。
SDGs （Sustainable Development Goals：
持続可能な開発目標）は、2015年9月に、国連にお
いて採択された、「国際社会が2030年までに持続
可能な社会を実現するための重要な指針」である。
今や、SDGsは日本でも、「共通言語」となっており、
自治体や大企業を中心に、環境、エネルギー、健康・
福祉など幅広い社会的なニーズに対するSDGsの
取り組みが始まっている。しかしながら、関東経済産
業局が実施したアンケート調査を見ると、SDGsの
達成に欠かせない地域中小企業においてSDGsに
対する認知が進んでおらず、「何をすればよいかわ
からない」という中小企業が多い。
そうした中小企業に対して、SDGsに取り組むた
めの方法論を示しているのがさいたま市である。
「CSRはSDGsの方法論」として、市内中小企業
のSDGs目標達成の後押しをするさいたま市の取り
組みを紹介する。

「SDGs未来都市」と「自治体SDGsモデル事業」
内閣府では、地方創生を深化させていくためには、
中長期を見通した持続可能なまちづくりに取り組む
ことが重要であり、自治体によるSDGsの達成に向
けた取り組みは、地方創生の実現に資するものと考
えている。そして、その取り組みの推進に向け、地方
創生分野における日本の「SDGsモデル」の構築を
進めている。

できるとさいたま市は考えている。
SDGsは、ESG問題解決のゴール（目標）を示す

ものであり、CSRはそのゴールに企業がどうやって
近づくのかを示すものなのである。
さいたま市は「CSRはSDGsの方法論」であると

し、CSRチャレンジ認証企業に対して、SDGsは５Ｗ
１Ｈの「What（目標）」であり、CSRは「How（方法
論）であることを伝えている。SDGsの取り組みは、
中小企業にとって一見難しそうに見えるが、日々の
本業の中でバランスよくCSR活動に取り組んでいく
ことで、自ずとSDGsの目標達成につながることに気
づいてもらいたいとしている。

CSR経営推進マニュアル　
～CSRはSDGsの方法論～の作成
前出の関東経済産業局のアンケートでも、中小企
業のSDGsの認知度はまだまだ低かったが、本年7
月に実施したさいたま市CSRチャレンジ認証企業を

対象としたアンケートでも、回答企業の60％以上が
「SDGsに対して何をしてよいかわからない」と回答
している。
今や、SDGsはビジネスの共通言語となっており、

中小企業といえども、自社のCSR活動をSDGsの枠
組みで整理して、ステークホルダーに説明できるこ
とが求められる時代である。
このような想いから、さいたま市は本年、新たに

「CSR経営推進マニュアル～CSRはSDGsの方法論
～」（下図）を作成した。このマニュアルは、先に発刊し
ている「CSRチェックリスト」と連動しており、CSR経
営に必要な具体的なアクションとその方法を解説し
ているものであるが、自社のCSR活動がSDGsのど
のゴール・ターゲットと関わっているのか（どの目標達
成につながっているのか）をわかりやすく説明し、また、
各チェック項目がSDGsの17のゴールと関連する場
合は、その関連性をアイコンで示している。
例えば、「CSRチェックリスト」のチェック項目43

の「定年を設けない又は65
歳以上の従業員の就労が
可能な状態にある」この項
目を満たすと、SDGsの
ゴール１．「貧困をなくそう」、
８．「働きがいも経済成長
も」、10．「人や国の不平等
をなくそう」という3つの目
標達成につながることが一
目でわかる。
さいたま市では、「SDGs
に対して何をしてよいかわ
からない」という中小企業
に、こうしたツールを提供し、
CSRがSDGsの方法論で
あることを示すことで、市内
の中小企業がSDGsを恐
れることなく、取り組むこと
を期待している。

まとめ
～さいたま市CSR推進施策とSDGs～
さいたま市CSRチャレンジ認証企業は2019年9
月1日現在、91社に上る（下表）。さらに、本年11月に
は2019年度の認証企業が誕生することになってお
り、100社を超えることが見込まれている。
中小企業にとって新しい概念であるSDGsはとっ

つきにくいものであるが、今まで取り組んできた経営
課題の解決（CSR経営）の延長線上にあることを理
解し、抵抗なくSDGsに取り組んでもらうことをさいた
ま市はCSRチャレンジ認証企業に期待している。

現在、「CSR経営推進マニュアル」を活用して自
社の活動をSDGsの枠組みで整理するなどの動き
が、早速CSRチャレンジ認証企業の中に現れてきた。
こうした動きを加速するべく、勉強会やCSRコミュニ
ティの中でSDGsを取り上げることで、市内中小企業
のSDGsに向けた動きを後押しするさいたま市の取
り組みに注目していきたい。
なお、ここで紹介をした「CSR経営推進マニュア
ル」や「CSRチェックリスト」は、さいたま市のホーム
ページからダウンロードが可能であるので、是非、一
度閲覧してみてはいかがだろうか。

2018年には、地方公共団体によるSDGsの達成
に向けた優れた取り組みを提案した29都市を
「SDGs未来都市（注1）」として選定した。また、そ
の中で特に先導的な取り組み10事業を「自治体
SDGsモデル事業（注2）」として選定し、これらの取
り組みを支援するとともに、成功事例の普及・展開等
を行い、地方創生の深化につなげていくとしている。
さらに、2019年度はSDGs未来都市31件、自治体
SDGsモデル事業10件を選定した。
選定された自治体SDGsモデル事業の概要を見

てみると、SDGsを原動力とした地方創生の推進に
向けて、自治体のみならず、民間企業や金融機関な
どの多様なステークホルダーへSDGsの理念の浸
透を図り、そのステークホルダー同士の連携により、
自律的好循環の形成を目指している。
自律的好循環を生み出すためには、経済・社会・
環境の三側面のうち、特に経済面において重要な
ピースである地域中小企業がSDGsを理解した上
で、いかに積極的に取り組むかがポイントなる。

中小企業の８割以上がSDGsを知らない
現在の日本においては、地域課題や社会問題は
多種多様であり、こうした課題を解決するためには、
自治体のみならず民間企業・大学・NPOなどの様々
な組織や団体が連携することが重要となる。
現代の環境問題や社会問題を総称してESG問題

（注3）というが、 SDGsは、ESG問題を解決し、持続

●CSR経営推進マニュアル

●さいたま市ＣＳＲチャレンジ企業一覧（2019年9月1日現在）

資料：さいたま市「ＣＳＲ経営推進マニュアル」

資料：さいたま市「さいたま市ＣＳＲチャレンジ企業一覧」

認証年度

2012

2013

2014

認証年度

2016

2017

2018

　　　　　　　企業名 所在地

 1 株式会社リックネットワークス 中央区

 2 望月印刷株式会社 中央区

 3 株式会社ユーディケー 浦和区

 4 株式会社ハーベス 浦和区

 5 日本自動機工株式会社 浦和区

 6 和光建設株式会社 浦和区

 7 株式会社第一金属製作所 西区

 8 株式会社デジタルベリー 浦和区

 9 株式会社渡辺製作所 桜区

 10 有限会社氷川工作所 南区

 11 株式会社シューピッド 浦和区

 12 有限会社福祉ネットワークさくら 浦和区

 13 株式会社ハママツ 西区

 14 株式会社東京チタニウム 岩槻区

 15 株式会社三井開発 見沼区

 16 株式会社サイホー 中央区

 17 株式会社中央測地 南区

 18 株式会社イシクラ 岩槻区

 19 株式会社ハッピースマイル 西区

 20 関東図書株式会社 南区

 21 株式会社ジオファイブ 緑区

 22 有限会社さいたま造園 見沼区

 23 株式会社ケント・コーポレーション 浦和区

 24 株式会社金久保製作所 岩槻区

 25 株式会社ノースコーポレーション 浦和区

 26 株式会社マルチメディアシステム 見沼区

 27 株式会社デサン 北区

 28 ツルゲン情報株式会社 北区

 29 株式会社フォレストファミリー 南区

 30 株式会社サイボウ 見沼区

　　　　　　　企業名 所在地

31 株式会社ＩＣＳＴ 中央区

32 株式会社秀飯舎 西区

33 株式会社泉製作所 岩槻区

34 株式会社鈴や商事 緑区

35 有限会社二木屋 中央区

36 株式会社 Birth&Rebirth 浦和区

37 田中産業株式会社 中央区

38 株式会社ワイヱス工業所 岩槻区

39 合同会社ままのえん 中央区

40 株式会社三幸製作所 西区

41 三国水材株式会社 中央区

42 第三交通株式会社 岩槻区

43 北上産業株式会社 岩槻区

44 ハイシマ工業株式会社 西区

45 株式会社和幸製作所 浦和区

46 株式会社インター・アート・コミッティーズ 浦和区

47 株式会社三和 南区

48 株式会社シンエイ 北区

49 株式会社ニイガタ精密 岩槻区

50 株式会社松永建設 岩槻区

51 有限会社ダンテプロゲット 南区

52 株式会社チェリービー 緑区

53 株式会社オカモト 桜区

54 株式会社カタヤマ 桜区

55 株式会社タイネツ 桜区

56 株式会社クレス 見沼区

57 株式会社木下製餡 大宮区

58 塩川設計測量株式会社 南区

59 株式会社鯉平 見沼区

60 株式会社ＫＭＡ 浦和区

　　　　　　　企業名 所在地

61 株式会社アイエフラッシュ 南区

62 ウチヤマ建設株式会社 西区

63 有限会社プラナエンジニアリング 岩槻区

64 株式会社北伸 岩槻区

65 日本電鍍工業株式会社 北区

66 アズサ防災システム株式会社 見沼区

67 株式会社アイオプト 北区

68 株式会社テレワークサービス 北区

69 株式会社タキザワ製薬 大宮区

70 株式会社大クマ工業 中央区

71 株式会社シンミドウ 大宮区

72 大宮通運株式会社 北区

73 株式会社ハスヌマ電気 見沼区

74 株式会社ウィック保険サービス 見沼区

75 株式会社セゾンハウス 見沼区

76 埼福工業株式会社 見沼区

77 ユニオントレーディング株式会社 大宮区

78 株式会社アストン 南区

79 渡部容器株式会社 岩槻区

80 千代田工営株式会社 大宮区

81 株式会社ウィズユーコーポレーション 北区

82 株式会社日さく 大宮区

83 東亜電子株式会社 南区

84 株式会社八洲電業社 北区

85 株式会社タウ 中央区

86 協和精工株式会社 岩槻区

87 株式会社田中工務店 浦和区

88 有限会社友親製作所 岩槻区

89 株式会社渡邉組 桜区

90 株式会社サット 大宮区

91 株式会社富士特殊電気産業 北区

認証年度

2014

2015

2016
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仮定して算出されたものである。実績医療費に比べ
ると年齢調整後医療費の方が都道府県ごとのバラ
ツキが小さくなっているものの、都道府県ごとの差
は依然見られる。一人当たり実績医療費も一人当た
り年齢調整後医療費も総じて北海道と西日本で高く
なっている。埼玉県は実績医療費が29.2万円で全
国で最も低くなっているが、年齢調整後医療費でみ
ると30.7万円で下から10番目の水準となっている。
一人当たり年齢調整後医療費の高い上位10県の
項目別医療費を見てみると、入院医療費については
10県中8県が、入院外医療費については10県中4県
が、歯科医療費については10県中3県が10位以内と
なっており、全体の医療費は入院医療費との関連が
強そうである。埼玉県の一人当たり年齢調整後医療

我が国は少子高齢化が進み、年金・医療・介護な
どの社会保障制度の持続可能性が問題となってい
る。国も社会保障と税の一体改革を進めるなど、環
境変化に応じた制度の刷新を進めようと動いてい
る。埼玉県は現状では人口が増加しているなか、高
齢化率は低く、県民一人当たりの医療費は低い水
準にあるが、国立社会保障・人口問題研究所の推
計では今後高齢化率が高まり、特に2015年から
2025年までに75歳以上の人口比率が国内で最も
速く上昇することが懸念されている。本稿ではその
ようななかで埼玉県の医療の現状と課題について
考察する。

厚生労働省「平成28年度国民医療費の概況」に
よると、2016年度の国民医療費は42.1兆円となり
1980年度の12.0兆円の3.5倍の規模に膨らんで
いる。65歳以上人口の全人口に対する比率、いわ
ゆる高齢化率は1980年の9.1％が2015年には
26.3％になったほか、75歳以上人口比率も同期間
で3.1％から12.7％になっており、高齢化に伴って国
民医療費が増加したと言え、今後さらに高齢化が進
むと医療費はさらに増加していくと考えられる。
「平成28年度国民医療費の概況」によると、「0

地域医療構想に基づく必要病床数と2017年度に各
病院から提出された病床機能報告結果は作成方法
が違うため、単純に比較はできないが、数字の上で
は埼玉県全体では3,528床が不足し、特に回復期機
能は11,887床と大幅に不足していることがわかる。
一方、高度急性期や急性期は2025年の医療需要を
勘案すると過大である。病床の増加は医療費増加に
結びつきやすいことから、いかに病床転換を進める
かが課題となってくるものと思われる。
次に国が市町村に構築を求めている地域包括ケ

アシステム（注）については埼玉県高齢者支援計画の
ほか、埼玉県５か年計画にて、施策⑤地域で高齢者
が安心して暮らせる社会づくりを掲げ、取り組みを
進めている。ひとくちに「高齢者」といっても元気な
高齢者も多い。地域包括ケアシステムの望ましい姿
は健康状態に問題がない高齢者が支えられる側か
ら支える側に回って医療・介護を含む地域の課題解
決を側面支援することだと考える。2015年国勢調
査によると、埼玉県は後期高齢者（75歳以上）の一
歩手前である65～74歳の人口は102万人と東京
都、大阪府、神奈川県に続き厚みがある。この65～
74歳で健康に問題のない方々に地域において支え
る側としてイキイキと活躍してもらうことで、自分自
身の健康も維持していくような地域包括ケアシステ
ムが多くの市町村で策定されることを期待したい。

最後に医療費増加抑制や県民の健康保持のため
の予防に関わる取り組みについては、埼玉県地域保
健医療計画のほか、埼玉県5か年計画にて、施策④生
涯を通じた健康の確保を掲げ、取り組みを進めている。
医療提供体制や医療費が関連する医療保険制度

は国の施策に負うところが大きいが、上記の取り組み
により県民誰もが安心して医療を受けられる医療提
供体制が保たれることを期待したい。      （太田富雄）

が10位以内となり、人口10万対歯科診療所数の多
い上位10県では、7県で一人当たり年齢調整後歯
科医療費が10位以内となっているなど、医療機関
の多さが年齢調整後医療費を引き上げていると考
えられ、そのうち特に入院医療費が医療費全体に
大きな影響を与えると考えられる。
埼玉県は今まで高齢化が進んでいなかったこと

から医療ニーズが低く、医療提供態勢の早期整備
の必要性も低かった。医療ニーズが低いことが、人
口10万対病床数や一般診療所数などを全国平均
に比して少なくさせ、一人当たり年齢調整後医療費
を低くしてきたと考えられる。加えて高齢化が現在
でも進んでいないことから一人当たり実績医療費を
低くしてきたと言える。年齢調整後医療費の高い都
道府県では、早くからの高齢化の進展を受け、医療
ニーズに応じた病床数の拡大や医療機関の設置な

どの整備を進めてきたことの結果とし
て医療費が増加したと考えられる。

「はじめに」でも触れたように、今後
埼玉県は急速に高齢化する。国立社
会保障・人口問題研究所の推計による
と、特に75歳以上の人口比率は2015
年に10.6％であったものが、2025年に
は16.8％と1.6倍となり、その伸び率は
全国で最も高く、2025年以降は75歳
以上の人口比率の上昇は若干緩やか
になるものの、引き続き上昇し、2045
年には20.1％と2015年の1.9倍となり、
その伸び率は全国で3番目に高い。
医療費は高齢になるに従い増加す

るので、今後、埼玉県においても医療
費の増加が予想される。日本は国民全

員が医療を受けやすいように社会保険方式による
国民皆保険制度がとられているが、被保険者として
高齢者が多い国民健康保険や後期高齢者医療制
度では現状でも保険料だけでは保険給付費を賄い
きれず、国庫負担に加え都道府県負担や市町村負
担などの公費が多額に投入されている。今後高齢

化の進行により医療費が増加すると、地方財政にも
影響を与える可能性が高い。
また、高齢化により、医療需要が高まることは言う
までもない。埼玉県は既に見てきたように人口10万
人当たりの病床数や一般診療所数が少ないほか、
常勤換算医師数が少ないという特徴がある。今後、
75歳以上人口比率が全国で最も速く上昇するなか、
高まる医療需要に対応すべく、医療費の増加を可
能な限り抑えながら、いかに効率的な医療提供体
制を整えていくかが課題となる。今後医療提供体制
を整備していく埼玉県にとっては、既にみたように、
病床や医療機関の多さが結果的に医療費増加に
結び付いた他県の例などを踏まえて対応していくこ
とが重要になると思われる。
最後に埼玉県の医療に関わる主な取り組みにつ

いてみていきたい。
まず初めに埼玉県の医療提供体制の整備につい
ては、埼玉県地域保健医療計画のほか、埼玉県5か
年計画においても、施策⑦地域医療体制の充実、施
策⑧医師・看護師確保対策の推進を掲げ、対応を進
めている。これは、団塊の世代が全員後期高齢者
（75歳以上）となる2025年に向け、地域ごとの医療
提供体制を整備すべく地域医療構想の策定を国が
各都道府県に求めていることを受けたものである。
地域医療構想は医療機能の分化・連携により、効率
的な医療提供体制を構築することを目的とし、地域
ごとに高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4つの
病床機能ごとの2025年の需要に基づく必要病床数
を推計し、地域の医療関係者の協議を通じて病床の
機能分化と連携を進め、地域の現状の病床機能ごと
の病床数をそれに近づけていこうとするものである。

費は38位であるが、入院医療費は40位、入院外医
療費は30位、歯科医療費は20位となっている。
高齢化の進行状況を補正した年齢調整後の医
療費においても都道府県ごとに差が出るのはどの
ような要因によるのであろうか。人口10万対病床数
(病院・診療所計)の多い上位10県について一人当
たり年齢調整後入院医療費をみると、8県が10位
以内となっており、病床数が多いことが結果的に入
院医療費を引き上げたと考えられる。埼玉県の人口
10万対病床数は46位で神奈川県の47位に次いで
少なく、一人当たり年齢調整後入院医療費は40位
となっている。表には記載していないが、同様に、人
口10万対一般診療所数の多い上位10県について
みると、6県で一人当たり年齢調整後入院外医療費

～4歳」までは人口一人当たりの医療費は年間
245.5千円となっているが、「15～19歳」に80.9千
円まで低下した後は上昇に転じ、70歳以上で50万
円以上となり、85歳以上では100万円を超える。な
お、国民医療費は、医療保険制度等からの給付費
のほか、患者の窓口での自己負担分を含む総医療
費のことを言う。

「平成28年度国民医療費の概況」によると、埼玉
県の平成28年度の一人当たり国民医療費は29.2
万円で全国で最も低くなっている。右の図は各都道
府県別の国民医療費を低い順に左から並べて作図
しているが、65歳以上人口比率も75歳以上人口比
率も各都道府県により多少の凹凸はあるものの、概
ね右上がりとなっており、高齢化が進むと医療費が
増えることが視覚的にわかる。この図からは、埼玉
県の一人当たり国民医療費が最も低くなっているの
は、高齢化が進んでいないことが大きな要因という
ことがわかる。
次に埼玉県の医療提供態勢について、厚生労働
省が医療費の地域の偏りを調査するために算出し
た一人当たり年齢調整後医療費と関連付けながら
見ていきたい。これは各都道府県の年齢階級別一
人当たり医療費をもとに、年齢構成が全国と同じと

高齢化により増えた医療費

はじめに

埼玉県の医療の現状

埼玉県の医療の現状と課題

●国民医療費の推移

資料：厚生労働省「平成28年度国民医療費の概況」、総務省統計局「平成27年国勢調査」

●年齢別一人当たり国民医療費 ●都道府県別一人当たり国民医療費・高齢化率の状況

資料：厚生労働省「平成28年度国民医療費の概況」、総務省統計局「平成27年国勢調査」

●一人当たり実績医療費と年齢調整後医療費

資料：厚生労働省「平成28年度医療費の地域差分析」

資料：厚生労働省「平成28年度国民医療費の概況」
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仮定して算出されたものである。実績医療費に比べ
ると年齢調整後医療費の方が都道府県ごとのバラ
ツキが小さくなっているものの、都道府県ごとの差
は依然見られる。一人当たり実績医療費も一人当た
り年齢調整後医療費も総じて北海道と西日本で高く
なっている。埼玉県は実績医療費が29.2万円で全
国で最も低くなっているが、年齢調整後医療費でみ
ると30.7万円で下から10番目の水準となっている。
一人当たり年齢調整後医療費の高い上位10県の
項目別医療費を見てみると、入院医療費については
10県中8県が、入院外医療費については10県中4県
が、歯科医療費については10県中3県が10位以内と
なっており、全体の医療費は入院医療費との関連が
強そうである。埼玉県の一人当たり年齢調整後医療

我が国は少子高齢化が進み、年金・医療・介護な
どの社会保障制度の持続可能性が問題となってい
る。国も社会保障と税の一体改革を進めるなど、環
境変化に応じた制度の刷新を進めようと動いてい
る。埼玉県は現状では人口が増加しているなか、高
齢化率は低く、県民一人当たりの医療費は低い水
準にあるが、国立社会保障・人口問題研究所の推
計では今後高齢化率が高まり、特に2015年から
2025年までに75歳以上の人口比率が国内で最も
速く上昇することが懸念されている。本稿ではその
ようななかで埼玉県の医療の現状と課題について
考察する。

厚生労働省「平成28年度国民医療費の概況」に
よると、2016年度の国民医療費は42.1兆円となり
1980年度の12.0兆円の3.5倍の規模に膨らんで
いる。65歳以上人口の全人口に対する比率、いわ
ゆる高齢化率は1980年の9.1％が2015年には
26.3％になったほか、75歳以上人口比率も同期間
で3.1％から12.7％になっており、高齢化に伴って国
民医療費が増加したと言え、今後さらに高齢化が進
むと医療費はさらに増加していくと考えられる。
「平成28年度国民医療費の概況」によると、「0

地域医療構想に基づく必要病床数と2017年度に各
病院から提出された病床機能報告結果は作成方法
が違うため、単純に比較はできないが、数字の上で
は埼玉県全体では3,528床が不足し、特に回復期機
能は11,887床と大幅に不足していることがわかる。
一方、高度急性期や急性期は2025年の医療需要を
勘案すると過大である。病床の増加は医療費増加に
結びつきやすいことから、いかに病床転換を進める
かが課題となってくるものと思われる。
次に国が市町村に構築を求めている地域包括ケ

アシステム（注）については埼玉県高齢者支援計画の
ほか、埼玉県５か年計画にて、施策⑤地域で高齢者
が安心して暮らせる社会づくりを掲げ、取り組みを
進めている。ひとくちに「高齢者」といっても元気な
高齢者も多い。地域包括ケアシステムの望ましい姿
は健康状態に問題がない高齢者が支えられる側か
ら支える側に回って医療・介護を含む地域の課題解
決を側面支援することだと考える。2015年国勢調
査によると、埼玉県は後期高齢者（75歳以上）の一
歩手前である65～74歳の人口は102万人と東京
都、大阪府、神奈川県に続き厚みがある。この65～
74歳で健康に問題のない方々に地域において支え
る側としてイキイキと活躍してもらうことで、自分自
身の健康も維持していくような地域包括ケアシステ
ムが多くの市町村で策定されることを期待したい。

最後に医療費増加抑制や県民の健康保持のため
の予防に関わる取り組みについては、埼玉県地域保
健医療計画のほか、埼玉県5か年計画にて、施策④生
涯を通じた健康の確保を掲げ、取り組みを進めている。
医療提供体制や医療費が関連する医療保険制度

は国の施策に負うところが大きいが、上記の取り組み
により県民誰もが安心して医療を受けられる医療提
供体制が保たれることを期待したい。      （太田富雄）

が10位以内となり、人口10万対歯科診療所数の多
い上位10県では、7県で一人当たり年齢調整後歯
科医療費が10位以内となっているなど、医療機関
の多さが年齢調整後医療費を引き上げていると考
えられ、そのうち特に入院医療費が医療費全体に
大きな影響を与えると考えられる。
埼玉県は今まで高齢化が進んでいなかったこと

から医療ニーズが低く、医療提供態勢の早期整備
の必要性も低かった。医療ニーズが低いことが、人
口10万対病床数や一般診療所数などを全国平均
に比して少なくさせ、一人当たり年齢調整後医療費
を低くしてきたと考えられる。加えて高齢化が現在
でも進んでいないことから一人当たり実績医療費を
低くしてきたと言える。年齢調整後医療費の高い都
道府県では、早くからの高齢化の進展を受け、医療
ニーズに応じた病床数の拡大や医療機関の設置な

どの整備を進めてきたことの結果とし
て医療費が増加したと考えられる。

「はじめに」でも触れたように、今後
埼玉県は急速に高齢化する。国立社
会保障・人口問題研究所の推計による
と、特に75歳以上の人口比率は2015
年に10.6％であったものが、2025年に
は16.8％と1.6倍となり、その伸び率は
全国で最も高く、2025年以降は75歳
以上の人口比率の上昇は若干緩やか
になるものの、引き続き上昇し、2045
年には20.1％と2015年の1.9倍となり、
その伸び率は全国で3番目に高い。
医療費は高齢になるに従い増加す

るので、今後、埼玉県においても医療
費の増加が予想される。日本は国民全

員が医療を受けやすいように社会保険方式による
国民皆保険制度がとられているが、被保険者として
高齢者が多い国民健康保険や後期高齢者医療制
度では現状でも保険料だけでは保険給付費を賄い
きれず、国庫負担に加え都道府県負担や市町村負
担などの公費が多額に投入されている。今後高齢

化の進行により医療費が増加すると、地方財政にも
影響を与える可能性が高い。
また、高齢化により、医療需要が高まることは言う
までもない。埼玉県は既に見てきたように人口10万
人当たりの病床数や一般診療所数が少ないほか、
常勤換算医師数が少ないという特徴がある。今後、
75歳以上人口比率が全国で最も速く上昇するなか、
高まる医療需要に対応すべく、医療費の増加を可
能な限り抑えながら、いかに効率的な医療提供体
制を整えていくかが課題となる。今後医療提供体制
を整備していく埼玉県にとっては、既にみたように、
病床や医療機関の多さが結果的に医療費増加に
結び付いた他県の例などを踏まえて対応していくこ
とが重要になると思われる。
最後に埼玉県の医療に関わる主な取り組みにつ

いてみていきたい。
まず初めに埼玉県の医療提供体制の整備につい
ては、埼玉県地域保健医療計画のほか、埼玉県5か
年計画においても、施策⑦地域医療体制の充実、施
策⑧医師・看護師確保対策の推進を掲げ、対応を進
めている。これは、団塊の世代が全員後期高齢者
（75歳以上）となる2025年に向け、地域ごとの医療
提供体制を整備すべく地域医療構想の策定を国が
各都道府県に求めていることを受けたものである。
地域医療構想は医療機能の分化・連携により、効率
的な医療提供体制を構築することを目的とし、地域
ごとに高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4つの
病床機能ごとの2025年の需要に基づく必要病床数
を推計し、地域の医療関係者の協議を通じて病床の
機能分化と連携を進め、地域の現状の病床機能ごと
の病床数をそれに近づけていこうとするものである。

費は38位であるが、入院医療費は40位、入院外医
療費は30位、歯科医療費は20位となっている。
高齢化の進行状況を補正した年齢調整後の医
療費においても都道府県ごとに差が出るのはどの
ような要因によるのであろうか。人口10万対病床数
(病院・診療所計)の多い上位10県について一人当
たり年齢調整後入院医療費をみると、8県が10位
以内となっており、病床数が多いことが結果的に入
院医療費を引き上げたと考えられる。埼玉県の人口
10万対病床数は46位で神奈川県の47位に次いで
少なく、一人当たり年齢調整後入院医療費は40位
となっている。表には記載していないが、同様に、人
口10万対一般診療所数の多い上位10県について
みると、6県で一人当たり年齢調整後入院外医療費

～4歳」までは人口一人当たりの医療費は年間
245.5千円となっているが、「15～19歳」に80.9千
円まで低下した後は上昇に転じ、70歳以上で50万
円以上となり、85歳以上では100万円を超える。な
お、国民医療費は、医療保険制度等からの給付費
のほか、患者の窓口での自己負担分を含む総医療
費のことを言う。

「平成28年度国民医療費の概況」によると、埼玉
県の平成28年度の一人当たり国民医療費は29.2
万円で全国で最も低くなっている。右の図は各都道
府県別の国民医療費を低い順に左から並べて作図
しているが、65歳以上人口比率も75歳以上人口比
率も各都道府県により多少の凹凸はあるものの、概
ね右上がりとなっており、高齢化が進むと医療費が
増えることが視覚的にわかる。この図からは、埼玉
県の一人当たり国民医療費が最も低くなっているの
は、高齢化が進んでいないことが大きな要因という
ことがわかる。
次に埼玉県の医療提供態勢について、厚生労働
省が医療費の地域の偏りを調査するために算出し
た一人当たり年齢調整後医療費と関連付けながら
見ていきたい。これは各都道府県の年齢階級別一
人当たり医療費をもとに、年齢構成が全国と同じと

高齢化により増えた医療費

はじめに

埼玉県の医療の現状

埼玉県の医療の現状と課題

●国民医療費の推移

資料：厚生労働省「平成28年度国民医療費の概況」、総務省統計局「平成27年国勢調査」

●年齢別一人当たり国民医療費 ●都道府県別一人当たり国民医療費・高齢化率の状況

資料：厚生労働省「平成28年度国民医療費の概況」、総務省統計局「平成27年国勢調査」

●一人当たり実績医療費と年齢調整後医療費

資料：厚生労働省「平成28年度医療費の地域差分析」

資料：厚生労働省「平成28年度国民医療費の概況」
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仮定して算出されたものである。実績医療費に比べ
ると年齢調整後医療費の方が都道府県ごとのバラ
ツキが小さくなっているものの、都道府県ごとの差
は依然見られる。一人当たり実績医療費も一人当た
り年齢調整後医療費も総じて北海道と西日本で高く
なっている。埼玉県は実績医療費が29.2万円で全
国で最も低くなっているが、年齢調整後医療費でみ
ると30.7万円で下から10番目の水準となっている。
一人当たり年齢調整後医療費の高い上位10県の
項目別医療費を見てみると、入院医療費については
10県中8県が、入院外医療費については10県中4県
が、歯科医療費については10県中3県が10位以内と
なっており、全体の医療費は入院医療費との関連が
強そうである。埼玉県の一人当たり年齢調整後医療

我が国は少子高齢化が進み、年金・医療・介護な
どの社会保障制度の持続可能性が問題となってい
る。国も社会保障と税の一体改革を進めるなど、環
境変化に応じた制度の刷新を進めようと動いてい
る。埼玉県は現状では人口が増加しているなか、高
齢化率は低く、県民一人当たりの医療費は低い水
準にあるが、国立社会保障・人口問題研究所の推
計では今後高齢化率が高まり、特に2015年から
2025年までに75歳以上の人口比率が国内で最も
速く上昇することが懸念されている。本稿ではその
ようななかで埼玉県の医療の現状と課題について
考察する。

厚生労働省「平成28年度国民医療費の概況」に
よると、2016年度の国民医療費は42.1兆円となり
1980年度の12.0兆円の3.5倍の規模に膨らんで
いる。65歳以上人口の全人口に対する比率、いわ
ゆる高齢化率は1980年の9.1％が2015年には
26.3％になったほか、75歳以上人口比率も同期間
で3.1％から12.7％になっており、高齢化に伴って国
民医療費が増加したと言え、今後さらに高齢化が進
むと医療費はさらに増加していくと考えられる。
「平成28年度国民医療費の概況」によると、「0

地域医療構想に基づく必要病床数と2017年度に各
病院から提出された病床機能報告結果は作成方法
が違うため、単純に比較はできないが、数字の上で
は埼玉県全体では3,528床が不足し、特に回復期機
能は11,887床と大幅に不足していることがわかる。
一方、高度急性期や急性期は2025年の医療需要を
勘案すると過大である。病床の増加は医療費増加に
結びつきやすいことから、いかに病床転換を進める
かが課題となってくるものと思われる。
次に国が市町村に構築を求めている地域包括ケ

アシステム（注）については埼玉県高齢者支援計画の
ほか、埼玉県５か年計画にて、施策⑤地域で高齢者
が安心して暮らせる社会づくりを掲げ、取り組みを
進めている。ひとくちに「高齢者」といっても元気な
高齢者も多い。地域包括ケアシステムの望ましい姿
は健康状態に問題がない高齢者が支えられる側か
ら支える側に回って医療・介護を含む地域の課題解
決を側面支援することだと考える。2015年国勢調
査によると、埼玉県は後期高齢者（75歳以上）の一
歩手前である65～74歳の人口は102万人と東京
都、大阪府、神奈川県に続き厚みがある。この65～
74歳で健康に問題のない方々に地域において支え
る側としてイキイキと活躍してもらうことで、自分自
身の健康も維持していくような地域包括ケアシステ
ムが多くの市町村で策定されることを期待したい。

最後に医療費増加抑制や県民の健康保持のため
の予防に関わる取り組みについては、埼玉県地域保
健医療計画のほか、埼玉県5か年計画にて、施策④生
涯を通じた健康の確保を掲げ、取り組みを進めている。
医療提供体制や医療費が関連する医療保険制度

は国の施策に負うところが大きいが、上記の取り組み
により県民誰もが安心して医療を受けられる医療提
供体制が保たれることを期待したい。      （太田富雄）

が10位以内となり、人口10万対歯科診療所数の多
い上位10県では、7県で一人当たり年齢調整後歯
科医療費が10位以内となっているなど、医療機関
の多さが年齢調整後医療費を引き上げていると考
えられ、そのうち特に入院医療費が医療費全体に
大きな影響を与えると考えられる。
埼玉県は今まで高齢化が進んでいなかったこと

から医療ニーズが低く、医療提供態勢の早期整備
の必要性も低かった。医療ニーズが低いことが、人
口10万対病床数や一般診療所数などを全国平均
に比して少なくさせ、一人当たり年齢調整後医療費
を低くしてきたと考えられる。加えて高齢化が現在
でも進んでいないことから一人当たり実績医療費を
低くしてきたと言える。年齢調整後医療費の高い都
道府県では、早くからの高齢化の進展を受け、医療
ニーズに応じた病床数の拡大や医療機関の設置な

どの整備を進めてきたことの結果とし
て医療費が増加したと考えられる。

「はじめに」でも触れたように、今後
埼玉県は急速に高齢化する。国立社
会保障・人口問題研究所の推計による
と、特に75歳以上の人口比率は2015
年に10.6％であったものが、2025年に
は16.8％と1.6倍となり、その伸び率は
全国で最も高く、2025年以降は75歳
以上の人口比率の上昇は若干緩やか
になるものの、引き続き上昇し、2045
年には20.1％と2015年の1.9倍となり、
その伸び率は全国で3番目に高い。
医療費は高齢になるに従い増加す

るので、今後、埼玉県においても医療
費の増加が予想される。日本は国民全

員が医療を受けやすいように社会保険方式による
国民皆保険制度がとられているが、被保険者として
高齢者が多い国民健康保険や後期高齢者医療制
度では現状でも保険料だけでは保険給付費を賄い
きれず、国庫負担に加え都道府県負担や市町村負
担などの公費が多額に投入されている。今後高齢

化の進行により医療費が増加すると、地方財政にも
影響を与える可能性が高い。
また、高齢化により、医療需要が高まることは言う
までもない。埼玉県は既に見てきたように人口10万
人当たりの病床数や一般診療所数が少ないほか、
常勤換算医師数が少ないという特徴がある。今後、
75歳以上人口比率が全国で最も速く上昇するなか、
高まる医療需要に対応すべく、医療費の増加を可
能な限り抑えながら、いかに効率的な医療提供体
制を整えていくかが課題となる。今後医療提供体制
を整備していく埼玉県にとっては、既にみたように、
病床や医療機関の多さが結果的に医療費増加に
結び付いた他県の例などを踏まえて対応していくこ
とが重要になると思われる。
最後に埼玉県の医療に関わる主な取り組みにつ

いてみていきたい。
まず初めに埼玉県の医療提供体制の整備につい
ては、埼玉県地域保健医療計画のほか、埼玉県5か
年計画においても、施策⑦地域医療体制の充実、施
策⑧医師・看護師確保対策の推進を掲げ、対応を進
めている。これは、団塊の世代が全員後期高齢者
（75歳以上）となる2025年に向け、地域ごとの医療
提供体制を整備すべく地域医療構想の策定を国が
各都道府県に求めていることを受けたものである。
地域医療構想は医療機能の分化・連携により、効率
的な医療提供体制を構築することを目的とし、地域
ごとに高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4つの
病床機能ごとの2025年の需要に基づく必要病床数
を推計し、地域の医療関係者の協議を通じて病床の
機能分化と連携を進め、地域の現状の病床機能ごと
の病床数をそれに近づけていこうとするものである。

費は38位であるが、入院医療費は40位、入院外医
療費は30位、歯科医療費は20位となっている。
高齢化の進行状況を補正した年齢調整後の医
療費においても都道府県ごとに差が出るのはどの
ような要因によるのであろうか。人口10万対病床数
(病院・診療所計)の多い上位10県について一人当
たり年齢調整後入院医療費をみると、8県が10位
以内となっており、病床数が多いことが結果的に入
院医療費を引き上げたと考えられる。埼玉県の人口
10万対病床数は46位で神奈川県の47位に次いで
少なく、一人当たり年齢調整後入院医療費は40位
となっている。表には記載していないが、同様に、人
口10万対一般診療所数の多い上位10県について
みると、6県で一人当たり年齢調整後入院外医療費

～4歳」までは人口一人当たりの医療費は年間
245.5千円となっているが、「15～19歳」に80.9千
円まで低下した後は上昇に転じ、70歳以上で50万
円以上となり、85歳以上では100万円を超える。な
お、国民医療費は、医療保険制度等からの給付費
のほか、患者の窓口での自己負担分を含む総医療
費のことを言う。

「平成28年度国民医療費の概況」によると、埼玉
県の平成28年度の一人当たり国民医療費は29.2
万円で全国で最も低くなっている。右の図は各都道
府県別の国民医療費を低い順に左から並べて作図
しているが、65歳以上人口比率も75歳以上人口比
率も各都道府県により多少の凹凸はあるものの、概
ね右上がりとなっており、高齢化が進むと医療費が
増えることが視覚的にわかる。この図からは、埼玉
県の一人当たり国民医療費が最も低くなっているの
は、高齢化が進んでいないことが大きな要因という
ことがわかる。
次に埼玉県の医療提供態勢について、厚生労働
省が医療費の地域の偏りを調査するために算出し
た一人当たり年齢調整後医療費と関連付けながら
見ていきたい。これは各都道府県の年齢階級別一
人当たり医療費をもとに、年齢構成が全国と同じと

埼玉県の医療における
今後の課題

（注）「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて高齢者が、可能な限
り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営む
ことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活
の支援が包括的に確保される体制のこと

●一人当たり年齢調整後医療費と医療提供体制
　(年齢調整後医療費の高い上位10県、人口10万対病床の多い10県・
　 埼玉県を抜粋)

●今後の埼玉県人口推移

●病床機能報告による病床数と必要病床数の比較

資料：厚生労働省　「平成29年医療施設調査」・「平成28年度医療費の地域差分析」　（注）(　)内の数字は全国の順位を示す

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（都道府県）」 資料：埼玉県「地域保健医療計画」・「地域医療構想」

（単位：医療費は円）

   全国平均 331,970  130,659  178,800  22,511  1,305

    福岡県 381,648 (1) 170,071 (4) 186,331 (7) 25,246 (2) 1,820 (11)

    高知県 380,765 (2) 181,048 (1) 179,142 (17) 20,575 (23) 2,721 (1)

    佐賀県 376,329 (3) 164,747 (7) 189,687 (3) 21,895 (15) 2,103 (6)

    長崎県 375,558 (4) 172,813 (3) 181,037 (12) 21,708 (17) 2,211 (4)

    大阪府 374,079 (5) 146,250 (13) 198,947 (1) 28,882 (1) 1,239 (33)

  鹿児島県 369,956 (6) 174,138 (2) 176,508 (24) 19,310 (36) 2,396 (2)

    北海道 368,532 (7) 165,431 (6) 180,552 (14) 22,548 (12) 1,894 (10)

    熊本県 361,472 (8) 162,658 (8) 178,416 (20) 20,398 (25) 2,248 (3)

    大分県 359,344 (9) 161,989 (9) 178,602 (19) 18,753 (42) 2,068 (7)

    徳島県 358,945 (10) 152,513 (11) 182,671 (9) 23,761 (10) 2,185 (5)

    山口県 354,762 (11) 154,900 (10) 178,234 (21) 21,629 (18) 2,054 (8)

    宮崎県 333,775 (22) 141,545 (15) 172,573 (29) 19,658 (33) 1,992 (9)

    埼玉県 307,422 (38) 113,700 (40) 172,156 (30) 21,566 (20) 891 (46)

一人当たり年齢
調整後医療費 うち、

入院医療費
うち、
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うち、

歯科医療費

人口10万
対病床数

（病院・診療所計）
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仮定して算出されたものである。実績医療費に比べ
ると年齢調整後医療費の方が都道府県ごとのバラ
ツキが小さくなっているものの、都道府県ごとの差
は依然見られる。一人当たり実績医療費も一人当た
り年齢調整後医療費も総じて北海道と西日本で高く
なっている。埼玉県は実績医療費が29.2万円で全
国で最も低くなっているが、年齢調整後医療費でみ
ると30.7万円で下から10番目の水準となっている。
一人当たり年齢調整後医療費の高い上位10県の
項目別医療費を見てみると、入院医療費については
10県中8県が、入院外医療費については10県中4県
が、歯科医療費については10県中3県が10位以内と
なっており、全体の医療費は入院医療費との関連が
強そうである。埼玉県の一人当たり年齢調整後医療

我が国は少子高齢化が進み、年金・医療・介護な
どの社会保障制度の持続可能性が問題となってい
る。国も社会保障と税の一体改革を進めるなど、環
境変化に応じた制度の刷新を進めようと動いてい
る。埼玉県は現状では人口が増加しているなか、高
齢化率は低く、県民一人当たりの医療費は低い水
準にあるが、国立社会保障・人口問題研究所の推
計では今後高齢化率が高まり、特に2015年から
2025年までに75歳以上の人口比率が国内で最も
速く上昇することが懸念されている。本稿ではその
ようななかで埼玉県の医療の現状と課題について
考察する。

厚生労働省「平成28年度国民医療費の概況」に
よると、2016年度の国民医療費は42.1兆円となり
1980年度の12.0兆円の3.5倍の規模に膨らんで
いる。65歳以上人口の全人口に対する比率、いわ
ゆる高齢化率は1980年の9.1％が2015年には
26.3％になったほか、75歳以上人口比率も同期間
で3.1％から12.7％になっており、高齢化に伴って国
民医療費が増加したと言え、今後さらに高齢化が進
むと医療費はさらに増加していくと考えられる。
「平成28年度国民医療費の概況」によると、「0

地域医療構想に基づく必要病床数と2017年度に各
病院から提出された病床機能報告結果は作成方法
が違うため、単純に比較はできないが、数字の上で
は埼玉県全体では3,528床が不足し、特に回復期機
能は11,887床と大幅に不足していることがわかる。
一方、高度急性期や急性期は2025年の医療需要を
勘案すると過大である。病床の増加は医療費増加に
結びつきやすいことから、いかに病床転換を進める
かが課題となってくるものと思われる。
次に国が市町村に構築を求めている地域包括ケ

アシステム（注）については埼玉県高齢者支援計画の
ほか、埼玉県５か年計画にて、施策⑤地域で高齢者
が安心して暮らせる社会づくりを掲げ、取り組みを
進めている。ひとくちに「高齢者」といっても元気な
高齢者も多い。地域包括ケアシステムの望ましい姿
は健康状態に問題がない高齢者が支えられる側か
ら支える側に回って医療・介護を含む地域の課題解
決を側面支援することだと考える。2015年国勢調
査によると、埼玉県は後期高齢者（75歳以上）の一
歩手前である65～74歳の人口は102万人と東京
都、大阪府、神奈川県に続き厚みがある。この65～
74歳で健康に問題のない方々に地域において支え
る側としてイキイキと活躍してもらうことで、自分自
身の健康も維持していくような地域包括ケアシステ
ムが多くの市町村で策定されることを期待したい。

最後に医療費増加抑制や県民の健康保持のため
の予防に関わる取り組みについては、埼玉県地域保
健医療計画のほか、埼玉県5か年計画にて、施策④生
涯を通じた健康の確保を掲げ、取り組みを進めている。
医療提供体制や医療費が関連する医療保険制度

は国の施策に負うところが大きいが、上記の取り組み
により県民誰もが安心して医療を受けられる医療提
供体制が保たれることを期待したい。      （太田富雄）

が10位以内となり、人口10万対歯科診療所数の多
い上位10県では、7県で一人当たり年齢調整後歯
科医療費が10位以内となっているなど、医療機関
の多さが年齢調整後医療費を引き上げていると考
えられ、そのうち特に入院医療費が医療費全体に
大きな影響を与えると考えられる。
埼玉県は今まで高齢化が進んでいなかったこと

から医療ニーズが低く、医療提供態勢の早期整備
の必要性も低かった。医療ニーズが低いことが、人
口10万対病床数や一般診療所数などを全国平均
に比して少なくさせ、一人当たり年齢調整後医療費
を低くしてきたと考えられる。加えて高齢化が現在
でも進んでいないことから一人当たり実績医療費を
低くしてきたと言える。年齢調整後医療費の高い都
道府県では、早くからの高齢化の進展を受け、医療
ニーズに応じた病床数の拡大や医療機関の設置な

どの整備を進めてきたことの結果とし
て医療費が増加したと考えられる。

「はじめに」でも触れたように、今後
埼玉県は急速に高齢化する。国立社
会保障・人口問題研究所の推計による
と、特に75歳以上の人口比率は2015
年に10.6％であったものが、2025年に
は16.8％と1.6倍となり、その伸び率は
全国で最も高く、2025年以降は75歳
以上の人口比率の上昇は若干緩やか
になるものの、引き続き上昇し、2045
年には20.1％と2015年の1.9倍となり、
その伸び率は全国で3番目に高い。
医療費は高齢になるに従い増加す

るので、今後、埼玉県においても医療
費の増加が予想される。日本は国民全

員が医療を受けやすいように社会保険方式による
国民皆保険制度がとられているが、被保険者として
高齢者が多い国民健康保険や後期高齢者医療制
度では現状でも保険料だけでは保険給付費を賄い
きれず、国庫負担に加え都道府県負担や市町村負
担などの公費が多額に投入されている。今後高齢

化の進行により医療費が増加すると、地方財政にも
影響を与える可能性が高い。
また、高齢化により、医療需要が高まることは言う
までもない。埼玉県は既に見てきたように人口10万
人当たりの病床数や一般診療所数が少ないほか、
常勤換算医師数が少ないという特徴がある。今後、
75歳以上人口比率が全国で最も速く上昇するなか、
高まる医療需要に対応すべく、医療費の増加を可
能な限り抑えながら、いかに効率的な医療提供体
制を整えていくかが課題となる。今後医療提供体制
を整備していく埼玉県にとっては、既にみたように、
病床や医療機関の多さが結果的に医療費増加に
結び付いた他県の例などを踏まえて対応していくこ
とが重要になると思われる。
最後に埼玉県の医療に関わる主な取り組みにつ

いてみていきたい。
まず初めに埼玉県の医療提供体制の整備につい
ては、埼玉県地域保健医療計画のほか、埼玉県5か
年計画においても、施策⑦地域医療体制の充実、施
策⑧医師・看護師確保対策の推進を掲げ、対応を進
めている。これは、団塊の世代が全員後期高齢者
（75歳以上）となる2025年に向け、地域ごとの医療
提供体制を整備すべく地域医療構想の策定を国が
各都道府県に求めていることを受けたものである。
地域医療構想は医療機能の分化・連携により、効率
的な医療提供体制を構築することを目的とし、地域
ごとに高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4つの
病床機能ごとの2025年の需要に基づく必要病床数
を推計し、地域の医療関係者の協議を通じて病床の
機能分化と連携を進め、地域の現状の病床機能ごと
の病床数をそれに近づけていこうとするものである。

費は38位であるが、入院医療費は40位、入院外医
療費は30位、歯科医療費は20位となっている。
高齢化の進行状況を補正した年齢調整後の医
療費においても都道府県ごとに差が出るのはどの
ような要因によるのであろうか。人口10万対病床数
(病院・診療所計)の多い上位10県について一人当
たり年齢調整後入院医療費をみると、8県が10位
以内となっており、病床数が多いことが結果的に入
院医療費を引き上げたと考えられる。埼玉県の人口
10万対病床数は46位で神奈川県の47位に次いで
少なく、一人当たり年齢調整後入院医療費は40位
となっている。表には記載していないが、同様に、人
口10万対一般診療所数の多い上位10県について
みると、6県で一人当たり年齢調整後入院外医療費

～4歳」までは人口一人当たりの医療費は年間
245.5千円となっているが、「15～19歳」に80.9千
円まで低下した後は上昇に転じ、70歳以上で50万
円以上となり、85歳以上では100万円を超える。な
お、国民医療費は、医療保険制度等からの給付費
のほか、患者の窓口での自己負担分を含む総医療
費のことを言う。

「平成28年度国民医療費の概況」によると、埼玉
県の平成28年度の一人当たり国民医療費は29.2
万円で全国で最も低くなっている。右の図は各都道
府県別の国民医療費を低い順に左から並べて作図
しているが、65歳以上人口比率も75歳以上人口比
率も各都道府県により多少の凹凸はあるものの、概
ね右上がりとなっており、高齢化が進むと医療費が
増えることが視覚的にわかる。この図からは、埼玉
県の一人当たり国民医療費が最も低くなっているの
は、高齢化が進んでいないことが大きな要因という
ことがわかる。
次に埼玉県の医療提供態勢について、厚生労働
省が医療費の地域の偏りを調査するために算出し
た一人当たり年齢調整後医療費と関連付けながら
見ていきたい。これは各都道府県の年齢階級別一
人当たり医療費をもとに、年齢構成が全国と同じと

埼玉県の医療における
今後の課題

（注）「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて高齢者が、可能な限
り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営む
ことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活
の支援が包括的に確保される体制のこと

●一人当たり年齢調整後医療費と医療提供体制
　(年齢調整後医療費の高い上位10県、人口10万対病床の多い10県・
　 埼玉県を抜粋)

●今後の埼玉県人口推移

●病床機能報告による病床数と必要病床数の比較

資料：厚生労働省　「平成29年医療施設調査」・「平成28年度医療費の地域差分析」　（注）(　)内の数字は全国の順位を示す

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（都道府県）」 資料：埼玉県「地域保健医療計画」・「地域医療構想」

（単位：医療費は円）

   全国平均 331,970  130,659  178,800  22,511  1,305

    福岡県 381,648 (1) 170,071 (4) 186,331 (7) 25,246 (2) 1,820 (11)

    高知県 380,765 (2) 181,048 (1) 179,142 (17) 20,575 (23) 2,721 (1)

    佐賀県 376,329 (3) 164,747 (7) 189,687 (3) 21,895 (15) 2,103 (6)

    長崎県 375,558 (4) 172,813 (3) 181,037 (12) 21,708 (17) 2,211 (4)

    大阪府 374,079 (5) 146,250 (13) 198,947 (1) 28,882 (1) 1,239 (33)

  鹿児島県 369,956 (6) 174,138 (2) 176,508 (24) 19,310 (36) 2,396 (2)

    北海道 368,532 (7) 165,431 (6) 180,552 (14) 22,548 (12) 1,894 (10)

    熊本県 361,472 (8) 162,658 (8) 178,416 (20) 20,398 (25) 2,248 (3)

    大分県 359,344 (9) 161,989 (9) 178,602 (19) 18,753 (42) 2,068 (7)

    徳島県 358,945 (10) 152,513 (11) 182,671 (9) 23,761 (10) 2,185 (5)

    山口県 354,762 (11) 154,900 (10) 178,234 (21) 21,629 (18) 2,054 (8)

    宮崎県 333,775 (22) 141,545 (15) 172,573 (29) 19,658 (33) 1,992 (9)

    埼玉県 307,422 (38) 113,700 (40) 172,156 (30) 21,566 (20) 891 (46)

一人当たり年齢
調整後医療費 うち、

入院医療費
うち、

入院外医療費
うち、

歯科医療費

人口10万
対病床数

（病院・診療所計）
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65歳以上割合(右軸) 75歳以上割合(右軸)

（年）

全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟無回答等

50,682

54,210

▲3,528

6,365

5,528

837

24,702

17,954

6,748

4,830

16,717

▲11,887

13,013

14,011

▲998

1,772①2017年度
病床機能報告
②2025年
必要病床数推計
差（①－②）

(注)
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埼玉県内設備投資動向調査
県内企業の設備投資意欲は引き続き強い

アンケート調査①

仮定して算出されたものである。実績医療費に比べ
ると年齢調整後医療費の方が都道府県ごとのバラ
ツキが小さくなっているものの、都道府県ごとの差
は依然見られる。一人当たり実績医療費も一人当た
り年齢調整後医療費も総じて北海道と西日本で高く
なっている。埼玉県は実績医療費が29.2万円で全
国で最も低くなっているが、年齢調整後医療費でみ
ると30.7万円で下から10番目の水準となっている。
一人当たり年齢調整後医療費の高い上位10県の
項目別医療費を見てみると、入院医療費については
10県中8県が、入院外医療費については10県中4県
が、歯科医療費については10県中3県が10位以内と
なっており、全体の医療費は入院医療費との関連が
強そうである。埼玉県の一人当たり年齢調整後医療

我が国は少子高齢化が進み、年金・医療・介護な
どの社会保障制度の持続可能性が問題となってい
る。国も社会保障と税の一体改革を進めるなど、環
境変化に応じた制度の刷新を進めようと動いてい
る。埼玉県は現状では人口が増加しているなか、高
齢化率は低く、県民一人当たりの医療費は低い水
準にあるが、国立社会保障・人口問題研究所の推
計では今後高齢化率が高まり、特に2015年から
2025年までに75歳以上の人口比率が国内で最も
速く上昇することが懸念されている。本稿ではその
ようななかで埼玉県の医療の現状と課題について
考察する。

厚生労働省「平成28年度国民医療費の概況」に
よると、2016年度の国民医療費は42.1兆円となり
1980年度の12.0兆円の3.5倍の規模に膨らんで
いる。65歳以上人口の全人口に対する比率、いわ
ゆる高齢化率は1980年の9.1％が2015年には
26.3％になったほか、75歳以上人口比率も同期間
で3.1％から12.7％になっており、高齢化に伴って国
民医療費が増加したと言え、今後さらに高齢化が進
むと医療費はさらに増加していくと考えられる。
「平成28年度国民医療費の概況」によると、「0

地域医療構想に基づく必要病床数と2017年度に各
病院から提出された病床機能報告結果は作成方法
が違うため、単純に比較はできないが、数字の上で
は埼玉県全体では3,528床が不足し、特に回復期機
能は11,887床と大幅に不足していることがわかる。
一方、高度急性期や急性期は2025年の医療需要を
勘案すると過大である。病床の増加は医療費増加に
結びつきやすいことから、いかに病床転換を進める
かが課題となってくるものと思われる。
次に国が市町村に構築を求めている地域包括ケ

アシステム（注）については埼玉県高齢者支援計画の
ほか、埼玉県５か年計画にて、施策⑤地域で高齢者
が安心して暮らせる社会づくりを掲げ、取り組みを
進めている。ひとくちに「高齢者」といっても元気な
高齢者も多い。地域包括ケアシステムの望ましい姿
は健康状態に問題がない高齢者が支えられる側か
ら支える側に回って医療・介護を含む地域の課題解
決を側面支援することだと考える。2015年国勢調
査によると、埼玉県は後期高齢者（75歳以上）の一
歩手前である65～74歳の人口は102万人と東京
都、大阪府、神奈川県に続き厚みがある。この65～
74歳で健康に問題のない方々に地域において支え
る側としてイキイキと活躍してもらうことで、自分自
身の健康も維持していくような地域包括ケアシステ
ムが多くの市町村で策定されることを期待したい。

最後に医療費増加抑制や県民の健康保持のため
の予防に関わる取り組みについては、埼玉県地域保
健医療計画のほか、埼玉県5か年計画にて、施策④生
涯を通じた健康の確保を掲げ、取り組みを進めている。
医療提供体制や医療費が関連する医療保険制度

は国の施策に負うところが大きいが、上記の取り組み
により県民誰もが安心して医療を受けられる医療提
供体制が保たれることを期待したい。      （太田富雄）

が10位以内となり、人口10万対歯科診療所数の多
い上位10県では、7県で一人当たり年齢調整後歯
科医療費が10位以内となっているなど、医療機関
の多さが年齢調整後医療費を引き上げていると考
えられ、そのうち特に入院医療費が医療費全体に
大きな影響を与えると考えられる。
埼玉県は今まで高齢化が進んでいなかったこと

から医療ニーズが低く、医療提供態勢の早期整備
の必要性も低かった。医療ニーズが低いことが、人
口10万対病床数や一般診療所数などを全国平均
に比して少なくさせ、一人当たり年齢調整後医療費
を低くしてきたと考えられる。加えて高齢化が現在
でも進んでいないことから一人当たり実績医療費を
低くしてきたと言える。年齢調整後医療費の高い都
道府県では、早くからの高齢化の進展を受け、医療
ニーズに応じた病床数の拡大や医療機関の設置な

どの整備を進めてきたことの結果とし
て医療費が増加したと考えられる。

「はじめに」でも触れたように、今後
埼玉県は急速に高齢化する。国立社
会保障・人口問題研究所の推計による
と、特に75歳以上の人口比率は2015
年に10.6％であったものが、2025年に
は16.8％と1.6倍となり、その伸び率は
全国で最も高く、2025年以降は75歳
以上の人口比率の上昇は若干緩やか
になるものの、引き続き上昇し、2045
年には20.1％と2015年の1.9倍となり、
その伸び率は全国で3番目に高い。
医療費は高齢になるに従い増加す

るので、今後、埼玉県においても医療
費の増加が予想される。日本は国民全

員が医療を受けやすいように社会保険方式による
国民皆保険制度がとられているが、被保険者として
高齢者が多い国民健康保険や後期高齢者医療制
度では現状でも保険料だけでは保険給付費を賄い
きれず、国庫負担に加え都道府県負担や市町村負
担などの公費が多額に投入されている。今後高齢

化の進行により医療費が増加すると、地方財政にも
影響を与える可能性が高い。
また、高齢化により、医療需要が高まることは言う
までもない。埼玉県は既に見てきたように人口10万
人当たりの病床数や一般診療所数が少ないほか、
常勤換算医師数が少ないという特徴がある。今後、
75歳以上人口比率が全国で最も速く上昇するなか、
高まる医療需要に対応すべく、医療費の増加を可
能な限り抑えながら、いかに効率的な医療提供体
制を整えていくかが課題となる。今後医療提供体制
を整備していく埼玉県にとっては、既にみたように、
病床や医療機関の多さが結果的に医療費増加に
結び付いた他県の例などを踏まえて対応していくこ
とが重要になると思われる。
最後に埼玉県の医療に関わる主な取り組みにつ

いてみていきたい。
まず初めに埼玉県の医療提供体制の整備につい
ては、埼玉県地域保健医療計画のほか、埼玉県5か
年計画においても、施策⑦地域医療体制の充実、施
策⑧医師・看護師確保対策の推進を掲げ、対応を進
めている。これは、団塊の世代が全員後期高齢者
（75歳以上）となる2025年に向け、地域ごとの医療
提供体制を整備すべく地域医療構想の策定を国が
各都道府県に求めていることを受けたものである。
地域医療構想は医療機能の分化・連携により、効率
的な医療提供体制を構築することを目的とし、地域
ごとに高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4つの
病床機能ごとの2025年の需要に基づく必要病床数
を推計し、地域の医療関係者の協議を通じて病床の
機能分化と連携を進め、地域の現状の病床機能ごと
の病床数をそれに近づけていこうとするものである。

費は38位であるが、入院医療費は40位、入院外医
療費は30位、歯科医療費は20位となっている。
高齢化の進行状況を補正した年齢調整後の医
療費においても都道府県ごとに差が出るのはどの
ような要因によるのであろうか。人口10万対病床数
(病院・診療所計)の多い上位10県について一人当
たり年齢調整後入院医療費をみると、8県が10位
以内となっており、病床数が多いことが結果的に入
院医療費を引き上げたと考えられる。埼玉県の人口
10万対病床数は46位で神奈川県の47位に次いで
少なく、一人当たり年齢調整後入院医療費は40位
となっている。表には記載していないが、同様に、人
口10万対一般診療所数の多い上位10県について
みると、6県で一人当たり年齢調整後入院外医療費

～4歳」までは人口一人当たりの医療費は年間
245.5千円となっているが、「15～19歳」に80.9千
円まで低下した後は上昇に転じ、70歳以上で50万
円以上となり、85歳以上では100万円を超える。な
お、国民医療費は、医療保険制度等からの給付費
のほか、患者の窓口での自己負担分を含む総医療
費のことを言う。

「平成28年度国民医療費の概況」によると、埼玉
県の平成28年度の一人当たり国民医療費は29.2
万円で全国で最も低くなっている。右の図は各都道
府県別の国民医療費を低い順に左から並べて作図
しているが、65歳以上人口比率も75歳以上人口比
率も各都道府県により多少の凹凸はあるものの、概
ね右上がりとなっており、高齢化が進むと医療費が
増えることが視覚的にわかる。この図からは、埼玉
県の一人当たり国民医療費が最も低くなっているの
は、高齢化が進んでいないことが大きな要因という
ことがわかる。
次に埼玉県の医療提供態勢について、厚生労働
省が医療費の地域の偏りを調査するために算出し
た一人当たり年齢調整後医療費と関連付けながら
見ていきたい。これは各都道府県の年齢階級別一
人当たり医療費をもとに、年齢構成が全国と同じと

2019年7月中旬実施。対象企業数946社、
回答企業数224社、回答率23.7％。

設備投資計画の有無
2019年度に設備投資の「計画有り」とした企業は、

回答企業224社のうち156社で69.6％（前年比▲1.4
ポイント）となった。リーマンショック直後の2009年調査
以来10年ぶりの減少となったものの、水準は高く、県内
企業の設備投資意欲は引き続き強いものとなっている。
業種別にみると、「計画有り」とした企業は製造業が
82.3％（前年比＋2.8ポイント）、非製造業は62.8％（同
▲2.9ポイント）となった。前年に比べ製造業では増加し、
非製造業は減少となった。
規模別にみると、「計画有り」とした企業は大企業が
72.2％（前年比▲19.8ポイント）、中小企業は69.4％
（同＋1.2ポイント）となった。前年に比べ大企業では減
少となり、中小企業は増加した。

設備投資計画額
2019年度の設備投資計画額は、当該企業の2018
年度実績に対して＋15.4％となり、前年に比べ増加し
た。設備投資の「計画有り」と回答する企業割合が高
水準を維持するなか、投資額についても前年を上回る
結果となり、県内企業の設備投資は堅調な動きが続
いている。

業種別にみると、製造業は前年比＋27.9％、非製造業
は同＋12.2％と、製造業、非製造業ともに増加となった。
規模別にみると、大企業は前年比＋40.3％となり前
年を上回った。中小企業は同▲5.0％と減少したが、減
少幅は小幅なものにとどまり、前年とほぼ同水準の投資
額となっている。

設備投資理由
2019年度に設備投資の「計画有り」とした企業のう

ち、その理由（複数回答）として最も多かったのは「設備
更新」の79.5％(前年比▲1.0ポイント)で、以下「コスト
ダウン・合理化に対応」36.5％（同▲1.2ポイント）、「技
術革新・品質向上に対応」35.3％（同▲1.1ポイント)、
「新製品開発に対応」20.5％（同＋2.3ポイント）、「売
上・受注見通しの好転」19.9％（同▲0.9ポイント）、「環
境問題に対処」12.2％（同▲2.7ポイント）の順となった。
前年調査と比べ大きな変動はなく、引き続き既存設備
の更新や省力化、効率化に対応するための投資が多く
なっている。
業種別にみると、製造業は「設備更新」が78.5％（前
年比＋1.2ポイント）で最も多く、以下「技術革新・品質
向上に対応」43.1％（同▲3.9ポイント) 、「コストダウン・
合理化に対応」40.0％（同▲5.5ポイント）と続いた。非
製造業も「設備更新」が80.2％（同▲2.8ポイント）で最
も多く、以下「コストダウン・合理化に対応」34.1％（同＋
2.3ポイント）、「技術革新・品質向上に対応」29.7％（同

＋1.3ポイント）の順となった。

設備投資対象物件
設備投資の対象物件（複数回答）は、「情報関連・事
務用機器」が55.1％（前年比＋8.3ポイント）で最も多く、
以下「生産機械」46.8％（同▲3.2ポイント）、「建物・構
築物」41.0％（同＋1.4ポイント）、「車両運搬具」36.5％
（同＋2.7ポイント）、「販売機器」12.8％（同＋1.1ポイン
ト）、「土地」10.9％（同＋1.8ポイント）の順となった。
「情報関連・事務用機器」は3年連続で増加し、前年
調査で最も多かった「生産機械」を上回る結果となった。
既存のOA機器の更新や、深刻化する人手不足に対応
した業務効率化のための投資が増えていることが要因
とみられる。
業種別にみると、製造業は「生産機械」が81.5％（前
年比▲7.9ポイント）で最も多く、次いで「情報関連・事
務用機器」46.2％（同▲0.8ポイント）となり、非製造業
は「情報関連・事務用機器」が61.5％（同＋14.9ポイン
ト）で最も多く、次いで「車両運搬具」48.4％（同＋7.5ポ
イント）と続いた。前年調査に比べ、非製造業で「情報
関連・事務用機器」が大幅増となった。

来年度の設備投資計画
来年度（2020年度）の設備投資計画は「増加」
15.4％、「変わらない」63.0％、「減少」21.6％となった。
「減少」が「増加」を6.2ポイント上回り、来年度の設備
投資計画については、やや慎重な姿勢となっている。米
中貿易摩擦や中国経済の減速、また消費増税後の消
費の落ち込みなどによる景気の先行き懸念が影響して
いるとみられる。
業種別にみると、製造業は「増加」18.9％、「減少」
23.0％となり、非製造業は「増加」13.4％、「減少」
20.9％となった。 （辻　和）
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●設備投資計画額 （単位：社、百万円、%）
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●来年度の設備投資計画
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●設備投資「計画有り」の企業割合の推移
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埼玉県内設備投資動向調査
県内企業の設備投資意欲は引き続き強い

アンケート調査①

仮定して算出されたものである。実績医療費に比べ
ると年齢調整後医療費の方が都道府県ごとのバラ
ツキが小さくなっているものの、都道府県ごとの差
は依然見られる。一人当たり実績医療費も一人当た
り年齢調整後医療費も総じて北海道と西日本で高く
なっている。埼玉県は実績医療費が29.2万円で全
国で最も低くなっているが、年齢調整後医療費でみ
ると30.7万円で下から10番目の水準となっている。
一人当たり年齢調整後医療費の高い上位10県の
項目別医療費を見てみると、入院医療費については
10県中8県が、入院外医療費については10県中4県
が、歯科医療費については10県中3県が10位以内と
なっており、全体の医療費は入院医療費との関連が
強そうである。埼玉県の一人当たり年齢調整後医療

我が国は少子高齢化が進み、年金・医療・介護な
どの社会保障制度の持続可能性が問題となってい
る。国も社会保障と税の一体改革を進めるなど、環
境変化に応じた制度の刷新を進めようと動いてい
る。埼玉県は現状では人口が増加しているなか、高
齢化率は低く、県民一人当たりの医療費は低い水
準にあるが、国立社会保障・人口問題研究所の推
計では今後高齢化率が高まり、特に2015年から
2025年までに75歳以上の人口比率が国内で最も
速く上昇することが懸念されている。本稿ではその
ようななかで埼玉県の医療の現状と課題について
考察する。

厚生労働省「平成28年度国民医療費の概況」に
よると、2016年度の国民医療費は42.1兆円となり
1980年度の12.0兆円の3.5倍の規模に膨らんで
いる。65歳以上人口の全人口に対する比率、いわ
ゆる高齢化率は1980年の9.1％が2015年には
26.3％になったほか、75歳以上人口比率も同期間
で3.1％から12.7％になっており、高齢化に伴って国
民医療費が増加したと言え、今後さらに高齢化が進
むと医療費はさらに増加していくと考えられる。
「平成28年度国民医療費の概況」によると、「0

地域医療構想に基づく必要病床数と2017年度に各
病院から提出された病床機能報告結果は作成方法
が違うため、単純に比較はできないが、数字の上で
は埼玉県全体では3,528床が不足し、特に回復期機
能は11,887床と大幅に不足していることがわかる。
一方、高度急性期や急性期は2025年の医療需要を
勘案すると過大である。病床の増加は医療費増加に
結びつきやすいことから、いかに病床転換を進める
かが課題となってくるものと思われる。
次に国が市町村に構築を求めている地域包括ケ

アシステム（注）については埼玉県高齢者支援計画の
ほか、埼玉県５か年計画にて、施策⑤地域で高齢者
が安心して暮らせる社会づくりを掲げ、取り組みを
進めている。ひとくちに「高齢者」といっても元気な
高齢者も多い。地域包括ケアシステムの望ましい姿
は健康状態に問題がない高齢者が支えられる側か
ら支える側に回って医療・介護を含む地域の課題解
決を側面支援することだと考える。2015年国勢調
査によると、埼玉県は後期高齢者（75歳以上）の一
歩手前である65～74歳の人口は102万人と東京
都、大阪府、神奈川県に続き厚みがある。この65～
74歳で健康に問題のない方々に地域において支え
る側としてイキイキと活躍してもらうことで、自分自
身の健康も維持していくような地域包括ケアシステ
ムが多くの市町村で策定されることを期待したい。

最後に医療費増加抑制や県民の健康保持のため
の予防に関わる取り組みについては、埼玉県地域保
健医療計画のほか、埼玉県5か年計画にて、施策④生
涯を通じた健康の確保を掲げ、取り組みを進めている。
医療提供体制や医療費が関連する医療保険制度

は国の施策に負うところが大きいが、上記の取り組み
により県民誰もが安心して医療を受けられる医療提
供体制が保たれることを期待したい。      （太田富雄）

が10位以内となり、人口10万対歯科診療所数の多
い上位10県では、7県で一人当たり年齢調整後歯
科医療費が10位以内となっているなど、医療機関
の多さが年齢調整後医療費を引き上げていると考
えられ、そのうち特に入院医療費が医療費全体に
大きな影響を与えると考えられる。
埼玉県は今まで高齢化が進んでいなかったこと

から医療ニーズが低く、医療提供態勢の早期整備
の必要性も低かった。医療ニーズが低いことが、人
口10万対病床数や一般診療所数などを全国平均
に比して少なくさせ、一人当たり年齢調整後医療費
を低くしてきたと考えられる。加えて高齢化が現在
でも進んでいないことから一人当たり実績医療費を
低くしてきたと言える。年齢調整後医療費の高い都
道府県では、早くからの高齢化の進展を受け、医療
ニーズに応じた病床数の拡大や医療機関の設置な

どの整備を進めてきたことの結果とし
て医療費が増加したと考えられる。

「はじめに」でも触れたように、今後
埼玉県は急速に高齢化する。国立社
会保障・人口問題研究所の推計による
と、特に75歳以上の人口比率は2015
年に10.6％であったものが、2025年に
は16.8％と1.6倍となり、その伸び率は
全国で最も高く、2025年以降は75歳
以上の人口比率の上昇は若干緩やか
になるものの、引き続き上昇し、2045
年には20.1％と2015年の1.9倍となり、
その伸び率は全国で3番目に高い。
医療費は高齢になるに従い増加す

るので、今後、埼玉県においても医療
費の増加が予想される。日本は国民全

員が医療を受けやすいように社会保険方式による
国民皆保険制度がとられているが、被保険者として
高齢者が多い国民健康保険や後期高齢者医療制
度では現状でも保険料だけでは保険給付費を賄い
きれず、国庫負担に加え都道府県負担や市町村負
担などの公費が多額に投入されている。今後高齢

化の進行により医療費が増加すると、地方財政にも
影響を与える可能性が高い。
また、高齢化により、医療需要が高まることは言う
までもない。埼玉県は既に見てきたように人口10万
人当たりの病床数や一般診療所数が少ないほか、
常勤換算医師数が少ないという特徴がある。今後、
75歳以上人口比率が全国で最も速く上昇するなか、
高まる医療需要に対応すべく、医療費の増加を可
能な限り抑えながら、いかに効率的な医療提供体
制を整えていくかが課題となる。今後医療提供体制
を整備していく埼玉県にとっては、既にみたように、
病床や医療機関の多さが結果的に医療費増加に
結び付いた他県の例などを踏まえて対応していくこ
とが重要になると思われる。
最後に埼玉県の医療に関わる主な取り組みにつ

いてみていきたい。
まず初めに埼玉県の医療提供体制の整備につい
ては、埼玉県地域保健医療計画のほか、埼玉県5か
年計画においても、施策⑦地域医療体制の充実、施
策⑧医師・看護師確保対策の推進を掲げ、対応を進
めている。これは、団塊の世代が全員後期高齢者
（75歳以上）となる2025年に向け、地域ごとの医療
提供体制を整備すべく地域医療構想の策定を国が
各都道府県に求めていることを受けたものである。
地域医療構想は医療機能の分化・連携により、効率
的な医療提供体制を構築することを目的とし、地域
ごとに高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4つの
病床機能ごとの2025年の需要に基づく必要病床数
を推計し、地域の医療関係者の協議を通じて病床の
機能分化と連携を進め、地域の現状の病床機能ごと
の病床数をそれに近づけていこうとするものである。

費は38位であるが、入院医療費は40位、入院外医
療費は30位、歯科医療費は20位となっている。
高齢化の進行状況を補正した年齢調整後の医
療費においても都道府県ごとに差が出るのはどの
ような要因によるのであろうか。人口10万対病床数
(病院・診療所計)の多い上位10県について一人当
たり年齢調整後入院医療費をみると、8県が10位
以内となっており、病床数が多いことが結果的に入
院医療費を引き上げたと考えられる。埼玉県の人口
10万対病床数は46位で神奈川県の47位に次いで
少なく、一人当たり年齢調整後入院医療費は40位
となっている。表には記載していないが、同様に、人
口10万対一般診療所数の多い上位10県について
みると、6県で一人当たり年齢調整後入院外医療費

～4歳」までは人口一人当たりの医療費は年間
245.5千円となっているが、「15～19歳」に80.9千
円まで低下した後は上昇に転じ、70歳以上で50万
円以上となり、85歳以上では100万円を超える。な
お、国民医療費は、医療保険制度等からの給付費
のほか、患者の窓口での自己負担分を含む総医療
費のことを言う。

「平成28年度国民医療費の概況」によると、埼玉
県の平成28年度の一人当たり国民医療費は29.2
万円で全国で最も低くなっている。右の図は各都道
府県別の国民医療費を低い順に左から並べて作図
しているが、65歳以上人口比率も75歳以上人口比
率も各都道府県により多少の凹凸はあるものの、概
ね右上がりとなっており、高齢化が進むと医療費が
増えることが視覚的にわかる。この図からは、埼玉
県の一人当たり国民医療費が最も低くなっているの
は、高齢化が進んでいないことが大きな要因という
ことがわかる。
次に埼玉県の医療提供態勢について、厚生労働
省が医療費の地域の偏りを調査するために算出し
た一人当たり年齢調整後医療費と関連付けながら
見ていきたい。これは各都道府県の年齢階級別一
人当たり医療費をもとに、年齢構成が全国と同じと

2019年7月中旬実施。対象企業数946社、
回答企業数224社、回答率23.7％。

設備投資計画の有無
2019年度に設備投資の「計画有り」とした企業は、

回答企業224社のうち156社で69.6％（前年比▲1.4
ポイント）となった。リーマンショック直後の2009年調査
以来10年ぶりの減少となったものの、水準は高く、県内
企業の設備投資意欲は引き続き強いものとなっている。
業種別にみると、「計画有り」とした企業は製造業が
82.3％（前年比＋2.8ポイント）、非製造業は62.8％（同
▲2.9ポイント）となった。前年に比べ製造業では増加し、
非製造業は減少となった。
規模別にみると、「計画有り」とした企業は大企業が
72.2％（前年比▲19.8ポイント）、中小企業は69.4％
（同＋1.2ポイント）となった。前年に比べ大企業では減
少となり、中小企業は増加した。

設備投資計画額
2019年度の設備投資計画額は、当該企業の2018
年度実績に対して＋15.4％となり、前年に比べ増加し
た。設備投資の「計画有り」と回答する企業割合が高
水準を維持するなか、投資額についても前年を上回る
結果となり、県内企業の設備投資は堅調な動きが続
いている。

業種別にみると、製造業は前年比＋27.9％、非製造業
は同＋12.2％と、製造業、非製造業ともに増加となった。
規模別にみると、大企業は前年比＋40.3％となり前
年を上回った。中小企業は同▲5.0％と減少したが、減
少幅は小幅なものにとどまり、前年とほぼ同水準の投資
額となっている。

設備投資理由
2019年度に設備投資の「計画有り」とした企業のう

ち、その理由（複数回答）として最も多かったのは「設備
更新」の79.5％(前年比▲1.0ポイント)で、以下「コスト
ダウン・合理化に対応」36.5％（同▲1.2ポイント）、「技
術革新・品質向上に対応」35.3％（同▲1.1ポイント)、
「新製品開発に対応」20.5％（同＋2.3ポイント）、「売
上・受注見通しの好転」19.9％（同▲0.9ポイント）、「環
境問題に対処」12.2％（同▲2.7ポイント）の順となった。
前年調査と比べ大きな変動はなく、引き続き既存設備
の更新や省力化、効率化に対応するための投資が多く
なっている。
業種別にみると、製造業は「設備更新」が78.5％（前
年比＋1.2ポイント）で最も多く、以下「技術革新・品質
向上に対応」43.1％（同▲3.9ポイント) 、「コストダウン・
合理化に対応」40.0％（同▲5.5ポイント）と続いた。非
製造業も「設備更新」が80.2％（同▲2.8ポイント）で最
も多く、以下「コストダウン・合理化に対応」34.1％（同＋
2.3ポイント）、「技術革新・品質向上に対応」29.7％（同

＋1.3ポイント）の順となった。

設備投資対象物件
設備投資の対象物件（複数回答）は、「情報関連・事
務用機器」が55.1％（前年比＋8.3ポイント）で最も多く、
以下「生産機械」46.8％（同▲3.2ポイント）、「建物・構
築物」41.0％（同＋1.4ポイント）、「車両運搬具」36.5％
（同＋2.7ポイント）、「販売機器」12.8％（同＋1.1ポイン
ト）、「土地」10.9％（同＋1.8ポイント）の順となった。
「情報関連・事務用機器」は3年連続で増加し、前年
調査で最も多かった「生産機械」を上回る結果となった。
既存のOA機器の更新や、深刻化する人手不足に対応
した業務効率化のための投資が増えていることが要因
とみられる。
業種別にみると、製造業は「生産機械」が81.5％（前
年比▲7.9ポイント）で最も多く、次いで「情報関連・事
務用機器」46.2％（同▲0.8ポイント）となり、非製造業
は「情報関連・事務用機器」が61.5％（同＋14.9ポイン
ト）で最も多く、次いで「車両運搬具」48.4％（同＋7.5ポ
イント）と続いた。前年調査に比べ、非製造業で「情報
関連・事務用機器」が大幅増となった。

来年度の設備投資計画
来年度（2020年度）の設備投資計画は「増加」
15.4％、「変わらない」63.0％、「減少」21.6％となった。
「減少」が「増加」を6.2ポイント上回り、来年度の設備
投資計画については、やや慎重な姿勢となっている。米
中貿易摩擦や中国経済の減速、また消費増税後の消
費の落ち込みなどによる景気の先行き懸念が影響して
いるとみられる。
業種別にみると、製造業は「増加」18.9％、「減少」
23.0％となり、非製造業は「増加」13.4％、「減少」
20.9％となった。 （辻　和）
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仮定して算出されたものである。実績医療費に比べ
ると年齢調整後医療費の方が都道府県ごとのバラ
ツキが小さくなっているものの、都道府県ごとの差
は依然見られる。一人当たり実績医療費も一人当た
り年齢調整後医療費も総じて北海道と西日本で高く
なっている。埼玉県は実績医療費が29.2万円で全
国で最も低くなっているが、年齢調整後医療費でみ
ると30.7万円で下から10番目の水準となっている。
一人当たり年齢調整後医療費の高い上位10県の
項目別医療費を見てみると、入院医療費については
10県中8県が、入院外医療費については10県中4県
が、歯科医療費については10県中3県が10位以内と
なっており、全体の医療費は入院医療費との関連が
強そうである。埼玉県の一人当たり年齢調整後医療

我が国は少子高齢化が進み、年金・医療・介護な
どの社会保障制度の持続可能性が問題となってい
る。国も社会保障と税の一体改革を進めるなど、環
境変化に応じた制度の刷新を進めようと動いてい
る。埼玉県は現状では人口が増加しているなか、高
齢化率は低く、県民一人当たりの医療費は低い水
準にあるが、国立社会保障・人口問題研究所の推
計では今後高齢化率が高まり、特に2015年から
2025年までに75歳以上の人口比率が国内で最も
速く上昇することが懸念されている。本稿ではその
ようななかで埼玉県の医療の現状と課題について
考察する。

厚生労働省「平成28年度国民医療費の概況」に
よると、2016年度の国民医療費は42.1兆円となり
1980年度の12.0兆円の3.5倍の規模に膨らんで
いる。65歳以上人口の全人口に対する比率、いわ
ゆる高齢化率は1980年の9.1％が2015年には
26.3％になったほか、75歳以上人口比率も同期間
で3.1％から12.7％になっており、高齢化に伴って国
民医療費が増加したと言え、今後さらに高齢化が進
むと医療費はさらに増加していくと考えられる。
「平成28年度国民医療費の概況」によると、「0

地域医療構想に基づく必要病床数と2017年度に各
病院から提出された病床機能報告結果は作成方法
が違うため、単純に比較はできないが、数字の上で
は埼玉県全体では3,528床が不足し、特に回復期機
能は11,887床と大幅に不足していることがわかる。
一方、高度急性期や急性期は2025年の医療需要を
勘案すると過大である。病床の増加は医療費増加に
結びつきやすいことから、いかに病床転換を進める
かが課題となってくるものと思われる。
次に国が市町村に構築を求めている地域包括ケ

アシステム（注）については埼玉県高齢者支援計画の
ほか、埼玉県５か年計画にて、施策⑤地域で高齢者
が安心して暮らせる社会づくりを掲げ、取り組みを
進めている。ひとくちに「高齢者」といっても元気な
高齢者も多い。地域包括ケアシステムの望ましい姿
は健康状態に問題がない高齢者が支えられる側か
ら支える側に回って医療・介護を含む地域の課題解
決を側面支援することだと考える。2015年国勢調
査によると、埼玉県は後期高齢者（75歳以上）の一
歩手前である65～74歳の人口は102万人と東京
都、大阪府、神奈川県に続き厚みがある。この65～
74歳で健康に問題のない方々に地域において支え
る側としてイキイキと活躍してもらうことで、自分自
身の健康も維持していくような地域包括ケアシステ
ムが多くの市町村で策定されることを期待したい。

最後に医療費増加抑制や県民の健康保持のため
の予防に関わる取り組みについては、埼玉県地域保
健医療計画のほか、埼玉県5か年計画にて、施策④生
涯を通じた健康の確保を掲げ、取り組みを進めている。
医療提供体制や医療費が関連する医療保険制度

は国の施策に負うところが大きいが、上記の取り組み
により県民誰もが安心して医療を受けられる医療提
供体制が保たれることを期待したい。      （太田富雄）

が10位以内となり、人口10万対歯科診療所数の多
い上位10県では、7県で一人当たり年齢調整後歯
科医療費が10位以内となっているなど、医療機関
の多さが年齢調整後医療費を引き上げていると考
えられ、そのうち特に入院医療費が医療費全体に
大きな影響を与えると考えられる。
埼玉県は今まで高齢化が進んでいなかったこと

から医療ニーズが低く、医療提供態勢の早期整備
の必要性も低かった。医療ニーズが低いことが、人
口10万対病床数や一般診療所数などを全国平均
に比して少なくさせ、一人当たり年齢調整後医療費
を低くしてきたと考えられる。加えて高齢化が現在
でも進んでいないことから一人当たり実績医療費を
低くしてきたと言える。年齢調整後医療費の高い都
道府県では、早くからの高齢化の進展を受け、医療
ニーズに応じた病床数の拡大や医療機関の設置な

どの整備を進めてきたことの結果とし
て医療費が増加したと考えられる。

「はじめに」でも触れたように、今後
埼玉県は急速に高齢化する。国立社
会保障・人口問題研究所の推計による
と、特に75歳以上の人口比率は2015
年に10.6％であったものが、2025年に
は16.8％と1.6倍となり、その伸び率は
全国で最も高く、2025年以降は75歳
以上の人口比率の上昇は若干緩やか
になるものの、引き続き上昇し、2045
年には20.1％と2015年の1.9倍となり、
その伸び率は全国で3番目に高い。
医療費は高齢になるに従い増加す

るので、今後、埼玉県においても医療
費の増加が予想される。日本は国民全

員が医療を受けやすいように社会保険方式による
国民皆保険制度がとられているが、被保険者として
高齢者が多い国民健康保険や後期高齢者医療制
度では現状でも保険料だけでは保険給付費を賄い
きれず、国庫負担に加え都道府県負担や市町村負
担などの公費が多額に投入されている。今後高齢

化の進行により医療費が増加すると、地方財政にも
影響を与える可能性が高い。
また、高齢化により、医療需要が高まることは言う
までもない。埼玉県は既に見てきたように人口10万
人当たりの病床数や一般診療所数が少ないほか、
常勤換算医師数が少ないという特徴がある。今後、
75歳以上人口比率が全国で最も速く上昇するなか、
高まる医療需要に対応すべく、医療費の増加を可
能な限り抑えながら、いかに効率的な医療提供体
制を整えていくかが課題となる。今後医療提供体制
を整備していく埼玉県にとっては、既にみたように、
病床や医療機関の多さが結果的に医療費増加に
結び付いた他県の例などを踏まえて対応していくこ
とが重要になると思われる。
最後に埼玉県の医療に関わる主な取り組みにつ

いてみていきたい。
まず初めに埼玉県の医療提供体制の整備につい
ては、埼玉県地域保健医療計画のほか、埼玉県5か
年計画においても、施策⑦地域医療体制の充実、施
策⑧医師・看護師確保対策の推進を掲げ、対応を進
めている。これは、団塊の世代が全員後期高齢者
（75歳以上）となる2025年に向け、地域ごとの医療
提供体制を整備すべく地域医療構想の策定を国が
各都道府県に求めていることを受けたものである。
地域医療構想は医療機能の分化・連携により、効率
的な医療提供体制を構築することを目的とし、地域
ごとに高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4つの
病床機能ごとの2025年の需要に基づく必要病床数
を推計し、地域の医療関係者の協議を通じて病床の
機能分化と連携を進め、地域の現状の病床機能ごと
の病床数をそれに近づけていこうとするものである。

費は38位であるが、入院医療費は40位、入院外医
療費は30位、歯科医療費は20位となっている。
高齢化の進行状況を補正した年齢調整後の医
療費においても都道府県ごとに差が出るのはどの
ような要因によるのであろうか。人口10万対病床数
(病院・診療所計)の多い上位10県について一人当
たり年齢調整後入院医療費をみると、8県が10位
以内となっており、病床数が多いことが結果的に入
院医療費を引き上げたと考えられる。埼玉県の人口
10万対病床数は46位で神奈川県の47位に次いで
少なく、一人当たり年齢調整後入院医療費は40位
となっている。表には記載していないが、同様に、人
口10万対一般診療所数の多い上位10県について
みると、6県で一人当たり年齢調整後入院外医療費

～4歳」までは人口一人当たりの医療費は年間
245.5千円となっているが、「15～19歳」に80.9千
円まで低下した後は上昇に転じ、70歳以上で50万
円以上となり、85歳以上では100万円を超える。な
お、国民医療費は、医療保険制度等からの給付費
のほか、患者の窓口での自己負担分を含む総医療
費のことを言う。

「平成28年度国民医療費の概況」によると、埼玉
県の平成28年度の一人当たり国民医療費は29.2
万円で全国で最も低くなっている。右の図は各都道
府県別の国民医療費を低い順に左から並べて作図
しているが、65歳以上人口比率も75歳以上人口比
率も各都道府県により多少の凹凸はあるものの、概
ね右上がりとなっており、高齢化が進むと医療費が
増えることが視覚的にわかる。この図からは、埼玉
県の一人当たり国民医療費が最も低くなっているの
は、高齢化が進んでいないことが大きな要因という
ことがわかる。
次に埼玉県の医療提供態勢について、厚生労働
省が医療費の地域の偏りを調査するために算出し
た一人当たり年齢調整後医療費と関連付けながら
見ていきたい。これは各都道府県の年齢階級別一
人当たり医療費をもとに、年齢構成が全国と同じと

アンケート調査②

埼玉県内企業の2019年夏の ボーナス支給状況

2019年夏のボーナス支給状況について、県内企業へ
のアンケート調査を実施した。結果は以下の通りである。

ボーナス支給実績の有無
2019年夏のボーナスの支給実績をたずねたところ、

「正社員・パートともに支給」と答えた企業は全体の
54.3％で、2018年夏の支給実績54.0％から微増と
なった。これまで、「正社員・パートともに支給」の割合
は上昇し、支給対象は広がってきており、今回調査で
も微増となった。また、「正社員のみ支給」とした企業
は39.4％で前年実績の38.5％から0.9ポイント上昇し
た。「支給しない」とする企業は6.3％となり、前年実績
の7.5％から1.2ポイント低下し、支給しない企業の割
合は低くなっている。
業種別にみると、「正社員・パートともに支給」と答

えた企業は、製造業では68 .4％、非製造業では
46.9％であり、製造業で割合が高くなっている。前年
実績と比較すると、製造業では2.1ポイントの低下、非
製造業で1.6ポイントの上昇となっている。「正社員の
み支給」と答えた企業は、製造業では25.0％、非製造
業では46.9％であり、非製造業で割合が高くなってい
る。前年実績と比較すると、製造業では3.2ポイントの
上昇、非製造業で0.4ポイントの低下となっている。ま
た、「支給しない」は製造業で6.6％、非製造業で
6.2％であり、両業種とも前年に比べて減少している。

　一人当たりボーナス支給額
2019年夏のボーナス支給総額を支給対象人員で

割った、一人当たり支給額は594,230円となり、前年
実績の599,780円に比べ0.9％の減少となった（ボー
ナス支給実額を記入いただいた企業167社を集計）。
米中貿易摩擦や中国経済の減速などにより、景気の
不透明感が強まったことや、収益面で厳しい見方をする
企業が増えてきていることから、4年ぶりに減少に転じた。
業種別にみると、製造業は768,545円と前年の
778,860円から1.3％の減少、非製造業は423,798
円で前年の425,457円から0.4％の減少となった。減
少額・減少率とも製造業が非製造業を上回っている。

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

みると、2009年にリーマンショックによる輸出や生産
の落ち込み、雇用環境の大幅な悪化などにより、前年
比▲17.1％と大幅な減少となった。その後、売上、利
益の改善や雇用調整が進んだことなどから、ボーナス

支給を回復する動きがみられ、2014年まで5年連続
で改善が続いた。2015年は消費増税後の売上、利益
回復の遅れなどから、6年ぶりに減少に転じた。2016
年から2018年までは売上、利益改善の動きが続いて
いることに加え、人手不足感も強まったことから増加と
なったものの、今回は米中貿易摩擦や中国経済の減
速などにより、景気の不透明感が強まったことや、収益
面で厳しい見方をする企業が増えてきていることから、
4年ぶりに減少に転じた。

ボーナス支給総額と支給対象人員
2019年夏のボーナス支給総額は196億91百万円

で、当該企業の前年実績196億2百万円から0.5％の
増加となった。
業種別の支給総額をみると、製造業が前年比0.3％、
非製造業は同0.8％の増加となった。支給対象人員は
全体では前年比1.4％、製造業で同1.6％、非製造業
で同1.2％の増加となった。
一人当たり支給額は減少したものの、支給対象人員

が増加したことから、支給総額では増加した。

夏のボーナス支給総額（前年比）の推移
夏のボーナス支給総額（前年比）の推移をみると、
2009年に▲17.6％と大きな落ち込みとなった後、持
ち直しが続き2014年まで5年連続の増加となったが、
2015年は一人当たり支給額同様6年ぶりの減少と
なった。2016年に一人当たり支給額同様2年ぶりに増

●2019年夏のボーナス支給実績の有無

合計 製造業 非製造業

正社員・パート
ともに支給

正社員のみ支給

支給しない

54.3 
(54.0)
39.4 
(38.5)
6.3 
(7.5)

68.4 
(70.5)
25.0 
(21.8)
6.6 
(7.7)

46.9 
(45.3)
46.9 
(47.3)
6.2 
(7.4)

(%)

（　　）内は2018年実績

●2019年夏のボーナス一人当たり支給額

企業数
前年比

全産業

製造業

非製造業

167

56

111

594,230

768,545

423,798

一人当たり支給額
2019年 2018年

599,780

778,860

425,457

▲ 0.9

▲ 1.3

▲ 0.4

（社、円、％）

●2019年冬のボーナス支給予定

全産業

製造業

非製造業

18.2

17.3

18.7

増加

60.3

53.3

64.0

変わらない

17.3

26.7

12.2

減少

4.2

2.7

5.0

支給しない
（％）

前年比

全産業

製造業

非製造業

33,137

16,379

16,758

支給対象人員支給総額
2019年 2018年

32,682

16,121

16,561

1.4

1.6

1.2

前年比

19,691

12,588

7,102

2019年 2018年

19,602

12,556

7,046

0.5

0.3

0.8

●2019年夏のボーナス支給総額と支給対象人員
（百万円、人、％）

●夏のボーナス支給総額（前年比）の推移

2019年7月中旬実施。対象企業数946社、
回答企業数226社、回答率23.9％。

●冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移

20192018201720162015201420132012201120102009

（％）

（年）

▲17.6

3.0

▲3.0

5.6

2.4 2.1
0.9

8.4

4.3 4.5

0.5

▲20

▲15

▲10

▲5

0

5

10

20192018201720162015201420132012201120102009

（％）

▲20

▲15

▲10

▲5

0

5

10

（年）

▲17.1

8.5

2.8 1.9 2.4
3.5

1.9 1.7

▲3.6

▲0.9

4.7

加となり、その後も売上、利益改善の動き、人手不足
感の強まりから3年連続で増加し、2019年についても
微増となった。

2019年冬のボーナス支給予定
2019年冬のボーナス支給予定については、2018
年冬のボーナスに比べて、「増加」とするところが
18.2％、「変わらない」が60.3％、「減少」が17.3％、
「支給しない」が4.2％となり、「変わらない」とするとこ
ろが最も多い。「増加」としたところと「減少」としたと
ころが拮抗しており、10月の消費増税の影響や米中
貿易摩擦の推移などの見極めが難しく、景気の先行
きに対する不透明感を反映しているものと考えられる。
業種別では、製造業で「減少」とするところが多く、非
製造業で「増加」とするところが多い。
 （太田富雄）
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仮定して算出されたものである。実績医療費に比べ
ると年齢調整後医療費の方が都道府県ごとのバラ
ツキが小さくなっているものの、都道府県ごとの差
は依然見られる。一人当たり実績医療費も一人当た
り年齢調整後医療費も総じて北海道と西日本で高く
なっている。埼玉県は実績医療費が29.2万円で全
国で最も低くなっているが、年齢調整後医療費でみ
ると30.7万円で下から10番目の水準となっている。
一人当たり年齢調整後医療費の高い上位10県の
項目別医療費を見てみると、入院医療費については
10県中8県が、入院外医療費については10県中4県
が、歯科医療費については10県中3県が10位以内と
なっており、全体の医療費は入院医療費との関連が
強そうである。埼玉県の一人当たり年齢調整後医療

我が国は少子高齢化が進み、年金・医療・介護な
どの社会保障制度の持続可能性が問題となってい
る。国も社会保障と税の一体改革を進めるなど、環
境変化に応じた制度の刷新を進めようと動いてい
る。埼玉県は現状では人口が増加しているなか、高
齢化率は低く、県民一人当たりの医療費は低い水
準にあるが、国立社会保障・人口問題研究所の推
計では今後高齢化率が高まり、特に2015年から
2025年までに75歳以上の人口比率が国内で最も
速く上昇することが懸念されている。本稿ではその
ようななかで埼玉県の医療の現状と課題について
考察する。

厚生労働省「平成28年度国民医療費の概況」に
よると、2016年度の国民医療費は42.1兆円となり
1980年度の12.0兆円の3.5倍の規模に膨らんで
いる。65歳以上人口の全人口に対する比率、いわ
ゆる高齢化率は1980年の9.1％が2015年には
26.3％になったほか、75歳以上人口比率も同期間
で3.1％から12.7％になっており、高齢化に伴って国
民医療費が増加したと言え、今後さらに高齢化が進
むと医療費はさらに増加していくと考えられる。
「平成28年度国民医療費の概況」によると、「0

地域医療構想に基づく必要病床数と2017年度に各
病院から提出された病床機能報告結果は作成方法
が違うため、単純に比較はできないが、数字の上で
は埼玉県全体では3,528床が不足し、特に回復期機
能は11,887床と大幅に不足していることがわかる。
一方、高度急性期や急性期は2025年の医療需要を
勘案すると過大である。病床の増加は医療費増加に
結びつきやすいことから、いかに病床転換を進める
かが課題となってくるものと思われる。
次に国が市町村に構築を求めている地域包括ケ

アシステム（注）については埼玉県高齢者支援計画の
ほか、埼玉県５か年計画にて、施策⑤地域で高齢者
が安心して暮らせる社会づくりを掲げ、取り組みを
進めている。ひとくちに「高齢者」といっても元気な
高齢者も多い。地域包括ケアシステムの望ましい姿
は健康状態に問題がない高齢者が支えられる側か
ら支える側に回って医療・介護を含む地域の課題解
決を側面支援することだと考える。2015年国勢調
査によると、埼玉県は後期高齢者（75歳以上）の一
歩手前である65～74歳の人口は102万人と東京
都、大阪府、神奈川県に続き厚みがある。この65～
74歳で健康に問題のない方々に地域において支え
る側としてイキイキと活躍してもらうことで、自分自
身の健康も維持していくような地域包括ケアシステ
ムが多くの市町村で策定されることを期待したい。

最後に医療費増加抑制や県民の健康保持のため
の予防に関わる取り組みについては、埼玉県地域保
健医療計画のほか、埼玉県5か年計画にて、施策④生
涯を通じた健康の確保を掲げ、取り組みを進めている。
医療提供体制や医療費が関連する医療保険制度

は国の施策に負うところが大きいが、上記の取り組み
により県民誰もが安心して医療を受けられる医療提
供体制が保たれることを期待したい。      （太田富雄）

が10位以内となり、人口10万対歯科診療所数の多
い上位10県では、7県で一人当たり年齢調整後歯
科医療費が10位以内となっているなど、医療機関
の多さが年齢調整後医療費を引き上げていると考
えられ、そのうち特に入院医療費が医療費全体に
大きな影響を与えると考えられる。
埼玉県は今まで高齢化が進んでいなかったこと

から医療ニーズが低く、医療提供態勢の早期整備
の必要性も低かった。医療ニーズが低いことが、人
口10万対病床数や一般診療所数などを全国平均
に比して少なくさせ、一人当たり年齢調整後医療費
を低くしてきたと考えられる。加えて高齢化が現在
でも進んでいないことから一人当たり実績医療費を
低くしてきたと言える。年齢調整後医療費の高い都
道府県では、早くからの高齢化の進展を受け、医療
ニーズに応じた病床数の拡大や医療機関の設置な

どの整備を進めてきたことの結果とし
て医療費が増加したと考えられる。

「はじめに」でも触れたように、今後
埼玉県は急速に高齢化する。国立社
会保障・人口問題研究所の推計による
と、特に75歳以上の人口比率は2015
年に10.6％であったものが、2025年に
は16.8％と1.6倍となり、その伸び率は
全国で最も高く、2025年以降は75歳
以上の人口比率の上昇は若干緩やか
になるものの、引き続き上昇し、2045
年には20.1％と2015年の1.9倍となり、
その伸び率は全国で3番目に高い。
医療費は高齢になるに従い増加す

るので、今後、埼玉県においても医療
費の増加が予想される。日本は国民全

員が医療を受けやすいように社会保険方式による
国民皆保険制度がとられているが、被保険者として
高齢者が多い国民健康保険や後期高齢者医療制
度では現状でも保険料だけでは保険給付費を賄い
きれず、国庫負担に加え都道府県負担や市町村負
担などの公費が多額に投入されている。今後高齢

化の進行により医療費が増加すると、地方財政にも
影響を与える可能性が高い。
また、高齢化により、医療需要が高まることは言う
までもない。埼玉県は既に見てきたように人口10万
人当たりの病床数や一般診療所数が少ないほか、
常勤換算医師数が少ないという特徴がある。今後、
75歳以上人口比率が全国で最も速く上昇するなか、
高まる医療需要に対応すべく、医療費の増加を可
能な限り抑えながら、いかに効率的な医療提供体
制を整えていくかが課題となる。今後医療提供体制
を整備していく埼玉県にとっては、既にみたように、
病床や医療機関の多さが結果的に医療費増加に
結び付いた他県の例などを踏まえて対応していくこ
とが重要になると思われる。
最後に埼玉県の医療に関わる主な取り組みにつ

いてみていきたい。
まず初めに埼玉県の医療提供体制の整備につい
ては、埼玉県地域保健医療計画のほか、埼玉県5か
年計画においても、施策⑦地域医療体制の充実、施
策⑧医師・看護師確保対策の推進を掲げ、対応を進
めている。これは、団塊の世代が全員後期高齢者
（75歳以上）となる2025年に向け、地域ごとの医療
提供体制を整備すべく地域医療構想の策定を国が
各都道府県に求めていることを受けたものである。
地域医療構想は医療機能の分化・連携により、効率
的な医療提供体制を構築することを目的とし、地域
ごとに高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4つの
病床機能ごとの2025年の需要に基づく必要病床数
を推計し、地域の医療関係者の協議を通じて病床の
機能分化と連携を進め、地域の現状の病床機能ごと
の病床数をそれに近づけていこうとするものである。

費は38位であるが、入院医療費は40位、入院外医
療費は30位、歯科医療費は20位となっている。
高齢化の進行状況を補正した年齢調整後の医
療費においても都道府県ごとに差が出るのはどの
ような要因によるのであろうか。人口10万対病床数
(病院・診療所計)の多い上位10県について一人当
たり年齢調整後入院医療費をみると、8県が10位
以内となっており、病床数が多いことが結果的に入
院医療費を引き上げたと考えられる。埼玉県の人口
10万対病床数は46位で神奈川県の47位に次いで
少なく、一人当たり年齢調整後入院医療費は40位
となっている。表には記載していないが、同様に、人
口10万対一般診療所数の多い上位10県について
みると、6県で一人当たり年齢調整後入院外医療費

～4歳」までは人口一人当たりの医療費は年間
245.5千円となっているが、「15～19歳」に80.9千
円まで低下した後は上昇に転じ、70歳以上で50万
円以上となり、85歳以上では100万円を超える。な
お、国民医療費は、医療保険制度等からの給付費
のほか、患者の窓口での自己負担分を含む総医療
費のことを言う。

「平成28年度国民医療費の概況」によると、埼玉
県の平成28年度の一人当たり国民医療費は29.2
万円で全国で最も低くなっている。右の図は各都道
府県別の国民医療費を低い順に左から並べて作図
しているが、65歳以上人口比率も75歳以上人口比
率も各都道府県により多少の凹凸はあるものの、概
ね右上がりとなっており、高齢化が進むと医療費が
増えることが視覚的にわかる。この図からは、埼玉
県の一人当たり国民医療費が最も低くなっているの
は、高齢化が進んでいないことが大きな要因という
ことがわかる。
次に埼玉県の医療提供態勢について、厚生労働
省が医療費の地域の偏りを調査するために算出し
た一人当たり年齢調整後医療費と関連付けながら
見ていきたい。これは各都道府県の年齢階級別一
人当たり医療費をもとに、年齢構成が全国と同じと

アンケート調査②

埼玉県内企業の2019年夏の ボーナス支給状況

2019年夏のボーナス支給状況について、県内企業へ
のアンケート調査を実施した。結果は以下の通りである。

ボーナス支給実績の有無
2019年夏のボーナスの支給実績をたずねたところ、

「正社員・パートともに支給」と答えた企業は全体の
54.3％で、2018年夏の支給実績54.0％から微増と
なった。これまで、「正社員・パートともに支給」の割合
は上昇し、支給対象は広がってきており、今回調査で
も微増となった。また、「正社員のみ支給」とした企業
は39.4％で前年実績の38.5％から0.9ポイント上昇し
た。「支給しない」とする企業は6.3％となり、前年実績
の7.5％から1.2ポイント低下し、支給しない企業の割
合は低くなっている。
業種別にみると、「正社員・パートともに支給」と答

えた企業は、製造業では68 .4％、非製造業では
46.9％であり、製造業で割合が高くなっている。前年
実績と比較すると、製造業では2.1ポイントの低下、非
製造業で1.6ポイントの上昇となっている。「正社員の
み支給」と答えた企業は、製造業では25.0％、非製造
業では46.9％であり、非製造業で割合が高くなってい
る。前年実績と比較すると、製造業では3.2ポイントの
上昇、非製造業で0.4ポイントの低下となっている。ま
た、「支給しない」は製造業で6.6％、非製造業で
6.2％であり、両業種とも前年に比べて減少している。

　一人当たりボーナス支給額
2019年夏のボーナス支給総額を支給対象人員で

割った、一人当たり支給額は594,230円となり、前年
実績の599,780円に比べ0.9％の減少となった（ボー
ナス支給実額を記入いただいた企業167社を集計）。
米中貿易摩擦や中国経済の減速などにより、景気の
不透明感が強まったことや、収益面で厳しい見方をする
企業が増えてきていることから、4年ぶりに減少に転じた。
業種別にみると、製造業は768,545円と前年の
778,860円から1.3％の減少、非製造業は423,798
円で前年の425,457円から0.4％の減少となった。減
少額・減少率とも製造業が非製造業を上回っている。

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

みると、2009年にリーマンショックによる輸出や生産
の落ち込み、雇用環境の大幅な悪化などにより、前年
比▲17.1％と大幅な減少となった。その後、売上、利
益の改善や雇用調整が進んだことなどから、ボーナス

支給を回復する動きがみられ、2014年まで5年連続
で改善が続いた。2015年は消費増税後の売上、利益
回復の遅れなどから、6年ぶりに減少に転じた。2016
年から2018年までは売上、利益改善の動きが続いて
いることに加え、人手不足感も強まったことから増加と
なったものの、今回は米中貿易摩擦や中国経済の減
速などにより、景気の不透明感が強まったことや、収益
面で厳しい見方をする企業が増えてきていることから、
4年ぶりに減少に転じた。

ボーナス支給総額と支給対象人員
2019年夏のボーナス支給総額は196億91百万円

で、当該企業の前年実績196億2百万円から0.5％の
増加となった。
業種別の支給総額をみると、製造業が前年比0.3％、
非製造業は同0.8％の増加となった。支給対象人員は
全体では前年比1.4％、製造業で同1.6％、非製造業
で同1.2％の増加となった。
一人当たり支給額は減少したものの、支給対象人員
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46.9 
(47.3)
6.2 
(7.4)

(%)
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●2019年夏のボーナス一人当たり支給額
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5.0

支給しない
（％）

前年比

全産業

製造業

非製造業
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（百万円、人、％）

●夏のボーナス支給総額（前年比）の推移

2019年7月中旬実施。対象企業数946社、
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加となり、その後も売上、利益改善の動き、人手不足
感の強まりから3年連続で増加し、2019年についても
微増となった。

2019年冬のボーナス支給予定
2019年冬のボーナス支給予定については、2018
年冬のボーナスに比べて、「増加」とするところが
18.2％、「変わらない」が60.3％、「減少」が17.3％、
「支給しない」が4.2％となり、「変わらない」とするとこ
ろが最も多い。「増加」としたところと「減少」としたと
ころが拮抗しており、10月の消費増税の影響や米中
貿易摩擦の推移などの見極めが難しく、景気の先行
きに対する不透明感を反映しているものと考えられる。
業種別では、製造業で「減少」とするところが多く、非
製造業で「増加」とするところが多い。
 （太田富雄）
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埼玉県の景気は緩やかに持ち直してきたものの、この  ところ足踏みがみられる。

景気動向指数 下げ止まりを示している

6月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：107.2（前月比▲4.2ポイント）、一致指数：99.7
（同▲2.4ポイント）、遅行指数：102.4（同▲0.4ポイ
ント）となった。
先行指数は5カ月ぶりの下降となった。
一致指数は3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＋1.47ポイント
と、3カ月連続の上昇となった。埼玉県は景気の基
調判断を、2カ月連続で「下げ止まりを示している」
としている。
遅行指数は6カ月ぶりの下落となった。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が4カ月連続で減少

7月の百貨店・スーパー販売額は823億円、天候
不順の影響で前年比▲6.3％（既存店）と4カ月連
続で減少した。業態別では、百貨店（同▲8.8％）、
スーパー（同▲5.7％）とも減少した。新設店を含む
全店ベースの販売額も同▲6.6％と2カ月連続で減
少した。
8月の新車販売台数（乗用車）は10,980台、前年
比＋0.8％と5カ月連続で増加した。車種別では普通
乗用車が6,028台（同＋0.8％）、小型乗用車は
4,952台（同＋0.8％）だった。

住 宅 4カ月連続で前年を下回る

7月の新設住宅着工戸数は3,968戸、前年比
▲16.1％と4カ月連続で前年を下回った。
利用関係別では、持家が1 ,264戸（前年比
+1.1％）と2カ月連続で増加したものの、貸家が
1,303戸（同▲30.0％）と7カ月連続で減少したほ
か、分譲も1,398戸（同▲11.6％）と2カ月連続で減
少した。
分譲住宅は、マンションが3 1 1戸（前年比
+22.9％）と2カぶりに増加したものの、戸建が
1,087戸（同▲17.7％）と4カ月連続で減少した。

公共工事 3カ月連続で前年を上回る

8月の公共工事請負金額は342億円、前年比
＋4.3％と3カ月連続で前年を上回った。2019年
4～8月までの累計では、同▲1.8％と前年を下回っ
ている。
発注者別では、市町村（前年比▲18.9％）が減
少したものの、国（同＋92.0％）と県（同＋18.0％）、
独立行政法人等（同＋278.8％）が増加した。
なお、8月の請負件数は764件（同▲3.9％）と前
年を下回っている。

生 産 2カ月連続の減少

6月の鉱工業指数をみると、生産指数は97.9、前
月比▲2.5％と2カ月連続で減少した。業種別では、
生産用機械、食料品、印刷など9業種が増加したも
のの、電気機械、化学、業務用機械など14業種が減
少した。
在庫指数は93.5、前月比▲1.6％と2カ月ぶりに
減少した。業種別では、パルプ・紙・紙加工品、窯業・
土石製品、鉄鋼など8業種が増加したものの、電気
機械、化学、その他製品など11業種が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.33倍

7月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.01ポイント下降の1.33倍となった。　
有効求職者数が82,633人（前年比＋2.5％）と、
110カ月ぶりに前年を上回るなか、有効求人数も
103,683人（同＋0.2％）と、2カ月ぶりに前年を上
回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.07ポイント下降の2.06倍となっている。
なお、7月の就業地別有効求人倍率（季節調整値）
は、前月から0.01ポイント下降の1.49倍であった。

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

%

年月
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101.2

101.7

101.6

101.2

101.3

101.3

101.2

101.5

101.3

101.3

101.2

0.9

▲ 0.3

0.3

0.9

0.6

1.0

1.4

1.0

1.5

0.9

0.2

0.6

0.5

0.6

0.8

0.8

0.8

0.4

100.0

99.9

100.4

101.3

100.9

101.0

101.6

101.7

102.0

101.8

101.5

101.5

101.5

101.5

101.8

101.8

101.6

101.6

0.8

▲ 0.1

0.5

1.0

0.7

0.9

1.3

1.2

1.4

0.8

0.3

0.2

0.2

0.5

0.9

0.7

0.7

0.5

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

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

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

資料出所

100.0

100.2

100.8

101.5

101.0

104.6

106.3

100.4

101.6

100.1

100.0

94.2

97.3

93.5

100.6

100.4

97.9

▲ 3.5

0.2

0.6

0.7

▲ 3.3

3.6

1.6

▲ 5.6

1.2

▲ 1.5

▲ 0.1

▲ 5.8

3.3

▲ 3.9

7.6

▲ 0.2

▲ 2.5

100.0

100.0

103.1

104.2

103.7

103.8

103.6

103.5

105.6

104.6

104.7

102.1

102.8

102.2

102.8

104.9

101.4

102.7

▲ 1.2

0.0

3.1

1.1

▲ 1.0

0.1

▲ 0.2

▲ 0.1

2.0

▲ 0.9

0.1

▲ 2.5

0.7

▲ 0.6

0.6

2.0

▲ 3.3

1.3

99.3

89.1

92.5

88.5

89.2

90.3

89.5

89.6

87.6

87.3

86.7

86.6

90.6

93.9

92.3

95.0

93.5

▲ 8.1

▲ 10.3

3.8

▲ 4.3

▲ 1.5

1.2

▲ 0.9

0.1

▲ 2.2

▲ 0.3

▲ 0.7

▲ 0.1

4.6

3.6

▲ 1.7

2.9

▲ 1.6

98.0

94.9

98.8

100.5

101.6

101.9

101.8

102.0

101.5

101.6

102.9

102.0

102.4

103.8

103.8

104.3

104.7

104.5

▲ 2.3

▲ 3.2

4.1

1.7

▲ 1.1

0.3

▲ 0.1

0.2

▲ 0.5

0.1

1.3

▲ 0.9

0.4

1.4

0.0

0.5

0.4

▲ 0.2

2,376

2,391

3,014

2,950

170

249

202

121

288

183

192

173

278

108

407

281

213

203

▲ 21.8

0.6

26.1

▲ 2.1

▲ 49.2

▲ 12.7

▲ 38.3

▲ 16.6

43.4

▲ 19.9

▲ 43.5

45.9

▲ 14.6

▲ 71.7

24.3

▲ 28.2

25.3

▲ 18.6

50,515

50,753

52,968

52,432

4,565

4,958

4,204

4,423

4,602

4,151

4,293

3,970

3,700

3,334

4,440

4,170

4,641

4,980

▲ 6.1

0.5

4.4

▲ 1.0

▲ 5.0

8.8

▲ 10.9

▲ 7.3

▲ 3.2

▲ 7.0

15.3

1.0

▲ 15.1

▲ 19.3

▲ 4.0

▲ 0.5

1.7

0.4

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

全国
2015年=100 前月比（％）2015年=100 前月比（％） 2015年=100 前月比（％）2015年=100 前月比（％） 1,000㎡ 前年比（％） 1,000㎡ 前年比（％）

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

資料出所

57,357

61,981

59,617

58,517

5,777

4,729

5,762

4,430

5,090

4,506

4,988

4,083

4,178

4,087

4,297

4,301

4,702

3,968

1.5

8.1

▲ 3.8

▲ 1.8

4.1

▲ 5.2

6.3

▲ 18.5

8.1

▲ 18.4

6.1

▲ 6.4

▲ 11.1

5.8

▲ 22.2

▲ 10.2

▲ 18.6

▲ 16.1

909,299

967,237

964,641

942,370

81,275

82,615

81,860

81,903

83,330

84,213

78,364

67,087

71,966

76,558

79,389

72,581

81,541

79,232

1.9

6.4

▲ 0.3

▲ 2.3

▲ 7.1

▲ 0.7

1.6

▲ 1.5

0.3

▲ 0.6

2.1

1.1

4.2

10.0

▲ 5.7

▲ 8.7

0.3

▲ 4.1

16.8

16.5

17.0

17.4

17.0

18.0

17.6

18.2

17.2

17.2

17.9

14.6

15.5

16.3

15.8

14.9

14.6

▲ 6.9

▲ 2.2

3.1

2.4

2.4

7.8

6.7

2.9

▲ 0.6

▲ 2.2

2.8

▲ 11.5

▲ 13.9

▲ 7.9

▲ 10.7

▲ 8.0

▲ 14.1

17.6

17.5

17.9

18.0

17.7

17.9

16.8

17.8

18.6

19.0

18.5

16.2

17.7

17.6

17.6

16.0

16.5

P16.6

▲ 0.4

▲ 0.6

2.4

0.6

1.2

1.1

▲ 1.7

▲ 1.2

1.1

0.6

▲ 2.1

▲ 4.2

▲ 4.8

▲ 7.4

▲ 4.9

▲ 5.3

▲ 6.8

P▲ 7.3

100.0

99.7

99.4

100.8

101.6

101.2

101.7

101.7

101.8

101.7

101.6

101.2

101.2

101.1

102.4

102.9

103.1

1.5

▲ 0.3

▲ 0.3

1.4

1.7

1.4

2.0

1.9

1.9

2.3

2.5

0.8

2.1

3.9

2.1

1.9

1.5

100.0

100.9

102.3

102.7

103.3

103.2

103.0

102.8

102.9

103.1

103.1

103.2

103.1

102.2

104.1

104.2

104.3

P104.1

1.1

0.9

1.4

0.4

0.5

0.2

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

1.3

1.2

1.1

1.1

0.8

1.0

P0.9

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

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

資料出所

0.85

1.04

1.23

1.33

1.35

1.36

1.36

1.34

1.33

1.32

1.32

1.33

1.31

1.30

1.34

1.37

1.34

1.33

1.20

1.36

1.50

1.61

1.61

1.62

1.63

1.63

1.62

1.63

1.63

1.63

1.63

1.63

1.63

1.62

1.61

1.59

27,136

30,731

35,167

36,049

37,063

34,008

36,561

35,558

39,299

35,323

33,007

38,720

37,821

35,032

34,605

35,426

34,347

37,411

9.0

13.2

14.4

2.5

11.4

4.7

2.3

▲ 4.7

▲ 0.1

▲ 3.6

▲ 4.0

2.1

▲ 2.1

▲ 1.9

4.7

▲ 2.8

▲ 7.3

10.0

863

911

963

977

966

957

976

931

1,070

967

869

1,059

1,037

950

963

939

926

980

3.5

5.5

5.7

1.5

0.2

3.7

3.4

▲ 6.6

4.6

2.6

▲ 5.7

2.8

2.1

▲ 6.0

▲ 0.3

▲ 2.5

▲ 4.2

2.5

10,573

10,186

10,101

10,141

838

882

814

804

819

847

1,066

837

735

875

795

827

831

823

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

▲ 0.8

0.8

▲ 1.0

▲ 0.4

1.4

▲ 1.5

▲ 3.3

▲ 1.3

▲ 2.5

▲ 2.9

0.5

▲ 2.9

▲ 0.5

▲ 0.6

▲ 6.3

200,491

195,979

196,025

196,044

16,030

17,002

15,751

15,135

15,862

16,437

20,825

16,322

14,345

16,544

15,354

15,631

15,977

16,242

0.4

▲ 0.9

0.0

▲ 0.5

1.5

▲ 1.6

▲ 0.1

0.4

▲ 0.8

▲ 2.1

▲ 1.0

▲ 3.3

▲ 1.8

0.5

▲ 1.8

▲ 0.5

▲ 0.5

▲ 4.8

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

 



月次経済指標 月次経済指標
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●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

資料出所

147,166

152,979

158,237

156,244

13,002

13,097

10,894

14,421

12,659

13,143

12,422

12,191

14,798

18,367

10,613

11,516

13,048

14,207

10,980

▲ 5.8

3.9

3.4

▲ 1.3

▲ 9.6

1.1

2.1

▲ 5.3

19.0

8.6

0.7

▲ 0.9

3.8

▲ 4.8

8.0

5.4

0.4

8.5

0.8

2,704,485

2,801,491

2,943,010

2,895,454

252,477

245,068

200,355

265,059

227,172

240,819

215,152

217,762

261,007

357,254

199,587

212,636

248,056

258,150

201,903

▲ 5.5

3.6

5.1

▲ 1.6

▲ 7.9

1.6

2.1

▲ 4.0

13.3

8.0

▲ 5.8

1.3

0.5

▲ 5.7

3.1

5.2

▲ 1.8

5.3

0.8

359

354

361

361

24

37

30

32

22

40

27

28

22

12

31

21

26

24

36

36,187

65,358

42,138

80,882

2,815

3,057

11,258

1,508

27,750

3,793

2,313

1,455

2,815

349

3,836

11,045

2,226

2,061

13,360

8,812

8,446

8,405

8,235

690

702

694

621

730

718

622

666

589

662

645

695

734

802

678

2,112,382

2,006,119

3,167,637

1,485,469

219,527

112,711

121,268

184,197

117,619

121,279

81,792

168,374

195,534

97,114

106,916

107,465

86,957

93,400

87,149

100.0

99.7

100.0

100.9

100.5

100.8

101.4

101.2

101.7

101.6

101.2

101.3

101.3

101.2

101.5

101.3

101.3

101.2

0.9

▲ 0.3

0.3

0.9

0.6

1.0

1.4

1.0

1.5

0.9

0.2

0.6

0.5

0.6

0.8

0.8

0.8

0.4

100.0

99.9

100.4

101.3

100.9

101.0

101.6

101.7

102.0

101.8

101.5

101.5

101.5

101.5

101.8

101.8

101.6

101.6

0.8

▲ 0.1

0.5

1.0

0.7

0.9

1.3

1.2

1.4

0.8

0.3

0.2

0.2

0.5

0.9

0.7

0.7

0.5

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

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

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

資料出所

100.0

100.2

100.8

101.5

101.0

104.6

106.3

100.4

101.6

100.1

100.0

94.2

97.3

93.5

100.6

100.4

97.9

▲ 3.5

0.2

0.6

0.7

▲ 3.3

3.6

1.6

▲ 5.6

1.2

▲ 1.5

▲ 0.1

▲ 5.8

3.3

▲ 3.9

7.6

▲ 0.2

▲ 2.5

100.0

100.0

103.1

104.2

103.7

103.8

103.6

103.5

105.6

104.6

104.7

102.1

102.8

102.2

102.8

104.9

101.4

102.7

▲ 1.2

0.0

3.1

1.1

▲ 1.0

0.1

▲ 0.2

▲ 0.1

2.0

▲ 0.9

0.1

▲ 2.5

0.7

▲ 0.6

0.6

2.0

▲ 3.3

1.3

99.3

89.1

92.5

88.5

89.2

90.3

89.5

89.6

87.6

87.3

86.7

86.6

90.6

93.9

92.3

95.0

93.5

▲ 8.1

▲ 10.3

3.8

▲ 4.3

▲ 1.5

1.2

▲ 0.9

0.1

▲ 2.2

▲ 0.3

▲ 0.7

▲ 0.1

4.6

3.6

▲ 1.7

2.9

▲ 1.6

98.0

94.9

98.8

100.5

101.6

101.9

101.8

102.0

101.5

101.6

102.9

102.0

102.4

103.8

103.8

104.3

104.7

104.5

▲ 2.3

▲ 3.2

4.1

1.7

▲ 1.1

0.3

▲ 0.1

0.2

▲ 0.5

0.1

1.3

▲ 0.9

0.4

1.4

0.0

0.5

0.4

▲ 0.2

2,376

2,391

3,014

2,950

170

249

202

121

288

183

192

173

278

108

407

281

213

203

▲ 21.8

0.6

26.1

▲ 2.1

▲ 49.2

▲ 12.7

▲ 38.3

▲ 16.6

43.4

▲ 19.9

▲ 43.5

45.9

▲ 14.6

▲ 71.7

24.3

▲ 28.2

25.3

▲ 18.6

50,515

50,753

52,968

52,432

4,565

4,958

4,204

4,423

4,602

4,151

4,293

3,970

3,700

3,334

4,440

4,170

4,641

4,980

▲ 6.1

0.5

4.4

▲ 1.0

▲ 5.0

8.8

▲ 10.9

▲ 7.3

▲ 3.2

▲ 7.0

15.3

1.0

▲ 15.1

▲ 19.3

▲ 4.0

▲ 0.5

1.7

0.4

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

全国
2015年=100 前月比（％）2015年=100 前月比（％） 2015年=100 前月比（％）2015年=100 前月比（％） 1,000㎡ 前年比（％） 1,000㎡ 前年比（％）

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2015年

2016年

2017年

2018年

18年  6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

資料出所

57,357

61,981

59,617

58,517

5,777

4,729

5,762

4,430

5,090

4,506

4,988

4,083

4,178

4,087

4,297

4,301

4,702

3,968

1.5

8.1

▲ 3.8

▲ 1.8

4.1

▲ 5.2

6.3

▲ 18.5

8.1

▲ 18.4

6.1

▲ 6.4

▲ 11.1

5.8

▲ 22.2

▲ 10.2

▲ 18.6

▲ 16.1
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桶川市長　小野 克典氏

桶川市
市長のメッセージ
桶川市では、圏央道、上尾道路などの整備が進み、首都圏交通網の要衝としての利便性

を最大限に生かしたまちづくりを進めています。また、官民連携手法の活用や企業誘致を
積極的に行い、効率的・効果的に事業を実施するとともに、安定財源の確保と地元雇用の
創出を図るなど、今後も持続可能なまちづくりに取り組んでまいります。
桶川市は、２０２０年に市制施行５０周年という大きな節目を迎えます。これまで先人たち
が積み上げてきた歴史を胸に刻みながら、これからの時代を生き抜く子どもたちのために、
新たな挑戦と努力を積み重ね、「夢と希望を未来につなぐまちづくり」を進めてまいりたい
と思います。

夢と希望を未来につなぐ　持続可能なまちづくり

●JR高崎線　桶川駅
●圏央道　桶川加納ICから市役所まで約3㎞
　圏央道　桶川北本ICから市役所まで約4㎞

主な交通機関

資料:「平成30年埼玉県統計年鑑」ほか

桶川市概要
人口（2019年9月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（2019年1月1日現在）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（商業統計）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

75,364人

32,658世帯

47.5歳

25.35㎢

80所

1,309.5億円

402店

1,064.8億円

80.2％

82.0％

はじめに
桶川市は、埼玉県の中央部やや東寄りに位置し、

東は久喜市及び蓮田市、南は上尾市及び伊奈町、
西は川島町、北は北本市及び鴻巣市に接している。
面積は25.35㎢で、人口は7万5千人を超えている。
市内にはJR高崎線の桶川駅がある。道路でも、北

側を横切る圏央道の2つのICが市内に置かれてい
るほか、国道17号、上尾道路などが縦横に走ってお
り、交通の利便性が非常に高い。都心から40㎞圏内
ということもあり、東京方面への通勤・通学に便利な
住宅都市として発展を続けてきた。
市は、老朽化し耐震性にも問題のあった旧庁舎の

建て直しを進めてきたが、2018年5月から新たな庁
舎での業務を開始した。新庁舎は、バリアフリーや防
災、省エネルギー等に配慮されており、市民誰もが
安心・安全・快適に利用することができる。

公共と民間による連携事業「フレスポ桶川」
本年4月、市内坂田地区に公共施設と民間施設

が融合した新しい形の複合施設「フレスポ桶川」が
オープンした。フレスポはフレンドリースポットの略で、
子どもたちからシニア層まで多くの世代の住民が集
い、新たなコミュニティが醸成されるような施設を目
指している。中央部分にあたるエントランスホールを
はさんで公共施設と民間施設が結ばれており、緩や
かなＬ字型の建物が共用の大型駐車場を抱えるよう
な姿をしている。
公共施設に、バスケットボールや卓球、バレーボー

ルなどに利用できる体育室、ピアノやドラムを配した
遮音システム採用の音楽室、グループ学習室や読
み聞かせスペースを備えた図書館などが設けられる
一方、民間施設には、スーパーマーケットやドラッグ
ストア、クリニック等が入り、地域の人々の生活利便
性の向上が図られている。
フレスポ桶川では、土地区画整理事業によって生
み出された公有地に、民間事業者が定期借地権を
設定して市に地代を支払う一方、民間事業者は地
上部分の公共施設と民間施設をまとめて設計・建設、
所有し、市は公共施設を借りて民間事業者に賃料を
支払う。民間の経営ノウハウを施設づくりに取り入れ
ることによる良質な公共サービスの提供と、財政負
担の軽減が図られる仕組みになっている。画期的な
官民連携手法によって、地域の夢と希望を未来につ
なぐ新たな交流拠点が動き始めた。

着実に進む桶川駅東口整備事業
江戸時代、中山道6番目の宿場町となった桶川宿

は、近隣の米や麦などの農産物を江戸に送る集積
地として栄えた。幕末にかけては山形地方と並ぶべ
に花の一大生産地となり、「桶川臙脂」は紅色の染
料や口紅の原料として全国にその名を知られた。
現在でも、市内中山道沿いには、桶川宿本陣遺構

や蔵造りの商家・矢部家、武村旅館などの歴史的建
造物が数多く残り、風情のある街並みをそこかしこ
で見ることができる。
明治期に桶川駅が開設された後も、中山道を含

む駅東側を中心にまちは発展を続けたが、近年は駅
周辺部に店舗や住宅が建て込み、駅東口と中山道
をつなぐ道路は、バスや自家用車と歩行者・自転車
利用者が錯綜するなど、都市基盤整備の遅れが課
題となっており、商店街を含む地域活力低下の一因
になっているとの指摘もみられる。
こうした状況を受けて、市は桶川駅東口整備事業
に本腰を入れている。本年7月には、長年の懸案で
あった駅東口のエレベーター設置工事が完了し、駅
利用者の利便性が大幅に向上した。
今後も桶川駅東口駅前に約5,600㎡の駅前広場

を整備するほか、駅東口と中山道をつなぐ道路の幅
員を拡げ、歩道と車道を分離して、安全でスムーズな
往来を確保する計画で、現在、用地取得等が着実に
進められている。中心市街地活性化に向けた市の
取り組みに期待が高まる。

積極的な企業誘致の推進
2015年10月、圏央道埼玉県内部分の全線開通

にあわせて、桶川加納ICの供用が開始され、桶川北
本ICとともに、都心を経由せずに関越自動車道・中
央自動車道・東名高速道路へアクセスすることが可
能となった。2016年4月には、桶川北本ICと上尾道
路が接続されており、市の交通利便性は近年飛躍
的に向上している。
市は、この恵まれた地の利を生かすべく、積極的

な企業誘致を進めている。現在、桶川加納IC近くの
加納原地区で約6.3haの事業用地の整備を進めて
いるほか、桶川北本IC周辺でも事業を計画する。　
これからの成長が期待される企業を誘致すること
により、地域経済の活性化、財政の強化、雇用の促
進等を図り、市が目標とする持続可能なまちづくりに
役立てていく考えだ。 （井上博夫）

フレスポ桶川の公共施設部分

さいたま市

上尾市

北本市
伊奈町

えん じ

川島町

桶川市

圏央道桶川加納IC
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になっているとの指摘もみられる。
こうした状況を受けて、市は桶川駅東口整備事業
に本腰を入れている。本年7月には、長年の懸案で
あった駅東口のエレベーター設置工事が完了し、駅
利用者の利便性が大幅に向上した。
今後も桶川駅東口駅前に約5,600㎡の駅前広場

を整備するほか、駅東口と中山道をつなぐ道路の幅
員を拡げ、歩道と車道を分離して、安全でスムーズな
往来を確保する計画で、現在、用地取得等が着実に
進められている。中心市街地活性化に向けた市の
取り組みに期待が高まる。

積極的な企業誘致の推進
2015年10月、圏央道埼玉県内部分の全線開通

にあわせて、桶川加納ICの供用が開始され、桶川北
本ICとともに、都心を経由せずに関越自動車道・中
央自動車道・東名高速道路へアクセスすることが可
能となった。2016年4月には、桶川北本ICと上尾道
路が接続されており、市の交通利便性は近年飛躍
的に向上している。
市は、この恵まれた地の利を生かすべく、積極的

な企業誘致を進めている。現在、桶川加納IC近くの
加納原地区で約6.3haの事業用地の整備を進めて
いるほか、桶川北本IC周辺でも事業を計画する。　
これからの成長が期待される企業を誘致すること
により、地域経済の活性化、財政の強化、雇用の促
進等を図り、市が目標とする持続可能なまちづくりに
役立てていく考えだ。 （井上博夫）

フレスポ桶川の公共施設部分

さいたま市

上尾市

北本市
伊奈町

えん じ

川島町

桶川市

圏央道桶川加納IC



株式会社 埼玉りそな銀行
公益財団法人 埼玉りそな産業経済振興財団
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂2－9－15
Tel:048-824-1475　FAX:048-824-7821
ホームページアドレス　http://www.sarfic.or.jp/

発 行
企 画 ･ 編 集

埼玉りそな
経済情報

埼玉りそな産業経済振興財団企画
編集

公益財団法人

市町村経済データ

この冊子はFSC® 認証用紙および環境調和型の植物性インキを使用しています。

2019年10月1日発行
2019年10月号

普通会計当初予算

資料：埼玉県「令和元年度市町村普通会計当初予算の概況」

市町村名 前年比
（％）

さいたま市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

2018年度
(百万円）

2019年度
(百万円）

557,789

113,619

64,589

192,903

25,310

28,378

101,758

28,341

36,251

27,652

30,025

71,004

43,417

17,698

37,197

51,721

63,670

75,557

92,877

23,662

51,738

41,441

0.2

▲ 1.7

3.2

8.9

2.3

▲ 1.4

8.6

5.1

1.9

2.8

2.6

1.4

7.4

2.6

▲ 0.0

4.3

2.2

5.6

6.9

6.0

10.5

1.8

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

40,810

23,865

26,116

52,828

22,993

49,649

19,807

29,305

32,718

46,100

17,697

30,114

18,536

20,775

17,826

22,897

40,417

15,203

2,304,253

11,399

11,800

9,599

4.9

3.9

1.8

0.6

4.6

2.3

4.1

4.3

7.5

8.5

7.1

4.3

▲ 13.8

4.4

3.0

11.1

▲ 5.7

▲ 5.0

3.2

2.1

1.9

2.3

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

4,315

5,822

6,208

8,910

6,682

6,410

5,340

5,334

3,410

4,030

3,230

7,172

1,924

4,666

6,799

8,745

11,679

9,628

11,995

7,913

163,009

2,467,262

前年比
（％）

2018年度
(百万円）

2019年度
(百万円）

前年比
（％）

2018年度
(百万円）

2019年度
(百万円）

558,641

111,679

66,658

210,154

25,880

27,989

110,541

29,784

36,936

28,428

30,815

72,006

46,638

18,159

37,181

53,956

65,080

79,823

99,279

25,074

57,189

42,204

42,800

24,800

26,591

53,126

24,057

50,796

20,628

30,553

35,188

50,000

18,954

31,408

15,975

21,691

18,359

25,433

38,128

14,446

2,377,027

11,639

12,024

9,818

4,069

5,760

6,370

8,844

6,844

7,004

5,887

5,034

3,604

4,112

3,103

7,125

2,034

4,815

5,645

8,836

12,035

9,972

12,537

8,153

165,262

2,542,289

▲ 5.7

▲ 1.1

2.6

▲ 0.7

2.4

9.3

10.2

▲ 5.6

5.7

2.0

▲ 3.9

▲ 0.7

5.7

3.2

▲ 17.0

1.0

3.0

3.6

4.5

3.0

1.4

3.0

市町村名 市町村名

べに花の風景（桶川市）

October 2019  No.190 10月号

自治体SDGsの達成に向けてシリーズ

彩論  埼玉県信用保証協会 会長　中野 晃 氏
 果たすべき役割と向き合う

ズームアップ  深澤木材株式会社
地域研究レポート  

自治体SDGsを達成する上で欠かせない
  中小企業のSDGsをいかに支援するのか
  ～CSRはSDGsの方法論：さいたま市の取り組み～

調査   埼玉県の医療の現状と課題
アンケート調査①  埼玉県内設備投資動向調査
 県内企業の設備投資意欲は引き続き強い

アンケート調査②  埼玉県内企業の2019年夏のボーナス支給状況
県内経済の動き

月次経済指標
タウンスケープ  桶川市
 夢と希望を未来につなぐ　持続可能なまちづくり
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