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「ぬれ」を測定する装置を世界で初めて開発。
界面科学の持つ可能性を高度な技術でサポートする
界面科学とはなにやら難しげだが、その現象や技術は日常生活のあらゆるところで見られる。例えば洗剤で汚れを落
としたり、化粧をしたり、プリンターで印刷をしたり、接着剤で物をくっつけたりするのはすべて界面現象によるものだ。
協和界面科学は、これらの界面現象を数値化する装置の開発により、界面科学とその応用技術の発展に貢献してきた。

協和界面科学株式会社

　界面とは、2つの物質が混じらずに接している境
目のことをいう。例えば水と油を同じ容器に入れる
と油が水の上に浮いて分離するが、その水と油の境
目が界面である。またこの場合、容器と水、容器と油
の間にも界面が存在している。さらには上部で空気
と接している油の表面、同じく空気と接している容
器の外側や容器を置いたテーブルとの間にも界面
はある。
　「界面は、あらゆるところに存在しています。そこで
は界面を維持しようとする、あるいは混じり合おうと
するなど、さまざまな現象が起こっており、そこに別の
物質が介入すると、その現象が妨げられたり、促進さ
れたりします。それが界面科学なのです」（亀井信一
社長）
　ぬれる、はじく、浸透する、溶ける、すべる、くっつく、
剥がれる等々、界面で起こる現象を使った技術・製品は
多い。例えば水をはじくコーティング剤、物と物をつなぐ
接着剤などは界面現象を利用したものであり、粉が水
に溶けるのも、洗剤が汚れを落とすのも界面現象だ。
　協和界面科学株式会社は、さまざまな界面現象を
数値化できる装置を開発してきたメーカー。それらの

装置は多様な分野における研究開発や品質管理に
欠かせないものとなっている。

　同社は昭和22（1947）年、現社長の父が創業。当
初は化学実験で使うフラスコなどを仕入れて、工場
へ納入するのが業務だった。
　やがて測定器や分析装置なども扱うようになった
が、そのとき、世の中に存在していない機器を顧客が
必要としていることを知った。それが「ぬれ」を測る装
置である。
　ぬれとは、液体が固体の表面に接触している状態
のこと。球状の水滴ができるのは表面張力の働きだ
が、液体だけでなく、流動性のない固体にも表面張力
が働いており、この力のバランスで良くぬれたり、はじ
いたりする。ゆえに、表面張力の低い撥水剤を固体に
塗れば、水をはじくことができる。一方で、塗り薬など
はぬれたほうがよい。しかし、ただぬれればいい、ただ
はじけばいいのではなく、その商品に求められる最適
な「ぬれ性」が存在する。

●代 表 者 代表取締役　亀井信一
●創　　業 昭和22年5月
●設　　立 昭和39年8月
●資 本 金 6,000万円
●従業員数 60名
●事業内容 理科学機器の開発・製造・販売
●所 在 地 〒352-0011 埼玉県新座市野火止5-4-41
 TEL 048-483-2626　FAX 048-483-2703
●U R L http://www.face-kyowa.co.jp

代表取締役　亀井 信一氏

世に存在しなかった機器

設立50年の節目を迎えて
公益財団法人
埼玉りそな産業経済振興財団
理事長 渡辺 拓治

　私ども埼玉りそな産業経済振興財団は、昭
和38年11月埼玉銀行（当時）が創立20年を
記念して設立した財団法人埼玉産業協力セン
ターが前身となります。その後名称変更などが
ありましたが、平成23年4月地域経済・地域産
業の振興と健全な発展に寄与することを目的
とする公益財団法人として新たにスタートし、3
年目を迎えました。今年11月で前身財団の設
立から通算すると50年の節目を迎えることに
なります。
　この50年の間にわが国経済は様々な経済
環境の変化を乗り越え、名目GDP475兆円、
人口１億2,800万人を抱える世界の経済大国
になりました。昭和38年の名目GDPが26兆
円であったことを考えると隔世の感がありま
す。そして埼玉県はというと、50年前の県内名
目GDP5,800億円、人口300万人に対して現
在はGDP20兆円、人口720万人といずれも
全国5位と大きな成長を遂げました。
　私ども財団の50年間の歩みを振り返ってみ
ますと、数本のアンケート調査の実施から始ま
り、昭和58年に県内経営者の皆様にお役に立
てていただくための「経営者セミナー」事業を
加えました。平成13年には「産学官連携事
業」を、また平成15年に経済見通しなどの県
内経済のマクロ分析を行う「経済調査事業」
を、さらに平成19年から県内自治体の行政計
画の受託を行う「地域研究事業」を追加して
まいりました。時代の変化、ニーズとともに事

業を拡大し、現在この4つの事業を中心に取り
組んでおります。
　さて、現在のわが国は、15年続いているデ
フレ経済に苦しみながら、さらに人口減少・少
子高齢社会の進展、経済のグローバル化に伴
う海外との競争激化、東日本大震災以降に深
刻化しているエネルギー問題など様々な課題
に直面しております。昨年暮れに発足した安倍
政権ではデフレ脱却のため、大胆な金融緩
和、機動的な財政出動、成長戦略を３本の矢
にたとえたアベノミクス政策を推進中です。ま
た、９月に決定した2020年東京オリンピック開
催を４本目の矢として更なる経済の立て直しに
繋げていこうという考えもあるようです。
　埼玉県においても、ウーマノミクス、エコタウ
ン、健康長寿の主要政策に加え、通商産業政
策の地方分権化を掲げ、埼玉から日本経済再
生を発信していく取組みが積極的に行われて
おります。私どもも、将来予測から今を考えると
の視点から、今年度から将来の県経済に大き
な影響を与える人口減少・少子高齢化の進展
がもたらす地域課題についての研究と情報発
信に取り組んでおります。
　この50年を節目として、埼玉県の産業経済
発展のため今後さらに県民、企業、行政の皆
様のお役に立つ的確な情報をいちはやく発信
し、時代にマッチした財団となるべく進化して
いく所存ですので、今後ともよろしくお願い申
し上げます。
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し上げます。
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　ぬれ性は、水滴の接線と固体表面とがなす角度
「接触角」で表すことができる。ぬれにくいと接触角
が大きくなり、ぬれやすければ小さくなる。
　「顧客の要望を知った父は自分で図面を描いて、
昭和32年に表面張力計を、35年に傾板法による接
触角計を世界で初めて開発しました」
　こうして同社は界面現象の測定機器専門メーカー
としてのスタートを切ったのである。

　接触角計や表面張力計によって評価できるのは、
ぬれ性をはじめ、親水性、撥水性、接着性、浸透性、乳
化性、分散性、付着性など幅広い。そのため、塗料や
インク、撥水剤、接着剤、洗剤、化粧品、医薬品、さら
にはガラスなど、さまざまな商品の開発において、これ
らの計測機器を欠かすことはもはや不可能だ。
　粉や繊維に対する液体の接触角を測定する装置
も開発されている。1回の服用で12時間効くことをう
たう風邪薬などは、薬自体に12時間の効能があるの
ではなく、カプセル内の個々の粉薬の溶けやすさに時
間差を設けているのである。
　同社の顧客はさまざまな分野のメーカー、そして大
学などの研究機関が主だが、変わったところでは税
関がある。
 「輸入される界面活性剤は性能が高いほど関税が
高くなるので、申告に間違いがないかどうかのチェッ
クに当社の機器が使われています」
　同社の接触角計と表面張力計の国内シェアは約
70％。競合メーカーはドイツやアメリカに存在してい
るが、同社は現在、世界市場への進出を目標に掲げ
ている。

　摩擦も界面現象の一つである。歩く、字を書く、服
を着るなど、日常生活のさまざまな動作は摩擦や摩

員の育児参加も応援しており、週2日のノー残業デー、
子どものいる従業員を対象にした職場参観日なども
実施してきた。
　「社会貢献を経営理念としている企業として当然
だと考えています。ただ、総務に言っているのは、これ
は目的ではなく手段なのだよと。よりよい会社にすれ
ば、社員は定着します。当社は人を育てるのに大変時
間がかかる技術を扱っています。社員は財産なので、
定着率を高めなければなりません。子育て支援も最
終的な目的は生産性の向上にあるのです」

　「跡を継ぐときに父から、科学機器メーカーは会社
の庭に金の成る木があるのだと言われました。お客
さまや大学の先生との会話のなかから、新しい商品
のアイデアがいくらでも生まれてくる。もちろん、具現
化するには技術が必要ですが、金の成る木とはそう
いう意味なのだと理解しています。そして、それを追
究することが社会貢献につながるのだと」
　現在は使用が制限されているが、北京オリンピック
の競泳で次々と世界記録が出る要因をつくったハイ
テク水着も、ぬれをコントロールしたものといえる。船
舶において、船底に使われる塗料に、水の抵抗をもっ
と抑える性能を持つものが開発できれば、エンジンに
使う重油の消費量はずっと少なくできる。
　「雪国では屋根の雪下ろしが重労働で、高齢化が
進むなか、事故も多くなっていますが、表面をぬれに
くくすることができれば、屋根に雪は積もりません。そ
のためにクリアしなければならない課題は多いです
が、各メーカーで実現に向けた試行錯誤が続けられ
ています。界面科学が社会に貢献できることはもっと
あるはずです」
　設計開発から製造販売までを一貫して行い、界面
現象測定機器の老舗としてゆるぎない地位を築いて
きた同社。今後も界面科学の可能性をサポートする
重要な存在であり続けるだろう。

国内シェアは70％

界面科学がひらく可能性

摩擦や粘着・剥離の測定も

協和界面科学株式会社ZOOM UP

ですが、当社の装置を見たあるメーカーから、相談を
受けたのです。力の弱いお年寄りや障害を持つかた
の役に立つものですし、マーケットの広さは企業とし
て魅力でもあったので例外的につくりました。比較的
簡単でした」
　簡単と言いながらも、そこには特許を取得したほど
独特な技術が使われている。

　「父に少し手伝ってくれと請われて入社した当初は、
何をやっているのか、どんな価値があるのか全く分
かっていませんでした。それが、だんだん分かってくる
とおもしろくなってきて、欲も出てきたのです」
　２代目として就任した亀井社長は、パソコンによる
自動化やデータ解析などの高機能化を推進。その技
術開発への積極的な姿勢が高く評価され、昨年、第
9回「埼玉ちゃれんじ企業経営者表彰」において、埼
玉県知事賞を受賞した。
　同社は社員の子育て支援にも積極的だ。平成16
（2004）年からの育児休業取得率は100％。男性社

耗が存在しないと成り立たない。同社は昭和49年か
ら摩擦計も開発。シートベルトと衣服との摩擦評価、
コピー機やプリンターに使う用紙の搬送性、マニキュ
アの剥がれ具合など、摩擦や摩耗の解析が必要な分
野は多い。
　「摩擦のコントロールにより、転倒事故を減少させ
ることも期待できます」

　また、粘着テープなどの機能を評価する粘着・皮膜
剥離解析装置もある。
 「粘着テープはしっかりくっつきさえすればいいので
はなく、きれいに剥がせることも求められます。例えば
湿布薬などは、簡単には剥がれない粘着力や保持力
が必要ですが、剥がすときに痛みが生じるのは困る
のです」
　ほかにも、ミクロの世界での計測が可能な装置や、
測定者の手を煩わせない全自動タイプの装置なども
生み出してきた。世界で同社にしかない機器も多い。
最近では缶のふたの開封に必要な力を測定する装
置も開発した。
　「缶のふたを開けるのは界面現象とは関係ないの

高機能表面張力計　DY－500

本社社屋

2007年埼玉県あったか子育て企業賞奨励賞受賞全自動接触角計　DM－901

育児休業取得率は100％
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人口減少時代の環境対策
最近の環境問題を考える⑪

人口減少（少子・高齢化）の埼玉県を考えるシリーズ

はじめに
少子・高齢化が進む中、人口の減少も顕在化して

きた。現在、約1億2,800万人と言われる日本の人
口は、2060年には8,674万人になるとの予測も立
てられている（国立社会保障・人口問題研究所）。
環境問題に目を転じると、気候変動が加速してお

り、集中豪雨や小雨が地域によって極端な傾向とな
り、竜巻なども過去に類を見ないほど発生している。
また、毎年のことではあるが、今年の夏も記録的な
猛暑で、６～８月の平均気温が過去最高を記録する
など、異常気象に伴う災害や健康への影響も見逃
せない状況となりつつある。特に増加している高齢
者の健康は非常に心配されるところである。
少子高齢化、人口減少社会における環境面の課

題と対応について考察する。

人口減少等が及ぼす環境への影響
人口の減少は、エネルギーや資源の消費、温室

効果ガスの排出などの観点で考えるとプラスの要
因（消費や排出量の減少）もあると考えられるが、必
ずしもそうとはいえない面がある。
（１）高齢化の進行と廃棄物
私たちが排出している一般廃棄物（主に生活ゴ

ミ）の排出量は、近年人口の減少等に伴い減少傾向
であるが、人口が減少している割には廃棄物は減っ
ていないともいわれる。
生活ゴミについては年齢との関係が深いものもあ

り、その１つが食品ロスである。
食品ロスは私たちが食事をする際に発生する一

般廃棄物であり、日本はこの食品ロスが非常に多い
国である。年齢層ごとの食品ロスの割合（グラフ１）

を見ると、50歳以上の世帯になると食品ロスの発
生が増加傾向である。直接廃棄（野菜などで不要な
部位を廃棄する等）も多いが、過剰除去（過剰に買
いだめした結果、消費期限切れで廃棄しているもの
等）が多いところが特徴であり、これは年齢による買
い物の頻度などが関係していると推察される。

今後の超高齢化社会では、こうした「ロス」の増
加が一段と懸念されるのである。
（２）核家族化と温室効果ガスの排出
一方、温室効果ガスの排出については、むしろ増

加している状況である。
現在の日本は、3.11の震災・原発事故の影響で

地球温暖化対策は非常に難しい局面におかれてい
るが、それ以前でも芳しいものではなく、例えば京都
議定書の目標（温室効果ガスの排出量を1990年
比６％削減）などは未達の状況であった。
2011年までの部門別の二酸化炭素排出量推移

を見ると（グラフ２）、産業部門や工業プロセス部門
ではこれまでの企業努力によって削減されている。

一方、大きく増加しているのは、産業構造の変化
等で業務部門が増加（50.9%）していることと、家
庭における増加（48.1%）である。
省エネについては、3.11の震災・原発事故以前

でもかなり浸透していたはずであり、家庭で使う電
気製品なども省エネタイプが広く普及していたはず
である。それにもかかわらず家庭で温室効果ガスの
発生が増加していることには、人口や世帯の構成が
深く関わっていると考えられる。

 

それは、核家族化や小家族化の進行である。
日本は世界屈指の核家族化国であるが、近年、
単独世帯の増加もあり、少人数・多世帯傾向が一段
と高まっている（グラフ３）。

こうした傾向は埼玉県においても顕著であり、平
成20年の土地家屋調査によると埼玉県の核家族
化率は62.3%で全国第１位であった。高齢化の進
行で高齢者の単独世帯も増加しているようである。
人口自体は減少しても、家電製品が省エネタイプ

に替わろうとも、多くの世帯に分離して生活をすれ
ばエネルギーや資源の消費も増大してしまう。例え
ば、世帯が増えればエアコンの稼働台数も増えるた
め電力の消費も増加し、発電で消費する化石燃料
資源と温室効果ガスは増大してしまうのである。
世帯数の増加等は、おそらくゴミの増加にもつな

がっているはずで、廃棄物の量が思ったほど減って
いない理由もここにあるのかもしれない。
（３）人口減少による税収の減少
行政運営においては、少子・高齢化が進む中で、

人口の減少による財源の確保（税収）が危ぶまれて
いる。
福祉や社会保障のための財源確保が大きな課

題であるが、これは環境面の財源確保についても
同様である。今後多くの危機的な環境問題に対応
し、また、今まで構築してきた都市の環境インフラ
（上下水道や廃棄物処理設備など）などを維持して
いくためには多くの財源が必要となる。
人口減少、特に税収に関わる比較的若い世代

（労働人口）の減少は、環境対策にとっても大きな課
題といえる。

今後、投資が必要とされる主な環境対策
今後、環境投資が必要と考えられる分野は多数

あるが、まちづくりに関わりの深い分野では以下の
分野が特に重要と思われる。
（１）新エネルギーの導入やモータリゼーションの
変革
地球温暖化対策の推進や、日本においては（世

界においても）原発を含めた発電システムの今後と
いう問題は、最も重要な課題の一つである。
電力は、原発を除くと、石油、石炭などによる火力

発電が現在の主力であるが、イージーオイル（手間

が少なく、廉価に手に入る石油）が手に入りにくく
なってきている現在、シェールガスやメタンハイド
レートなどの新しい資源の開発が話題となっている。
しかし、これらも化石燃料資源の１つであり、「経過
処置」と考えるべきであろう。可能な限り太陽光発
電など自然エネルギーを導入していくことが望まれ
るが、これには多くの財源が必要である。
モータリゼーションの変革も大きい。昨今は電気

自動車も普及してきているが、肝心の発電が化石
燃料に依存していては元も子もない。今後の本命と
目される水素燃料電池車は大手メーカーで開発が
進んでおり（写真１）、官民一体の努力により価格も
比較的低く抑えられて市場に投入されるともいわれ
ている。

そして、このような新しいモータリゼーションに
とって重要なことは、エネルギー供給インフラの整
備である。電気自動車でも同様だが、燃料を供給す
るスタンドがなければ普及は望めず、こうしたインフ
ラの整備には少なからぬ財源が必要とされる。
また、今後の高齢化社会を考えると、年齢等に応

じたモータリゼーションの運用も重要と思われる。高
齢者を含めたすべての人々が水素燃料電池車を必
要とするわけではないだろう。
埼玉県では「水素燃料電池車など新しいモー

タリゼーションの普及に力を入れていくが、今後の
高齢化社会では、高齢者が買い物をする際などに

は軽便な電気自動車を活用してもらえると良い：
埼玉県環境政策課」とのことで、適材適所で今後
の高齢化社会への対応を進めようという考え方
のようだ。
（２）都市の環境インフラの維持・整備
気候変動への対応は、災害対策なども含め水循
環を考慮した河川整備、治水・利水が求められる。
今後、インフラの再構築、メンテナンス（下水道の
補修を含む）、新エネルギーの導入など、多くの財
源が必要とされている。特に高度成長期に整備さ
れたインフラ等は整備後40年を経過するものも少
なくなく、下水道の配管などは今後多くのメンテナン
スや敷設替えが必要とされ、埼玉県下水道公社で
は平成21年度に71億円の補修予算を計上して整
備に努めている（本誌2012年11月号参照）。
これらは、都市機能においては“縁の下の力持
ち”的機能であるが、安心・安全な都市生活のため
には必須の機能であり、特に気候変動が激化すると
予想される今後においては重要である。

まとめ　人口減少・世帯構成が変化す
る社会における環境対策
（１）財源の確保と効率的な財政投資
先に述べたとおり、人口の減少は税収の減少にも

つながり、環境対策に必要とされる財源は厳しい状
況にある。
しかしこれは日本だけに限ったことではなく、むし
ろ環境と経済を一体で考え、効率的な環境投資に
より社会・経済の発展を推進しようとの考え方が現
代の主流である。
2012年６月、ブラジル・リオデジャネイロで開かれ

た国連持続可能な開発会議（リオ＋20）で「グリー
ンエコノミー」が正式に文書で合意された。これは
「環境へのリスクと生態系の損失を大幅に減少さ
せながら人々の厚生と社会的公正を改善する経
済」（UNEP：国連環境計画）とされており、次のよう
な10のセクターへ効率的に財政投資を行うことで、
経済・産業の活性化にもつながるとされている。

日本でも、こうした経済に転換していくために財
源の確保や計画的な投資を計画している。
制度としては、再生可能エネルギーの固定価格

買い取り制度も開始され、企業の関心も高い。
大規模太陽光発電（メガソーラー）は、全国で計
画まで含めると125件となっており（2012年６月現
在の１MW以上の設備：産業タイムズ社調べ）、埼
玉県内では桶川市東部工業団地内にある後谷調
整池に世界初の水上設置型太陽光発電システム
が設置されている。
「税制のグリーン化（環境税）」としてエネルギー
課税や車体課税が導入されるなど、ベースとなる財
源確保も進められている（図１）。
しかし、このグリーンエコノミーは、日本では周知
度が低く、本格的な推進と言える状況ではないよう
だ。こうした趨勢もあり、埼玉県においても大きな前
進は見られない状況のようであるが、今後の持続
可能な社会発展を考えると、経済と環境は一体と
の考え方に転換し、積極的な推進を図りたいところ
である。

財源が限られ、効率的、効果的な財政支出が求
められるため、都市環境インフラの維持・整備や効
果的な環境対策に重点的な割り振りを行う必要が
あると考えられる。
特に事業者の関心が高い新エネルギー関連の事
業は、それが実験なのか、啓発なのか、事業化を目
指すのかなど、目的や効果を明確にして取り組むこ
とが重要であろう。
（２）高齢者や多世帯等の増加に対応する省エネ
ルギー対策
今後も猛暑日の増加など、異常気象は続くと予想

され、エアコンなどの使用によるエネルギー消費の
増加は避けられない状況と考えられる。まして今後
の超高齢化社会を考えると、異常気象に対する高
齢者の健康管理も心配で、これからますます健康の
「見守り」も必要とされるだろう。
空調については多世帯での使用を避け、公共施
設等の利用により、効率の良いエネルギー集約型
空調を考えることも大切である。埼玉県では「まち
のクールオアシス」として熱中症予防のための事業
を生協などと共同で実施しているが、公共施設の活
用による同様の取組を行っている市町村もあり、高
齢者の健康管理や見守りと一体で考えると効果が
高いと思われる。
このように社会や人口構成の変化が環境に与え
る影響は少なくない。今後、こうした変化に対応して
「持続可能な社会」を目指したいところである。

わが国経済は、緩やかに回復しつつある。
先行きは、輸出が持ち直し、各種政策の効果が発
現するなかで、景気回復の動きが確かなものとなるこ
とが期待されている。
埼玉県経済は、持ち直しの動きがみられる。消費
税増税前の駆け込み需要もあり、先行きは上向きが
見込まれている。
聞き取り調査の結果は、７～９月期の天気図は、薄

日が建設、曇が輸送機械、鉄鋼、大型小売店、小雨が
一般機械、電気機械であった。
10～12月期の天気図は、薄日が輸送機械、建設、
大型小売店、曇が電気機械、鉄鋼、小雨が一般機械
の見込み。

主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、低調に推移。先行きは、国内
設備投資が上向く気配を見せ始めていることなど
から、緩やかながらも持ち直してくるものと期待さ
れる。
〇電気機械の生産は、弱含みで推移。ただ、赤字部
門のＴＶ関連からの撤退、縮小などで、収益面では
プラス。先行きは、消費税増税前の駆け込み需要
が期待されることから、現状より改善を見込む。
〇輸送機械の生産は、新型車の投入で回復の動き。
先行きは、消費税増税前の駆け込み需要も予想さ
れ、今年度いっぱいは堅調に推移する見込み。
〇鉄鋼の生産は、棒鋼は回復が続く。先行きも、相当
数のテナントビル案件が進行していることもあり、
底堅い動きを続けるとみられる。
○建設は、久々に好調。先行きは、受注ベースでは上
半期の駆け込み需要の反動から、やや減速すると
みられるが、工事ベースでは高水準を見込む。
　公共工事は、河川、橋梁、道路の改修・保守の工事
を中心に、久々に好調。先行きは、上半期並みを確

〇大型小売店販売は、前年水準を下回るも持ち直し
の動き。先行きは、上向きを見込む。

(1)一般機械･･･低調に推移
一般機械の生産は、低調に推移している。
輸出比率が７割近くを占める工作機械関連では、
昨年秋口以降、中国向けの輸出が大幅に落ち込んだ
ことが響いている。比較的堅調な北米向けに加え、
景気減速が続いていた欧州向けに持ち直しの動きが
みられるものの、輸出全体の落ち込みをカバーするま
でには至っていない。国内向けも、設備投資に慎重な
製造業の姿勢を受けて、生産は力強さに欠ける動き
を続けてきたが、足元では一部に持ち直しの動きが
みられる。
電機関連では、タブレット端末の外枠や液晶部品

などで、一部生産が好調な企業はあるものの、家電
メーカーがスマートフォンの国内生産から撤退・縮小
する動きが続いており、部品メーカーに影響が及ん
でいる。
自動車関連でも、メーカーの海外拠点整備の動き
が強まるなか、国内生産体制は現状維持程度にとど
まっており、大型の金型などの動きは鈍い。急速に普
及が進む３Ｄプリンターは量産に適さないため、現時
点では金型メーカーと直接競合していないが、試作
メーカーの一部には影響が出ている。
ブラジルやオーストラリアなど、資源国からの受注

50インチ以上の４Ｋ（高精細）ＴＶなどの生産に特化
する動きがみられる。
白物家電は、国内では引き続き省エネ意識が強

まっており、今夏は猛暑などもあり、エアコンなどは堅
調に推移した。各家庭各部屋にエアコンが設置され
てきており、今後は買替需要が中心となるとみられる
ことから、今までのような伸びを期待するのは難しい
状況となってきた。
先行きについては、住宅建設の好調に支えられ、
消費税増税前の駆け込み需要に期待している。新築
住宅が増えれば、それに合わせて白物家電などの新
規購入や買替需要が期待でき、生産は現状より改善
を見込んでいる。
アメリカなどでは電力料金が安価であること、新興
国では電力供給が不安定なため、省エネのインバー
タは、海外での普及が遅れている。今後、海外でのイ
ンバータ製品の需要増に期待している。
一方、北米向けの自動車関連が順調で、収益面で

も貢献している。ただ、シリア問題などから、ガソリン
価格が高騰することになると、先行きの不透明感は
強まってくる。
為替については、白物家電は、海外生産・日本への
製品輸入が主流となっており、今般の円高修正・円安
は、収益的にはマイナスの効果となっている。
ＬＥＤが節電製品として事業所や一般家庭向けに
増加している。ただ、増加しているものの、売り上げに
占めるウエイトは小さく、全体の収益の向上には結び
ついていない。

駆け込み需要も見込まれ、生産は上向きに転じると
予想される。
トラック関連：乗用車に比べトラックは、生産・販売と
も持ち直しの動きが速いようだ。震災の復興需要に
支えられているほか、過去の排ガス規制強化時に販
売されたトラックが更新時期を迎えていることも追い
風となっている。中東などの海外需要も引き続き堅
調なようだ。
先行きも比較的順調に推移するとみられるが、懸
念材料として、新興国の景気減速による海外需要の
伸び悩みがある。
部品メーカー：部品メーカーの生産も徐々に回復に
向かっている。乗用車・トラックの完成車メーカーの生
産が持ち直しの方向にあるためだ。先行きについても
完成車メーカーの生産回復の動きを受けて、部品
メーカーの生産は活発化すると予想される。消費税
が増税される前の今年度いっぱいは、堅調に推移す
るだろう。
また、このところ為替の円高修正が進んできたが、
企業の海外進出の動きは続いているようだ。「タイ等
の東南アジアへの工場進出要請があった」との声も
聞かれた。国内市場が伸び悩む一方、新興国を中心
に市場が拡大するなかで、生産拠点の海外への移転
の流れが続きそうだ。

(4)鉄鋼･･･棒鋼は回復が続く
棒鋼の生産は、首都圏における建設需要の伸びを
受け、回復を続けている。製造業による工場新設など

保できる見込み。
　民間工事は、堅調に推移している。福祉関連の受
注が底堅く、一部には工場や倉庫などの受注が散
見される。先行きは、景気回復から上半期より改善
を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費税増税前の駆
け込み需要から、前年を上回る。先行きは、注文住
宅、マンションの需要が一服するため、上半期より
やや減速を見込む。

が減少していた建設機械関連では、中小型機で少し
動きが出始めている。しかし、昨年後半の落ち込み幅
が大きかった反動という面もあり、今後の動向には、
まだ慎重な見方が多いようだ。
先行きについては、国内設備投資が、上向く気配

を見せ始めていることなどから、今後は緩やかなが
らも生産が持ち直してくると期待される。しかし、収
益面は引き続き厳しい状況が続くことになろう。な
かでも、製品価格引き下げ要請に接することの多い
中小零細企業では、来年４月の消費税引き上げに
ついて、転嫁を認めてもらえるのか懸念する声が聞
かれた。

(2)電気機械･･･弱含み
７～９月期の生産は、弱含みで推移した。北米向け
自動車関連が順調に推移しているものの、薄型ＴＶ
関連の生産中止や縮小（アウトソーシングの割合を
高める）を進めている。ただ、ＴＶ生産は赤字部門だっ
たため、収益的にはプラスに寄与している。
地上デジタル放送への完全移行やエコポイントの
終了から、薄型ＴＶの生産が急減したが、「２台目、３
台目の需要の開拓を進める」、「高付加価値製品
（スマートＴＶや有機ＥＬなど）の開発に力を入れてい
く」など、数年後からの本格的な回復に期待していた。
しかし、現在では海外製品にとって替わられており、
国内メーカーにとって、太刀打ちすることは難しい状
況となっている。一部では、「生産を中止してしまうと、
技術力の低下が心配」として、付加価値の高い

(3)輸送機械…新型車の投入で回復の動き
乗用車：販売動向をみると、エコカー補助金が終了
した昨年9月以降、県内の乗用車販売は全国と同
様に低迷が続いていたが、燃費性能や安全性を向
上させた新型車の投入もあり、足元では持ち直しの
動きとなっている。新車販売台数（軽自動車を含
む）は、補助金終了の影響が一巡した9月には前年
に比べ約2割の増加となった。内訳をみると、軽自
動車は前年を上回り好調に推移し、減少が続いて
いた登録車（普通車、小型車）も9月には13カ月ぶ
りに増加した。
7～9月期の生産動向をみると、登録車がメインの
県内の乗用車生産は前年割れとなったようだが、販
売動向を反映して持ち直しの動きもみられている。
先行きについては生産の回復が予想される。こ

の7月にホンダの寄居工場が小型車を集中生産す
る工場として稼働し、9月に発売された新型車の生
産が本格化する。さらに秋以降も新型車の発売が
予定されているほか、来年4月の消費税増税前の

の動きは少ないものの、大型ショッピングモールや高
速道路ＩＣ周辺の物流倉庫、病院・有料老人ホーム、
都心部のテナントビルなどが目立っている。また、消
費税引き上げに伴う駆け込み需要もあり、新築住宅
の基礎向けが伸びていることも、棒鋼の生産を押し
上げている。
生産が回復するなかでも、収益面は厳しい状況が
続いている。原油価格等の上昇を受けて、電気料金
が大幅に引き上げられており、電炉の経営を圧迫し
ている。副資材も値上がりしており、製品価格への転
嫁がなかなか進まないなか、スクラップ価格が想定を
超えて上昇するようだと、収益は一段と厳しくなるこ
とが懸念される。
先行きも、住宅向けでは消費税引き上げに伴う
駆け込み需要の反動減が見込まれるものの、都内
を中心に相当数のテナントビル案件が進行している
こともあり、生産は底堅い動きを続けるとみられる。
しかし、鉄筋工や型枠工を中心に、首都圏では人手
不足の状況が続いている。既存の工事の進捗に遅
れが出る案件も出ていることから、ゼネコン側では、
鉄筋工や型枠工の不要な鉄骨造を選ぶケースも出
始めている。こうした状況が続けば、建設需要が堅
調に推移しても、棒鋼の生産は抑えられる可能性
がある。
鋳物の生産は、春先以降も低調に推移している。
主力の工作機械向けを含め、総じて前年実績を下回
る状況が続いている。稼働率の低下が採算を悪化さ
せており、足元の収益も非常に厳しい。秋口には消費

税引き上げに伴う駆け込み需要が発生すると見込ん
でいたが、現時点までは、そうした動きもほとんどみら
れていない。先行きも、生産の回復テンポはごく緩や
かなものにとどまろう。

(5)建設…久々に好調
建設は、久々に好調な動き。公共工事は、国関係

の発注が中心で、受注残は好調に推移している。民
間工事は、消費税増税前の駆け込み需要のある住
宅建設を中心に、前年を上回って推移している。
公共工事：７～９月期は、国関連からの発注の河
川・橋梁・道路などの改修や補修工事などを中心
に、久々に好調。入札時の受注ベースでは前年比
＋30%を上回っているとみられるものの、各社の
受注ベースは、前年比＋10～20%程度に留まって
いる。各社とも、人手不足が深刻化してきており、
無理して受注しても、計画通りの工程が難しい案
件には入札を辞退するケースがあるとみられるた
めだ。
先行きは、国の補正予算と、県・市町村等からの公
共工事を見込んでおり、上半期並みは確保できると
みている。公共工事は、受注できれば一定の利益を
確保することができることから、収益の下支えとなっ
ている。
なお、学校の耐震化工事は終了し、役場や出先、
公民館等の耐震化工事を見込んでいたが、顕在化し
ていない。

民間工事：７～９月期の民間工事は、老健・介護関連
などの福祉施設の受注が底堅く続いている。ここヘ
きて、法人向けの工場や倉庫などの受注が散見され
るようになったものの、本格的な回復への動きとは
なっていない。先行きは、景気の回復から上半期より
改善を期待している。
業界では、職人不足を指摘する声が大きくなって

いる。特に、鉄筋工と型枠工が不足している。職人不
足は、高齢化しリタイアしていること、建設不況だった
ことから若い人を育ててこなかったことが原因である。
今後も、職人不足が続くことが見込まれ、職人の手間
賃は上がっており、消費税増税より影響が大きいとす
る業者もみられた。さらに、中長期的にみても、リニア
モーターカー、東京オンリピックなどの関連工事が本
格化するにつれ、職人不足がさらに大きな影響を及
ぼしてくるとみられる。
資材価格は、震災地での復興工事を含めた公共
工事の増加、円高修正・円安による輸入資材価格の
上昇などから、今後も建設資材全般が値上がり傾向
にあるとみられる。
住宅：７～９月期は、戸建、マンションとも、消費税増税
前の駆け込み需要から、前年を上回って推移してい
る。先行きは、注文住宅、マンションの需要が一服す
るため、上半期よりやや減速を見込んでいる。ただ、
工事ベースは高水準が続くとみられる。
戸建については、９月末までに契約すれば、引き渡

しは来年４月以降でも消費税５％ですむため、注文住
宅を中心に増加した。展示場への来訪者は、やや増
加程度で推移したものの、物件購入意欲が強い顧客
が中心だったため、契約率は高かった。
建売住宅については、来年３月末までに物件の引

き渡しが行われれば消費税５％のため、今しばらく
駆け込み需要が期待される。また、来年４月以降は、
消費税増税分を販売価格に100％転嫁することは
難しいとみている業者が多く、収益を圧縮する要因

となりそうだ。
マンションは、９月末まで消費税増税前の駆け込み
需要でにぎわった。10月以降は契約ベースでは落ち
着くと見込まれるものの、再来年の10月の消費税
10％への販売対策が本格化してくる。
消費税増税前の駆け込み需要は当初予定してい

たより、比較的軽微に留まった。増税に対する軽減措
置が手厚く実施されるためで、購入価格帯によって
は、増税後に物件を購入した方が優遇されるケース
もあるようで、増税の反動減も当初予定より縮小され
るとみている。

(6)大型小売店販売…持ち直しの動き
百貨店：7～9月の県内百貨店の売上は、4～6月に続
き前年水準を下回ったようだが、持ち直しに向けた動
きもうかがわれる。
これまで東京都心などの大都市圏で増加が目
立っていた高額品の売上が、県内百貨店でも見ら
れるようになってきた。宝飾品や時計、金製品など
の値の張る商品の売上が増加しているほか、絵画
展の即売会での売れ行きが非常に良かったところ
や、外商の売上が近年で最高を記録するところも
あった。また、売上総額を買上客数で割った顧客の
購買単価がアップしている店舗も増えている。景
気の持ち直しから、消費者の購買意欲にも徐々に
変化が見え始めており、こうした動きが続くと期待
される。
高額品が売れている一方で、消費者の価格に対す

る目は依然として厳しいとの指摘もある。食料品では
2極化が進んでおり、例えば牛肉はワンランク上の商
品が売れるようになったが、日々の生活品は価格競
争が依然として厳しい。スーパーやコンビニとの競合
も激しく、その影響で食料品の売上が減少するといっ
た動きもあった。
先行きについては上向くことが予想される。景気

回復への期待は大きく、冬のボーナスの増加も予想
されることに加え、年末ごろからは消費税増税前の
駆け込みも予想されるためである。
スーパー：7～9月のスーパーの売上は、既存店
ベースでは前年を下回ったが、新設店を含めた全
店ベースの売上は、新規出店の増加を反映して前
年を上回った模様だ。今夏は、例年に比べ梅雨明
けが早く、気温も早くから上昇し猛暑が続いたため、
夏物の売れ行きが良かった。衣料品のほか、クール
マットなどの涼感寝具や扇風機が売れ、扇風機は
低価格品だけでなく、より機能の高い高額品もよく
売れたという。天候要因によりよく売れた商品は
あったが、既存店売上は全体として厳しい状況が
続いた。
ただし、顧客の買い方にも変化の動きがみられる。

「価格一辺倒ではなく、価値のあるものは買う。節約
志向から、いいものがあったら買っておこう」に変化
している。これは来年4月の消費税導入とも関係して
いるようだ。増税前の駆け込みとは別に、日常的に使
うもので気に入ったものがあれば、今のうちに買って
おく、といった行動につながっているとみられる。例え
ば、この夏には1万円を超える日傘や扇子がよく売れ
たという。
スーパーは、日用品や食料品の分野で、競合店の
出店やコンビニ・ドラッグストアなどの他業態との競
合も激しく、百貨店に比べ厳しい状況が続くとみられ
るが、先行きは徐々に上向くと予想される。

60歳以上50～59歳40～49歳30～39歳29歳以下

資料：農林水産省 食品ロス統計調査(2009年)
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●グラフ２　日本の部門別二酸化炭素排出量の推移

＊↑↓：1990-2011年の増減

産業部門 13.1%↓

廃棄物 16.5%↑

家庭部門 48.1%↑

業務部門 50.9%↑

運輸部門 5.9%↑

工業プロセス 34.0%↓

エネルギー転換部門 28.8%↑
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人口減少時代の環境対策
最近の環境問題を考える⑪

人口減少（少子・高齢化）の埼玉県を考えるシリーズ

はじめに
少子・高齢化が進む中、人口の減少も顕在化して

きた。現在、約1億2,800万人と言われる日本の人
口は、2060年には8,674万人になるとの予測も立
てられている（国立社会保障・人口問題研究所）。
環境問題に目を転じると、気候変動が加速してお

り、集中豪雨や小雨が地域によって極端な傾向とな
り、竜巻なども過去に類を見ないほど発生している。
また、毎年のことではあるが、今年の夏も記録的な
猛暑で、６～８月の平均気温が過去最高を記録する
など、異常気象に伴う災害や健康への影響も見逃
せない状況となりつつある。特に増加している高齢
者の健康は非常に心配されるところである。
少子高齢化、人口減少社会における環境面の課

題と対応について考察する。

人口減少等が及ぼす環境への影響
人口の減少は、エネルギーや資源の消費、温室

効果ガスの排出などの観点で考えるとプラスの要
因（消費や排出量の減少）もあると考えられるが、必
ずしもそうとはいえない面がある。
（１）高齢化の進行と廃棄物
私たちが排出している一般廃棄物（主に生活ゴ

ミ）の排出量は、近年人口の減少等に伴い減少傾向
であるが、人口が減少している割には廃棄物は減っ
ていないともいわれる。
生活ゴミについては年齢との関係が深いものもあ

り、その１つが食品ロスである。
食品ロスは私たちが食事をする際に発生する一

般廃棄物であり、日本はこの食品ロスが非常に多い
国である。年齢層ごとの食品ロスの割合（グラフ１）

を見ると、50歳以上の世帯になると食品ロスの発
生が増加傾向である。直接廃棄（野菜などで不要な
部位を廃棄する等）も多いが、過剰除去（過剰に買
いだめした結果、消費期限切れで廃棄しているもの
等）が多いところが特徴であり、これは年齢による買
い物の頻度などが関係していると推察される。

今後の超高齢化社会では、こうした「ロス」の増
加が一段と懸念されるのである。
（２）核家族化と温室効果ガスの排出
一方、温室効果ガスの排出については、むしろ増

加している状況である。
現在の日本は、3.11の震災・原発事故の影響で

地球温暖化対策は非常に難しい局面におかれてい
るが、それ以前でも芳しいものではなく、例えば京都
議定書の目標（温室効果ガスの排出量を1990年
比６％削減）などは未達の状況であった。
2011年までの部門別の二酸化炭素排出量推移

を見ると（グラフ２）、産業部門や工業プロセス部門
ではこれまでの企業努力によって削減されている。

一方、大きく増加しているのは、産業構造の変化
等で業務部門が増加（50.9%）していることと、家
庭における増加（48.1%）である。
省エネについては、3.11の震災・原発事故以前

でもかなり浸透していたはずであり、家庭で使う電
気製品なども省エネタイプが広く普及していたはず
である。それにもかかわらず家庭で温室効果ガスの
発生が増加していることには、人口や世帯の構成が
深く関わっていると考えられる。

 

それは、核家族化や小家族化の進行である。
日本は世界屈指の核家族化国であるが、近年、
単独世帯の増加もあり、少人数・多世帯傾向が一段
と高まっている（グラフ３）。

こうした傾向は埼玉県においても顕著であり、平
成20年の土地家屋調査によると埼玉県の核家族
化率は62.3%で全国第１位であった。高齢化の進
行で高齢者の単独世帯も増加しているようである。
人口自体は減少しても、家電製品が省エネタイプ

に替わろうとも、多くの世帯に分離して生活をすれ
ばエネルギーや資源の消費も増大してしまう。例え
ば、世帯が増えればエアコンの稼働台数も増えるた
め電力の消費も増加し、発電で消費する化石燃料
資源と温室効果ガスは増大してしまうのである。
世帯数の増加等は、おそらくゴミの増加にもつな

がっているはずで、廃棄物の量が思ったほど減って
いない理由もここにあるのかもしれない。
（３）人口減少による税収の減少
行政運営においては、少子・高齢化が進む中で、

人口の減少による財源の確保（税収）が危ぶまれて
いる。
福祉や社会保障のための財源確保が大きな課

題であるが、これは環境面の財源確保についても
同様である。今後多くの危機的な環境問題に対応
し、また、今まで構築してきた都市の環境インフラ
（上下水道や廃棄物処理設備など）などを維持して
いくためには多くの財源が必要となる。
人口減少、特に税収に関わる比較的若い世代

（労働人口）の減少は、環境対策にとっても大きな課
題といえる。

今後、投資が必要とされる主な環境対策
今後、環境投資が必要と考えられる分野は多数

あるが、まちづくりに関わりの深い分野では以下の
分野が特に重要と思われる。
（１）新エネルギーの導入やモータリゼーションの
変革
地球温暖化対策の推進や、日本においては（世

界においても）原発を含めた発電システムの今後と
いう問題は、最も重要な課題の一つである。
電力は、原発を除くと、石油、石炭などによる火力

発電が現在の主力であるが、イージーオイル（手間

が少なく、廉価に手に入る石油）が手に入りにくく
なってきている現在、シェールガスやメタンハイド
レートなどの新しい資源の開発が話題となっている。
しかし、これらも化石燃料資源の１つであり、「経過
処置」と考えるべきであろう。可能な限り太陽光発
電など自然エネルギーを導入していくことが望まれ
るが、これには多くの財源が必要である。
モータリゼーションの変革も大きい。昨今は電気

自動車も普及してきているが、肝心の発電が化石
燃料に依存していては元も子もない。今後の本命と
目される水素燃料電池車は大手メーカーで開発が
進んでおり（写真１）、官民一体の努力により価格も
比較的低く抑えられて市場に投入されるともいわれ
ている。

そして、このような新しいモータリゼーションに
とって重要なことは、エネルギー供給インフラの整
備である。電気自動車でも同様だが、燃料を供給す
るスタンドがなければ普及は望めず、こうしたインフ
ラの整備には少なからぬ財源が必要とされる。
また、今後の高齢化社会を考えると、年齢等に応

じたモータリゼーションの運用も重要と思われる。高
齢者を含めたすべての人々が水素燃料電池車を必
要とするわけではないだろう。
埼玉県では「水素燃料電池車など新しいモー

タリゼーションの普及に力を入れていくが、今後の
高齢化社会では、高齢者が買い物をする際などに

は軽便な電気自動車を活用してもらえると良い：
埼玉県環境政策課」とのことで、適材適所で今後
の高齢化社会への対応を進めようという考え方
のようだ。
（２）都市の環境インフラの維持・整備
気候変動への対応は、災害対策なども含め水循
環を考慮した河川整備、治水・利水が求められる。
今後、インフラの再構築、メンテナンス（下水道の
補修を含む）、新エネルギーの導入など、多くの財
源が必要とされている。特に高度成長期に整備さ
れたインフラ等は整備後40年を経過するものも少
なくなく、下水道の配管などは今後多くのメンテナン
スや敷設替えが必要とされ、埼玉県下水道公社で
は平成21年度に71億円の補修予算を計上して整
備に努めている（本誌2012年11月号参照）。
これらは、都市機能においては“縁の下の力持
ち”的機能であるが、安心・安全な都市生活のため
には必須の機能であり、特に気候変動が激化すると
予想される今後においては重要である。

まとめ　人口減少・世帯構成が変化す
る社会における環境対策
（１）財源の確保と効率的な財政投資
先に述べたとおり、人口の減少は税収の減少にも

つながり、環境対策に必要とされる財源は厳しい状
況にある。
しかしこれは日本だけに限ったことではなく、むし
ろ環境と経済を一体で考え、効率的な環境投資に
より社会・経済の発展を推進しようとの考え方が現
代の主流である。
2012年６月、ブラジル・リオデジャネイロで開かれ

た国連持続可能な開発会議（リオ＋20）で「グリー
ンエコノミー」が正式に文書で合意された。これは
「環境へのリスクと生態系の損失を大幅に減少さ
せながら人々の厚生と社会的公正を改善する経
済」（UNEP：国連環境計画）とされており、次のよう
な10のセクターへ効率的に財政投資を行うことで、
経済・産業の活性化にもつながるとされている。

日本でも、こうした経済に転換していくために財
源の確保や計画的な投資を計画している。
制度としては、再生可能エネルギーの固定価格

買い取り制度も開始され、企業の関心も高い。
大規模太陽光発電（メガソーラー）は、全国で計
画まで含めると125件となっており（2012年６月現
在の１MW以上の設備：産業タイムズ社調べ）、埼
玉県内では桶川市東部工業団地内にある後谷調
整池に世界初の水上設置型太陽光発電システム
が設置されている。
「税制のグリーン化（環境税）」としてエネルギー
課税や車体課税が導入されるなど、ベースとなる財
源確保も進められている（図１）。
しかし、このグリーンエコノミーは、日本では周知
度が低く、本格的な推進と言える状況ではないよう
だ。こうした趨勢もあり、埼玉県においても大きな前
進は見られない状況のようであるが、今後の持続
可能な社会発展を考えると、経済と環境は一体と
の考え方に転換し、積極的な推進を図りたいところ
である。

財源が限られ、効率的、効果的な財政支出が求
められるため、都市環境インフラの維持・整備や効
果的な環境対策に重点的な割り振りを行う必要が
あると考えられる。
特に事業者の関心が高い新エネルギー関連の事
業は、それが実験なのか、啓発なのか、事業化を目
指すのかなど、目的や効果を明確にして取り組むこ
とが重要であろう。
（２）高齢者や多世帯等の増加に対応する省エネ
ルギー対策
今後も猛暑日の増加など、異常気象は続くと予想

され、エアコンなどの使用によるエネルギー消費の
増加は避けられない状況と考えられる。まして今後
の超高齢化社会を考えると、異常気象に対する高
齢者の健康管理も心配で、これからますます健康の
「見守り」も必要とされるだろう。
空調については多世帯での使用を避け、公共施
設等の利用により、効率の良いエネルギー集約型
空調を考えることも大切である。埼玉県では「まち
のクールオアシス」として熱中症予防のための事業
を生協などと共同で実施しているが、公共施設の活
用による同様の取組を行っている市町村もあり、高
齢者の健康管理や見守りと一体で考えると効果が
高いと思われる。
このように社会や人口構成の変化が環境に与え
る影響は少なくない。今後、こうした変化に対応して
「持続可能な社会」を目指したいところである。

わが国経済は、緩やかに回復しつつある。
先行きは、輸出が持ち直し、各種政策の効果が発
現するなかで、景気回復の動きが確かなものとなるこ
とが期待されている。
埼玉県経済は、持ち直しの動きがみられる。消費
税増税前の駆け込み需要もあり、先行きは上向きが
見込まれている。
聞き取り調査の結果は、７～９月期の天気図は、薄

日が建設、曇が輸送機械、鉄鋼、大型小売店、小雨が
一般機械、電気機械であった。
10～12月期の天気図は、薄日が輸送機械、建設、
大型小売店、曇が電気機械、鉄鋼、小雨が一般機械
の見込み。

主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、低調に推移。先行きは、国内
設備投資が上向く気配を見せ始めていることなど
から、緩やかながらも持ち直してくるものと期待さ
れる。
〇電気機械の生産は、弱含みで推移。ただ、赤字部
門のＴＶ関連からの撤退、縮小などで、収益面では
プラス。先行きは、消費税増税前の駆け込み需要
が期待されることから、現状より改善を見込む。
〇輸送機械の生産は、新型車の投入で回復の動き。
先行きは、消費税増税前の駆け込み需要も予想さ
れ、今年度いっぱいは堅調に推移する見込み。
〇鉄鋼の生産は、棒鋼は回復が続く。先行きも、相当
数のテナントビル案件が進行していることもあり、
底堅い動きを続けるとみられる。
○建設は、久々に好調。先行きは、受注ベースでは上
半期の駆け込み需要の反動から、やや減速すると
みられるが、工事ベースでは高水準を見込む。
　公共工事は、河川、橋梁、道路の改修・保守の工事
を中心に、久々に好調。先行きは、上半期並みを確

〇大型小売店販売は、前年水準を下回るも持ち直し
の動き。先行きは、上向きを見込む。

(1)一般機械･･･低調に推移
一般機械の生産は、低調に推移している。
輸出比率が７割近くを占める工作機械関連では、
昨年秋口以降、中国向けの輸出が大幅に落ち込んだ
ことが響いている。比較的堅調な北米向けに加え、
景気減速が続いていた欧州向けに持ち直しの動きが
みられるものの、輸出全体の落ち込みをカバーするま
でには至っていない。国内向けも、設備投資に慎重な
製造業の姿勢を受けて、生産は力強さに欠ける動き
を続けてきたが、足元では一部に持ち直しの動きが
みられる。
電機関連では、タブレット端末の外枠や液晶部品

などで、一部生産が好調な企業はあるものの、家電
メーカーがスマートフォンの国内生産から撤退・縮小
する動きが続いており、部品メーカーに影響が及ん
でいる。
自動車関連でも、メーカーの海外拠点整備の動き
が強まるなか、国内生産体制は現状維持程度にとど
まっており、大型の金型などの動きは鈍い。急速に普
及が進む３Ｄプリンターは量産に適さないため、現時
点では金型メーカーと直接競合していないが、試作
メーカーの一部には影響が出ている。
ブラジルやオーストラリアなど、資源国からの受注

50インチ以上の４Ｋ（高精細）ＴＶなどの生産に特化
する動きがみられる。
白物家電は、国内では引き続き省エネ意識が強

まっており、今夏は猛暑などもあり、エアコンなどは堅
調に推移した。各家庭各部屋にエアコンが設置され
てきており、今後は買替需要が中心となるとみられる
ことから、今までのような伸びを期待するのは難しい
状況となってきた。
先行きについては、住宅建設の好調に支えられ、
消費税増税前の駆け込み需要に期待している。新築
住宅が増えれば、それに合わせて白物家電などの新
規購入や買替需要が期待でき、生産は現状より改善
を見込んでいる。
アメリカなどでは電力料金が安価であること、新興
国では電力供給が不安定なため、省エネのインバー
タは、海外での普及が遅れている。今後、海外でのイ
ンバータ製品の需要増に期待している。
一方、北米向けの自動車関連が順調で、収益面で

も貢献している。ただ、シリア問題などから、ガソリン
価格が高騰することになると、先行きの不透明感は
強まってくる。
為替については、白物家電は、海外生産・日本への
製品輸入が主流となっており、今般の円高修正・円安
は、収益的にはマイナスの効果となっている。
ＬＥＤが節電製品として事業所や一般家庭向けに
増加している。ただ、増加しているものの、売り上げに
占めるウエイトは小さく、全体の収益の向上には結び
ついていない。

駆け込み需要も見込まれ、生産は上向きに転じると
予想される。
トラック関連：乗用車に比べトラックは、生産・販売と
も持ち直しの動きが速いようだ。震災の復興需要に
支えられているほか、過去の排ガス規制強化時に販
売されたトラックが更新時期を迎えていることも追い
風となっている。中東などの海外需要も引き続き堅
調なようだ。
先行きも比較的順調に推移するとみられるが、懸
念材料として、新興国の景気減速による海外需要の
伸び悩みがある。
部品メーカー：部品メーカーの生産も徐々に回復に
向かっている。乗用車・トラックの完成車メーカーの生
産が持ち直しの方向にあるためだ。先行きについても
完成車メーカーの生産回復の動きを受けて、部品
メーカーの生産は活発化すると予想される。消費税
が増税される前の今年度いっぱいは、堅調に推移す
るだろう。
また、このところ為替の円高修正が進んできたが、
企業の海外進出の動きは続いているようだ。「タイ等
の東南アジアへの工場進出要請があった」との声も
聞かれた。国内市場が伸び悩む一方、新興国を中心
に市場が拡大するなかで、生産拠点の海外への移転
の流れが続きそうだ。

(4)鉄鋼･･･棒鋼は回復が続く
棒鋼の生産は、首都圏における建設需要の伸びを
受け、回復を続けている。製造業による工場新設など

保できる見込み。
　民間工事は、堅調に推移している。福祉関連の受
注が底堅く、一部には工場や倉庫などの受注が散
見される。先行きは、景気回復から上半期より改善
を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費税増税前の駆
け込み需要から、前年を上回る。先行きは、注文住
宅、マンションの需要が一服するため、上半期より
やや減速を見込む。

が減少していた建設機械関連では、中小型機で少し
動きが出始めている。しかし、昨年後半の落ち込み幅
が大きかった反動という面もあり、今後の動向には、
まだ慎重な見方が多いようだ。
先行きについては、国内設備投資が、上向く気配

を見せ始めていることなどから、今後は緩やかなが
らも生産が持ち直してくると期待される。しかし、収
益面は引き続き厳しい状況が続くことになろう。な
かでも、製品価格引き下げ要請に接することの多い
中小零細企業では、来年４月の消費税引き上げに
ついて、転嫁を認めてもらえるのか懸念する声が聞
かれた。

(2)電気機械･･･弱含み
７～９月期の生産は、弱含みで推移した。北米向け
自動車関連が順調に推移しているものの、薄型ＴＶ
関連の生産中止や縮小（アウトソーシングの割合を
高める）を進めている。ただ、ＴＶ生産は赤字部門だっ
たため、収益的にはプラスに寄与している。
地上デジタル放送への完全移行やエコポイントの
終了から、薄型ＴＶの生産が急減したが、「２台目、３
台目の需要の開拓を進める」、「高付加価値製品
（スマートＴＶや有機ＥＬなど）の開発に力を入れてい
く」など、数年後からの本格的な回復に期待していた。
しかし、現在では海外製品にとって替わられており、
国内メーカーにとって、太刀打ちすることは難しい状
況となっている。一部では、「生産を中止してしまうと、
技術力の低下が心配」として、付加価値の高い

(3)輸送機械…新型車の投入で回復の動き
乗用車：販売動向をみると、エコカー補助金が終了
した昨年9月以降、県内の乗用車販売は全国と同
様に低迷が続いていたが、燃費性能や安全性を向
上させた新型車の投入もあり、足元では持ち直しの
動きとなっている。新車販売台数（軽自動車を含
む）は、補助金終了の影響が一巡した9月には前年
に比べ約2割の増加となった。内訳をみると、軽自
動車は前年を上回り好調に推移し、減少が続いて
いた登録車（普通車、小型車）も9月には13カ月ぶ
りに増加した。
7～9月期の生産動向をみると、登録車がメインの
県内の乗用車生産は前年割れとなったようだが、販
売動向を反映して持ち直しの動きもみられている。
先行きについては生産の回復が予想される。こ

の7月にホンダの寄居工場が小型車を集中生産す
る工場として稼働し、9月に発売された新型車の生
産が本格化する。さらに秋以降も新型車の発売が
予定されているほか、来年4月の消費税増税前の

の動きは少ないものの、大型ショッピングモールや高
速道路ＩＣ周辺の物流倉庫、病院・有料老人ホーム、
都心部のテナントビルなどが目立っている。また、消
費税引き上げに伴う駆け込み需要もあり、新築住宅
の基礎向けが伸びていることも、棒鋼の生産を押し
上げている。
生産が回復するなかでも、収益面は厳しい状況が
続いている。原油価格等の上昇を受けて、電気料金
が大幅に引き上げられており、電炉の経営を圧迫し
ている。副資材も値上がりしており、製品価格への転
嫁がなかなか進まないなか、スクラップ価格が想定を
超えて上昇するようだと、収益は一段と厳しくなるこ
とが懸念される。
先行きも、住宅向けでは消費税引き上げに伴う
駆け込み需要の反動減が見込まれるものの、都内
を中心に相当数のテナントビル案件が進行している
こともあり、生産は底堅い動きを続けるとみられる。
しかし、鉄筋工や型枠工を中心に、首都圏では人手
不足の状況が続いている。既存の工事の進捗に遅
れが出る案件も出ていることから、ゼネコン側では、
鉄筋工や型枠工の不要な鉄骨造を選ぶケースも出
始めている。こうした状況が続けば、建設需要が堅
調に推移しても、棒鋼の生産は抑えられる可能性
がある。
鋳物の生産は、春先以降も低調に推移している。
主力の工作機械向けを含め、総じて前年実績を下回
る状況が続いている。稼働率の低下が採算を悪化さ
せており、足元の収益も非常に厳しい。秋口には消費

税引き上げに伴う駆け込み需要が発生すると見込ん
でいたが、現時点までは、そうした動きもほとんどみら
れていない。先行きも、生産の回復テンポはごく緩や
かなものにとどまろう。

(5)建設…久々に好調
建設は、久々に好調な動き。公共工事は、国関係

の発注が中心で、受注残は好調に推移している。民
間工事は、消費税増税前の駆け込み需要のある住
宅建設を中心に、前年を上回って推移している。
公共工事：７～９月期は、国関連からの発注の河
川・橋梁・道路などの改修や補修工事などを中心
に、久々に好調。入札時の受注ベースでは前年比
＋30%を上回っているとみられるものの、各社の
受注ベースは、前年比＋10～20%程度に留まって
いる。各社とも、人手不足が深刻化してきており、
無理して受注しても、計画通りの工程が難しい案
件には入札を辞退するケースがあるとみられるた
めだ。
先行きは、国の補正予算と、県・市町村等からの公
共工事を見込んでおり、上半期並みは確保できると
みている。公共工事は、受注できれば一定の利益を
確保することができることから、収益の下支えとなっ
ている。
なお、学校の耐震化工事は終了し、役場や出先、
公民館等の耐震化工事を見込んでいたが、顕在化し
ていない。

民間工事：７～９月期の民間工事は、老健・介護関連
などの福祉施設の受注が底堅く続いている。ここヘ
きて、法人向けの工場や倉庫などの受注が散見され
るようになったものの、本格的な回復への動きとは
なっていない。先行きは、景気の回復から上半期より
改善を期待している。
業界では、職人不足を指摘する声が大きくなって

いる。特に、鉄筋工と型枠工が不足している。職人不
足は、高齢化しリタイアしていること、建設不況だった
ことから若い人を育ててこなかったことが原因である。
今後も、職人不足が続くことが見込まれ、職人の手間
賃は上がっており、消費税増税より影響が大きいとす
る業者もみられた。さらに、中長期的にみても、リニア
モーターカー、東京オンリピックなどの関連工事が本
格化するにつれ、職人不足がさらに大きな影響を及
ぼしてくるとみられる。
資材価格は、震災地での復興工事を含めた公共
工事の増加、円高修正・円安による輸入資材価格の
上昇などから、今後も建設資材全般が値上がり傾向
にあるとみられる。
住宅：７～９月期は、戸建、マンションとも、消費税増税
前の駆け込み需要から、前年を上回って推移してい
る。先行きは、注文住宅、マンションの需要が一服す
るため、上半期よりやや減速を見込んでいる。ただ、
工事ベースは高水準が続くとみられる。
戸建については、９月末までに契約すれば、引き渡

しは来年４月以降でも消費税５％ですむため、注文住
宅を中心に増加した。展示場への来訪者は、やや増
加程度で推移したものの、物件購入意欲が強い顧客
が中心だったため、契約率は高かった。
建売住宅については、来年３月末までに物件の引

き渡しが行われれば消費税５％のため、今しばらく
駆け込み需要が期待される。また、来年４月以降は、
消費税増税分を販売価格に100％転嫁することは
難しいとみている業者が多く、収益を圧縮する要因

となりそうだ。
マンションは、９月末まで消費税増税前の駆け込み
需要でにぎわった。10月以降は契約ベースでは落ち
着くと見込まれるものの、再来年の10月の消費税
10％への販売対策が本格化してくる。
消費税増税前の駆け込み需要は当初予定してい

たより、比較的軽微に留まった。増税に対する軽減措
置が手厚く実施されるためで、購入価格帯によって
は、増税後に物件を購入した方が優遇されるケース
もあるようで、増税の反動減も当初予定より縮小され
るとみている。

(6)大型小売店販売…持ち直しの動き
百貨店：7～9月の県内百貨店の売上は、4～6月に続
き前年水準を下回ったようだが、持ち直しに向けた動
きもうかがわれる。
これまで東京都心などの大都市圏で増加が目
立っていた高額品の売上が、県内百貨店でも見ら
れるようになってきた。宝飾品や時計、金製品など
の値の張る商品の売上が増加しているほか、絵画
展の即売会での売れ行きが非常に良かったところ
や、外商の売上が近年で最高を記録するところも
あった。また、売上総額を買上客数で割った顧客の
購買単価がアップしている店舗も増えている。景
気の持ち直しから、消費者の購買意欲にも徐々に
変化が見え始めており、こうした動きが続くと期待
される。
高額品が売れている一方で、消費者の価格に対す

る目は依然として厳しいとの指摘もある。食料品では
2極化が進んでおり、例えば牛肉はワンランク上の商
品が売れるようになったが、日々の生活品は価格競
争が依然として厳しい。スーパーやコンビニとの競合
も激しく、その影響で食料品の売上が減少するといっ
た動きもあった。
先行きについては上向くことが予想される。景気

回復への期待は大きく、冬のボーナスの増加も予想
されることに加え、年末ごろからは消費税増税前の
駆け込みも予想されるためである。
スーパー：7～9月のスーパーの売上は、既存店
ベースでは前年を下回ったが、新設店を含めた全
店ベースの売上は、新規出店の増加を反映して前
年を上回った模様だ。今夏は、例年に比べ梅雨明
けが早く、気温も早くから上昇し猛暑が続いたため、
夏物の売れ行きが良かった。衣料品のほか、クール
マットなどの涼感寝具や扇風機が売れ、扇風機は
低価格品だけでなく、より機能の高い高額品もよく
売れたという。天候要因によりよく売れた商品は
あったが、既存店売上は全体として厳しい状況が
続いた。
ただし、顧客の買い方にも変化の動きがみられる。

「価格一辺倒ではなく、価値のあるものは買う。節約
志向から、いいものがあったら買っておこう」に変化
している。これは来年4月の消費税導入とも関係して
いるようだ。増税前の駆け込みとは別に、日常的に使
うもので気に入ったものがあれば、今のうちに買って
おく、といった行動につながっているとみられる。例え
ば、この夏には1万円を超える日傘や扇子がよく売れ
たという。
スーパーは、日用品や食料品の分野で、競合店の
出店やコンビニ・ドラッグストアなどの他業態との競
合も激しく、百貨店に比べ厳しい状況が続くとみられ
るが、先行きは徐々に上向くと予想される。

60歳以上50～59歳40～49歳30～39歳29歳以下

資料：農林水産省 食品ロス統計調査(2009年)
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●グラフ２　日本の部門別二酸化炭素排出量の推移

＊↑↓：1990-2011年の増減

産業部門 13.1%↓

廃棄物 16.5%↑

家庭部門 48.1%↑

業務部門 50.9%↑

運輸部門 5.9%↑

工業プロセス 34.0%↓

エネルギー転換部門 28.8%↑
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はじめに
少子・高齢化が進む中、人口の減少も顕在化して

きた。現在、約1億2,800万人と言われる日本の人
口は、2060年には8,674万人になるとの予測も立
てられている（国立社会保障・人口問題研究所）。
環境問題に目を転じると、気候変動が加速してお

り、集中豪雨や小雨が地域によって極端な傾向とな
り、竜巻なども過去に類を見ないほど発生している。
また、毎年のことではあるが、今年の夏も記録的な
猛暑で、６～８月の平均気温が過去最高を記録する
など、異常気象に伴う災害や健康への影響も見逃
せない状況となりつつある。特に増加している高齢
者の健康は非常に心配されるところである。
少子高齢化、人口減少社会における環境面の課
題と対応について考察する。

人口減少等が及ぼす環境への影響
人口の減少は、エネルギーや資源の消費、温室
効果ガスの排出などの観点で考えるとプラスの要
因（消費や排出量の減少）もあると考えられるが、必
ずしもそうとはいえない面がある。
（１）高齢化の進行と廃棄物
私たちが排出している一般廃棄物（主に生活ゴ

ミ）の排出量は、近年人口の減少等に伴い減少傾向
であるが、人口が減少している割には廃棄物は減っ
ていないともいわれる。
生活ゴミについては年齢との関係が深いものもあ

り、その１つが食品ロスである。
食品ロスは私たちが食事をする際に発生する一
般廃棄物であり、日本はこの食品ロスが非常に多い
国である。年齢層ごとの食品ロスの割合（グラフ１）

を見ると、50歳以上の世帯になると食品ロスの発
生が増加傾向である。直接廃棄（野菜などで不要な
部位を廃棄する等）も多いが、過剰除去（過剰に買
いだめした結果、消費期限切れで廃棄しているもの
等）が多いところが特徴であり、これは年齢による買
い物の頻度などが関係していると推察される。

今後の超高齢化社会では、こうした「ロス」の増
加が一段と懸念されるのである。
（２）核家族化と温室効果ガスの排出
一方、温室効果ガスの排出については、むしろ増
加している状況である。
現在の日本は、3.11の震災・原発事故の影響で
地球温暖化対策は非常に難しい局面におかれてい
るが、それ以前でも芳しいものではなく、例えば京都
議定書の目標（温室効果ガスの排出量を1990年
比６％削減）などは未達の状況であった。
2011年までの部門別の二酸化炭素排出量推移

を見ると（グラフ２）、産業部門や工業プロセス部門
ではこれまでの企業努力によって削減されている。

一方、大きく増加しているのは、産業構造の変化
等で業務部門が増加（50.9%）していることと、家
庭における増加（48.1%）である。
省エネについては、3.11の震災・原発事故以前

でもかなり浸透していたはずであり、家庭で使う電
気製品なども省エネタイプが広く普及していたはず
である。それにもかかわらず家庭で温室効果ガスの
発生が増加していることには、人口や世帯の構成が
深く関わっていると考えられる。

 

それは、核家族化や小家族化の進行である。
日本は世界屈指の核家族化国であるが、近年、
単独世帯の増加もあり、少人数・多世帯傾向が一段
と高まっている（グラフ３）。

こうした傾向は埼玉県においても顕著であり、平
成20年の土地家屋調査によると埼玉県の核家族
化率は62.3%で全国第１位であった。高齢化の進
行で高齢者の単独世帯も増加しているようである。
人口自体は減少しても、家電製品が省エネタイプ

に替わろうとも、多くの世帯に分離して生活をすれ
ばエネルギーや資源の消費も増大してしまう。例え
ば、世帯が増えればエアコンの稼働台数も増えるた
め電力の消費も増加し、発電で消費する化石燃料
資源と温室効果ガスは増大してしまうのである。
世帯数の増加等は、おそらくゴミの増加にもつな

がっているはずで、廃棄物の量が思ったほど減って
いない理由もここにあるのかもしれない。
（３）人口減少による税収の減少
行政運営においては、少子・高齢化が進む中で、

人口の減少による財源の確保（税収）が危ぶまれて
いる。
福祉や社会保障のための財源確保が大きな課

題であるが、これは環境面の財源確保についても
同様である。今後多くの危機的な環境問題に対応
し、また、今まで構築してきた都市の環境インフラ
（上下水道や廃棄物処理設備など）などを維持して
いくためには多くの財源が必要となる。
人口減少、特に税収に関わる比較的若い世代

（労働人口）の減少は、環境対策にとっても大きな課
題といえる。

今後、投資が必要とされる主な環境対策
今後、環境投資が必要と考えられる分野は多数

あるが、まちづくりに関わりの深い分野では以下の
分野が特に重要と思われる。
（１）新エネルギーの導入やモータリゼーションの
変革
地球温暖化対策の推進や、日本においては（世

界においても）原発を含めた発電システムの今後と
いう問題は、最も重要な課題の一つである。
電力は、原発を除くと、石油、石炭などによる火力

発電が現在の主力であるが、イージーオイル（手間

が少なく、廉価に手に入る石油）が手に入りにくく
なってきている現在、シェールガスやメタンハイド
レートなどの新しい資源の開発が話題となっている。
しかし、これらも化石燃料資源の１つであり、「経過
処置」と考えるべきであろう。可能な限り太陽光発
電など自然エネルギーを導入していくことが望まれ
るが、これには多くの財源が必要である。
モータリゼーションの変革も大きい。昨今は電気

自動車も普及してきているが、肝心の発電が化石
燃料に依存していては元も子もない。今後の本命と
目される水素燃料電池車は大手メーカーで開発が
進んでおり（写真１）、官民一体の努力により価格も
比較的低く抑えられて市場に投入されるともいわれ
ている。

そして、このような新しいモータリゼーションに
とって重要なことは、エネルギー供給インフラの整
備である。電気自動車でも同様だが、燃料を供給す
るスタンドがなければ普及は望めず、こうしたインフ
ラの整備には少なからぬ財源が必要とされる。
また、今後の高齢化社会を考えると、年齢等に応

じたモータリゼーションの運用も重要と思われる。高
齢者を含めたすべての人々が水素燃料電池車を必
要とするわけではないだろう。
埼玉県では「水素燃料電池車など新しいモー

タリゼーションの普及に力を入れていくが、今後の
高齢化社会では、高齢者が買い物をする際などに

は軽便な電気自動車を活用してもらえると良い：
埼玉県環境政策課」とのことで、適材適所で今後
の高齢化社会への対応を進めようという考え方
のようだ。
（２）都市の環境インフラの維持・整備
気候変動への対応は、災害対策なども含め水循

環を考慮した河川整備、治水・利水が求められる。
今後、インフラの再構築、メンテナンス（下水道の

補修を含む）、新エネルギーの導入など、多くの財
源が必要とされている。特に高度成長期に整備さ
れたインフラ等は整備後40年を経過するものも少
なくなく、下水道の配管などは今後多くのメンテナン
スや敷設替えが必要とされ、埼玉県下水道公社で
は平成21年度に71億円の補修予算を計上して整
備に努めている（本誌2012年11月号参照）。
これらは、都市機能においては“縁の下の力持
ち”的機能であるが、安心・安全な都市生活のため
には必須の機能であり、特に気候変動が激化すると
予想される今後においては重要である。

まとめ　人口減少・世帯構成が変化す
る社会における環境対策
（１）財源の確保と効率的な財政投資
先に述べたとおり、人口の減少は税収の減少にも

つながり、環境対策に必要とされる財源は厳しい状
況にある。
しかしこれは日本だけに限ったことではなく、むし
ろ環境と経済を一体で考え、効率的な環境投資に
より社会・経済の発展を推進しようとの考え方が現
代の主流である。
2012年６月、ブラジル・リオデジャネイロで開かれ

た国連持続可能な開発会議（リオ＋20）で「グリー
ンエコノミー」が正式に文書で合意された。これは
「環境へのリスクと生態系の損失を大幅に減少さ
せながら人々の厚生と社会的公正を改善する経
済」（UNEP：国連環境計画）とされており、次のよう
な10のセクターへ効率的に財政投資を行うことで、
経済・産業の活性化にもつながるとされている。

日本でも、こうした経済に転換していくために財
源の確保や計画的な投資を計画している。
制度としては、再生可能エネルギーの固定価格

買い取り制度も開始され、企業の関心も高い。
大規模太陽光発電（メガソーラー）は、全国で計

画まで含めると125件となっており（2012年６月現
在の１MW以上の設備：産業タイムズ社調べ）、埼
玉県内では桶川市東部工業団地内にある後谷調
整池に世界初の水上設置型太陽光発電システム
が設置されている。
「税制のグリーン化（環境税）」としてエネルギー
課税や車体課税が導入されるなど、ベースとなる財
源確保も進められている（図１）。
しかし、このグリーンエコノミーは、日本では周知
度が低く、本格的な推進と言える状況ではないよう
だ。こうした趨勢もあり、埼玉県においても大きな前
進は見られない状況のようであるが、今後の持続
可能な社会発展を考えると、経済と環境は一体と
の考え方に転換し、積極的な推進を図りたいところ
である。

財源が限られ、効率的、効果的な財政支出が求
められるため、都市環境インフラの維持・整備や効
果的な環境対策に重点的な割り振りを行う必要が
あると考えられる。
特に事業者の関心が高い新エネルギー関連の事

業は、それが実験なのか、啓発なのか、事業化を目
指すのかなど、目的や効果を明確にして取り組むこ
とが重要であろう。
（２）高齢者や多世帯等の増加に対応する省エネ
ルギー対策
今後も猛暑日の増加など、異常気象は続くと予想

され、エアコンなどの使用によるエネルギー消費の
増加は避けられない状況と考えられる。まして今後
の超高齢化社会を考えると、異常気象に対する高
齢者の健康管理も心配で、これからますます健康の
「見守り」も必要とされるだろう。
空調については多世帯での使用を避け、公共施

設等の利用により、効率の良いエネルギー集約型
空調を考えることも大切である。埼玉県では「まち
のクールオアシス」として熱中症予防のための事業
を生協などと共同で実施しているが、公共施設の活
用による同様の取組を行っている市町村もあり、高
齢者の健康管理や見守りと一体で考えると効果が
高いと思われる。
このように社会や人口構成の変化が環境に与え
る影響は少なくない。今後、こうした変化に対応して
「持続可能な社会」を目指したいところである。

●写真1　埼玉県庁に無償貸与された水素燃料電池車「FCX」

資料：本田技研工業株式会社

わが国経済は、緩やかに回復しつつある。
先行きは、輸出が持ち直し、各種政策の効果が発
現するなかで、景気回復の動きが確かなものとなるこ
とが期待されている。
埼玉県経済は、持ち直しの動きがみられる。消費
税増税前の駆け込み需要もあり、先行きは上向きが
見込まれている。
聞き取り調査の結果は、７～９月期の天気図は、薄

日が建設、曇が輸送機械、鉄鋼、大型小売店、小雨が
一般機械、電気機械であった。
10～12月期の天気図は、薄日が輸送機械、建設、
大型小売店、曇が電気機械、鉄鋼、小雨が一般機械
の見込み。

主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、低調に推移。先行きは、国内
設備投資が上向く気配を見せ始めていることなど
から、緩やかながらも持ち直してくるものと期待さ
れる。
〇電気機械の生産は、弱含みで推移。ただ、赤字部
門のＴＶ関連からの撤退、縮小などで、収益面では
プラス。先行きは、消費税増税前の駆け込み需要
が期待されることから、現状より改善を見込む。
〇輸送機械の生産は、新型車の投入で回復の動き。
先行きは、消費税増税前の駆け込み需要も予想さ
れ、今年度いっぱいは堅調に推移する見込み。
〇鉄鋼の生産は、棒鋼は回復が続く。先行きも、相当
数のテナントビル案件が進行していることもあり、
底堅い動きを続けるとみられる。
○建設は、久々に好調。先行きは、受注ベースでは上
半期の駆け込み需要の反動から、やや減速すると
みられるが、工事ベースでは高水準を見込む。
　公共工事は、河川、橋梁、道路の改修・保守の工事
を中心に、久々に好調。先行きは、上半期並みを確

〇大型小売店販売は、前年水準を下回るも持ち直し
の動き。先行きは、上向きを見込む。

(1)一般機械･･･低調に推移
一般機械の生産は、低調に推移している。
輸出比率が７割近くを占める工作機械関連では、
昨年秋口以降、中国向けの輸出が大幅に落ち込んだ
ことが響いている。比較的堅調な北米向けに加え、
景気減速が続いていた欧州向けに持ち直しの動きが
みられるものの、輸出全体の落ち込みをカバーするま
でには至っていない。国内向けも、設備投資に慎重な
製造業の姿勢を受けて、生産は力強さに欠ける動き
を続けてきたが、足元では一部に持ち直しの動きが
みられる。
電機関連では、タブレット端末の外枠や液晶部品

などで、一部生産が好調な企業はあるものの、家電
メーカーがスマートフォンの国内生産から撤退・縮小
する動きが続いており、部品メーカーに影響が及ん
でいる。
自動車関連でも、メーカーの海外拠点整備の動き
が強まるなか、国内生産体制は現状維持程度にとど
まっており、大型の金型などの動きは鈍い。急速に普
及が進む３Ｄプリンターは量産に適さないため、現時
点では金型メーカーと直接競合していないが、試作
メーカーの一部には影響が出ている。
ブラジルやオーストラリアなど、資源国からの受注

50インチ以上の４Ｋ（高精細）ＴＶなどの生産に特化
する動きがみられる。
白物家電は、国内では引き続き省エネ意識が強

まっており、今夏は猛暑などもあり、エアコンなどは堅
調に推移した。各家庭各部屋にエアコンが設置され
てきており、今後は買替需要が中心となるとみられる
ことから、今までのような伸びを期待するのは難しい
状況となってきた。
先行きについては、住宅建設の好調に支えられ、
消費税増税前の駆け込み需要に期待している。新築
住宅が増えれば、それに合わせて白物家電などの新
規購入や買替需要が期待でき、生産は現状より改善
を見込んでいる。
アメリカなどでは電力料金が安価であること、新興
国では電力供給が不安定なため、省エネのインバー
タは、海外での普及が遅れている。今後、海外でのイ
ンバータ製品の需要増に期待している。
一方、北米向けの自動車関連が順調で、収益面で

も貢献している。ただ、シリア問題などから、ガソリン
価格が高騰することになると、先行きの不透明感は
強まってくる。
為替については、白物家電は、海外生産・日本への
製品輸入が主流となっており、今般の円高修正・円安
は、収益的にはマイナスの効果となっている。
ＬＥＤが節電製品として事業所や一般家庭向けに
増加している。ただ、増加しているものの、売り上げに
占めるウエイトは小さく、全体の収益の向上には結び
ついていない。

駆け込み需要も見込まれ、生産は上向きに転じると
予想される。
トラック関連：乗用車に比べトラックは、生産・販売と
も持ち直しの動きが速いようだ。震災の復興需要に
支えられているほか、過去の排ガス規制強化時に販
売されたトラックが更新時期を迎えていることも追い
風となっている。中東などの海外需要も引き続き堅
調なようだ。
先行きも比較的順調に推移するとみられるが、懸
念材料として、新興国の景気減速による海外需要の
伸び悩みがある。
部品メーカー：部品メーカーの生産も徐々に回復に
向かっている。乗用車・トラックの完成車メーカーの生
産が持ち直しの方向にあるためだ。先行きについても
完成車メーカーの生産回復の動きを受けて、部品
メーカーの生産は活発化すると予想される。消費税
が増税される前の今年度いっぱいは、堅調に推移す
るだろう。
また、このところ為替の円高修正が進んできたが、
企業の海外進出の動きは続いているようだ。「タイ等
の東南アジアへの工場進出要請があった」との声も
聞かれた。国内市場が伸び悩む一方、新興国を中心
に市場が拡大するなかで、生産拠点の海外への移転
の流れが続きそうだ。

(4)鉄鋼･･･棒鋼は回復が続く
棒鋼の生産は、首都圏における建設需要の伸びを
受け、回復を続けている。製造業による工場新設など

保できる見込み。
　民間工事は、堅調に推移している。福祉関連の受
注が底堅く、一部には工場や倉庫などの受注が散
見される。先行きは、景気回復から上半期より改善
を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費税増税前の駆
け込み需要から、前年を上回る。先行きは、注文住
宅、マンションの需要が一服するため、上半期より
やや減速を見込む。

が減少していた建設機械関連では、中小型機で少し
動きが出始めている。しかし、昨年後半の落ち込み幅
が大きかった反動という面もあり、今後の動向には、
まだ慎重な見方が多いようだ。
先行きについては、国内設備投資が、上向く気配

を見せ始めていることなどから、今後は緩やかなが
らも生産が持ち直してくると期待される。しかし、収
益面は引き続き厳しい状況が続くことになろう。な
かでも、製品価格引き下げ要請に接することの多い
中小零細企業では、来年４月の消費税引き上げに
ついて、転嫁を認めてもらえるのか懸念する声が聞
かれた。

(2)電気機械･･･弱含み
７～９月期の生産は、弱含みで推移した。北米向け
自動車関連が順調に推移しているものの、薄型ＴＶ
関連の生産中止や縮小（アウトソーシングの割合を
高める）を進めている。ただ、ＴＶ生産は赤字部門だっ
たため、収益的にはプラスに寄与している。
地上デジタル放送への完全移行やエコポイントの
終了から、薄型ＴＶの生産が急減したが、「２台目、３
台目の需要の開拓を進める」、「高付加価値製品
（スマートＴＶや有機ＥＬなど）の開発に力を入れてい
く」など、数年後からの本格的な回復に期待していた。
しかし、現在では海外製品にとって替わられており、
国内メーカーにとって、太刀打ちすることは難しい状
況となっている。一部では、「生産を中止してしまうと、
技術力の低下が心配」として、付加価値の高い

(3)輸送機械…新型車の投入で回復の動き
乗用車：販売動向をみると、エコカー補助金が終了
した昨年9月以降、県内の乗用車販売は全国と同
様に低迷が続いていたが、燃費性能や安全性を向
上させた新型車の投入もあり、足元では持ち直しの
動きとなっている。新車販売台数（軽自動車を含
む）は、補助金終了の影響が一巡した9月には前年
に比べ約2割の増加となった。内訳をみると、軽自
動車は前年を上回り好調に推移し、減少が続いて
いた登録車（普通車、小型車）も9月には13カ月ぶ
りに増加した。
7～9月期の生産動向をみると、登録車がメインの
県内の乗用車生産は前年割れとなったようだが、販
売動向を反映して持ち直しの動きもみられている。
先行きについては生産の回復が予想される。こ

の7月にホンダの寄居工場が小型車を集中生産す
る工場として稼働し、9月に発売された新型車の生
産が本格化する。さらに秋以降も新型車の発売が
予定されているほか、来年4月の消費税増税前の

の動きは少ないものの、大型ショッピングモールや高
速道路ＩＣ周辺の物流倉庫、病院・有料老人ホーム、
都心部のテナントビルなどが目立っている。また、消
費税引き上げに伴う駆け込み需要もあり、新築住宅
の基礎向けが伸びていることも、棒鋼の生産を押し
上げている。
生産が回復するなかでも、収益面は厳しい状況が
続いている。原油価格等の上昇を受けて、電気料金
が大幅に引き上げられており、電炉の経営を圧迫し
ている。副資材も値上がりしており、製品価格への転
嫁がなかなか進まないなか、スクラップ価格が想定を
超えて上昇するようだと、収益は一段と厳しくなるこ
とが懸念される。
先行きも、住宅向けでは消費税引き上げに伴う
駆け込み需要の反動減が見込まれるものの、都内
を中心に相当数のテナントビル案件が進行している
こともあり、生産は底堅い動きを続けるとみられる。
しかし、鉄筋工や型枠工を中心に、首都圏では人手
不足の状況が続いている。既存の工事の進捗に遅
れが出る案件も出ていることから、ゼネコン側では、
鉄筋工や型枠工の不要な鉄骨造を選ぶケースも出
始めている。こうした状況が続けば、建設需要が堅
調に推移しても、棒鋼の生産は抑えられる可能性
がある。
鋳物の生産は、春先以降も低調に推移している。
主力の工作機械向けを含め、総じて前年実績を下回
る状況が続いている。稼働率の低下が採算を悪化さ
せており、足元の収益も非常に厳しい。秋口には消費

税引き上げに伴う駆け込み需要が発生すると見込ん
でいたが、現時点までは、そうした動きもほとんどみら
れていない。先行きも、生産の回復テンポはごく緩や
かなものにとどまろう。

(5)建設…久々に好調
建設は、久々に好調な動き。公共工事は、国関係

の発注が中心で、受注残は好調に推移している。民
間工事は、消費税増税前の駆け込み需要のある住
宅建設を中心に、前年を上回って推移している。
公共工事：７～９月期は、国関連からの発注の河
川・橋梁・道路などの改修や補修工事などを中心
に、久々に好調。入札時の受注ベースでは前年比
＋30%を上回っているとみられるものの、各社の
受注ベースは、前年比＋10～20%程度に留まって
いる。各社とも、人手不足が深刻化してきており、
無理して受注しても、計画通りの工程が難しい案
件には入札を辞退するケースがあるとみられるた
めだ。
先行きは、国の補正予算と、県・市町村等からの公
共工事を見込んでおり、上半期並みは確保できると
みている。公共工事は、受注できれば一定の利益を
確保することができることから、収益の下支えとなっ
ている。
なお、学校の耐震化工事は終了し、役場や出先、
公民館等の耐震化工事を見込んでいたが、顕在化し
ていない。

民間工事：７～９月期の民間工事は、老健・介護関連
などの福祉施設の受注が底堅く続いている。ここヘ
きて、法人向けの工場や倉庫などの受注が散見され
るようになったものの、本格的な回復への動きとは
なっていない。先行きは、景気の回復から上半期より
改善を期待している。
業界では、職人不足を指摘する声が大きくなって

いる。特に、鉄筋工と型枠工が不足している。職人不
足は、高齢化しリタイアしていること、建設不況だった
ことから若い人を育ててこなかったことが原因である。
今後も、職人不足が続くことが見込まれ、職人の手間
賃は上がっており、消費税増税より影響が大きいとす
る業者もみられた。さらに、中長期的にみても、リニア
モーターカー、東京オンリピックなどの関連工事が本
格化するにつれ、職人不足がさらに大きな影響を及
ぼしてくるとみられる。
資材価格は、震災地での復興工事を含めた公共
工事の増加、円高修正・円安による輸入資材価格の
上昇などから、今後も建設資材全般が値上がり傾向
にあるとみられる。
住宅：７～９月期は、戸建、マンションとも、消費税増税
前の駆け込み需要から、前年を上回って推移してい
る。先行きは、注文住宅、マンションの需要が一服す
るため、上半期よりやや減速を見込んでいる。ただ、
工事ベースは高水準が続くとみられる。
戸建については、９月末までに契約すれば、引き渡

しは来年４月以降でも消費税５％ですむため、注文住
宅を中心に増加した。展示場への来訪者は、やや増
加程度で推移したものの、物件購入意欲が強い顧客
が中心だったため、契約率は高かった。
建売住宅については、来年３月末までに物件の引

き渡しが行われれば消費税５％のため、今しばらく
駆け込み需要が期待される。また、来年４月以降は、
消費税増税分を販売価格に100％転嫁することは
難しいとみている業者が多く、収益を圧縮する要因

となりそうだ。
マンションは、９月末まで消費税増税前の駆け込み
需要でにぎわった。10月以降は契約ベースでは落ち
着くと見込まれるものの、再来年の10月の消費税
10％への販売対策が本格化してくる。
消費税増税前の駆け込み需要は当初予定してい

たより、比較的軽微に留まった。増税に対する軽減措
置が手厚く実施されるためで、購入価格帯によって
は、増税後に物件を購入した方が優遇されるケース
もあるようで、増税の反動減も当初予定より縮小され
るとみている。

(6)大型小売店販売…持ち直しの動き
百貨店：7～9月の県内百貨店の売上は、4～6月に続
き前年水準を下回ったようだが、持ち直しに向けた動
きもうかがわれる。
これまで東京都心などの大都市圏で増加が目
立っていた高額品の売上が、県内百貨店でも見ら
れるようになってきた。宝飾品や時計、金製品など
の値の張る商品の売上が増加しているほか、絵画
展の即売会での売れ行きが非常に良かったところ
や、外商の売上が近年で最高を記録するところも
あった。また、売上総額を買上客数で割った顧客の
購買単価がアップしている店舗も増えている。景
気の持ち直しから、消費者の購買意欲にも徐々に
変化が見え始めており、こうした動きが続くと期待
される。
高額品が売れている一方で、消費者の価格に対す

る目は依然として厳しいとの指摘もある。食料品では
2極化が進んでおり、例えば牛肉はワンランク上の商
品が売れるようになったが、日々の生活品は価格競
争が依然として厳しい。スーパーやコンビニとの競合
も激しく、その影響で食料品の売上が減少するといっ
た動きもあった。
先行きについては上向くことが予想される。景気

回復への期待は大きく、冬のボーナスの増加も予想
されることに加え、年末ごろからは消費税増税前の
駆け込みも予想されるためである。
スーパー：7～9月のスーパーの売上は、既存店
ベースでは前年を下回ったが、新設店を含めた全
店ベースの売上は、新規出店の増加を反映して前
年を上回った模様だ。今夏は、例年に比べ梅雨明
けが早く、気温も早くから上昇し猛暑が続いたため、
夏物の売れ行きが良かった。衣料品のほか、クール
マットなどの涼感寝具や扇風機が売れ、扇風機は
低価格品だけでなく、より機能の高い高額品もよく
売れたという。天候要因によりよく売れた商品は
あったが、既存店売上は全体として厳しい状況が
続いた。
ただし、顧客の買い方にも変化の動きがみられる。

「価格一辺倒ではなく、価値のあるものは買う。節約
志向から、いいものがあったら買っておこう」に変化
している。これは来年4月の消費税導入とも関係して
いるようだ。増税前の駆け込みとは別に、日常的に使
うもので気に入ったものがあれば、今のうちに買って
おく、といった行動につながっているとみられる。例え
ば、この夏には1万円を超える日傘や扇子がよく売れ
たという。
スーパーは、日用品や食料品の分野で、競合店の
出店やコンビニ・ドラッグストアなどの他業態との競
合も激しく、百貨店に比べ厳しい状況が続くとみられ
るが、先行きは徐々に上向くと予想される。

＜UNEP報告による投資すべき10セクター＞
●小規模農場を含む農業の環境対策に対しては 
1,080億ドル

●エネルギー効率化で建設業セクターの環境対
策に1,340億ドル

●エネルギー供給の環境対策に3,600億ドル強

●世界の船団規模の削減を含む漁業の環境対策
に約1,100億ドル

●気候変動対策の重要な恩恵を受けるための林
業の環境対策に150億ドル

●製造業を含む業界の環境対策に750億ドル強

●観光セクターの環境対策にほぼ1,350億ドル

●運輸業の環境対策に1,900億ドル強

●リサイクルを含む廃棄物にほぼ1,100億ドル

●衛生対策を含む水セクターに1,100億ドル

資料：環境省の資料から作成

●図１　段階的な環境税施行のイメージ

石油：250円/kl
ガス：260円/t
石炭：220円/t

石油：500円/kl
ガス：520円/t
石炭：440円/t

石油：760円/kl
ガス：780円/t
石炭：670円/t

平成24年10月 平成26年4月 平成28年4月
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はじめに
少子・高齢化が進む中、人口の減少も顕在化して

きた。現在、約1億2,800万人と言われる日本の人
口は、2060年には8,674万人になるとの予測も立
てられている（国立社会保障・人口問題研究所）。
環境問題に目を転じると、気候変動が加速してお

り、集中豪雨や小雨が地域によって極端な傾向とな
り、竜巻なども過去に類を見ないほど発生している。
また、毎年のことではあるが、今年の夏も記録的な
猛暑で、６～８月の平均気温が過去最高を記録する
など、異常気象に伴う災害や健康への影響も見逃
せない状況となりつつある。特に増加している高齢
者の健康は非常に心配されるところである。
少子高齢化、人口減少社会における環境面の課
題と対応について考察する。

人口減少等が及ぼす環境への影響
人口の減少は、エネルギーや資源の消費、温室
効果ガスの排出などの観点で考えるとプラスの要
因（消費や排出量の減少）もあると考えられるが、必
ずしもそうとはいえない面がある。
（１）高齢化の進行と廃棄物
私たちが排出している一般廃棄物（主に生活ゴ

ミ）の排出量は、近年人口の減少等に伴い減少傾向
であるが、人口が減少している割には廃棄物は減っ
ていないともいわれる。
生活ゴミについては年齢との関係が深いものもあ

り、その１つが食品ロスである。
食品ロスは私たちが食事をする際に発生する一
般廃棄物であり、日本はこの食品ロスが非常に多い
国である。年齢層ごとの食品ロスの割合（グラフ１）

を見ると、50歳以上の世帯になると食品ロスの発
生が増加傾向である。直接廃棄（野菜などで不要な
部位を廃棄する等）も多いが、過剰除去（過剰に買
いだめした結果、消費期限切れで廃棄しているもの
等）が多いところが特徴であり、これは年齢による買
い物の頻度などが関係していると推察される。

今後の超高齢化社会では、こうした「ロス」の増
加が一段と懸念されるのである。
（２）核家族化と温室効果ガスの排出
一方、温室効果ガスの排出については、むしろ増
加している状況である。
現在の日本は、3.11の震災・原発事故の影響で
地球温暖化対策は非常に難しい局面におかれてい
るが、それ以前でも芳しいものではなく、例えば京都
議定書の目標（温室効果ガスの排出量を1990年
比６％削減）などは未達の状況であった。
2011年までの部門別の二酸化炭素排出量推移

を見ると（グラフ２）、産業部門や工業プロセス部門
ではこれまでの企業努力によって削減されている。

一方、大きく増加しているのは、産業構造の変化
等で業務部門が増加（50.9%）していることと、家
庭における増加（48.1%）である。
省エネについては、3.11の震災・原発事故以前

でもかなり浸透していたはずであり、家庭で使う電
気製品なども省エネタイプが広く普及していたはず
である。それにもかかわらず家庭で温室効果ガスの
発生が増加していることには、人口や世帯の構成が
深く関わっていると考えられる。

 

それは、核家族化や小家族化の進行である。
日本は世界屈指の核家族化国であるが、近年、
単独世帯の増加もあり、少人数・多世帯傾向が一段
と高まっている（グラフ３）。

こうした傾向は埼玉県においても顕著であり、平
成20年の土地家屋調査によると埼玉県の核家族
化率は62.3%で全国第１位であった。高齢化の進
行で高齢者の単独世帯も増加しているようである。
人口自体は減少しても、家電製品が省エネタイプ

に替わろうとも、多くの世帯に分離して生活をすれ
ばエネルギーや資源の消費も増大してしまう。例え
ば、世帯が増えればエアコンの稼働台数も増えるた
め電力の消費も増加し、発電で消費する化石燃料
資源と温室効果ガスは増大してしまうのである。
世帯数の増加等は、おそらくゴミの増加にもつな

がっているはずで、廃棄物の量が思ったほど減って
いない理由もここにあるのかもしれない。
（３）人口減少による税収の減少
行政運営においては、少子・高齢化が進む中で、
人口の減少による財源の確保（税収）が危ぶまれて
いる。
福祉や社会保障のための財源確保が大きな課

題であるが、これは環境面の財源確保についても
同様である。今後多くの危機的な環境問題に対応
し、また、今まで構築してきた都市の環境インフラ
（上下水道や廃棄物処理設備など）などを維持して
いくためには多くの財源が必要となる。
人口減少、特に税収に関わる比較的若い世代

（労働人口）の減少は、環境対策にとっても大きな課
題といえる。

今後、投資が必要とされる主な環境対策
今後、環境投資が必要と考えられる分野は多数

あるが、まちづくりに関わりの深い分野では以下の
分野が特に重要と思われる。
（１）新エネルギーの導入やモータリゼーションの
変革
地球温暖化対策の推進や、日本においては（世

界においても）原発を含めた発電システムの今後と
いう問題は、最も重要な課題の一つである。
電力は、原発を除くと、石油、石炭などによる火力
発電が現在の主力であるが、イージーオイル（手間

が少なく、廉価に手に入る石油）が手に入りにくく
なってきている現在、シェールガスやメタンハイド
レートなどの新しい資源の開発が話題となっている。
しかし、これらも化石燃料資源の１つであり、「経過
処置」と考えるべきであろう。可能な限り太陽光発
電など自然エネルギーを導入していくことが望まれ
るが、これには多くの財源が必要である。
モータリゼーションの変革も大きい。昨今は電気

自動車も普及してきているが、肝心の発電が化石
燃料に依存していては元も子もない。今後の本命と
目される水素燃料電池車は大手メーカーで開発が
進んでおり（写真１）、官民一体の努力により価格も
比較的低く抑えられて市場に投入されるともいわれ
ている。

そして、このような新しいモータリゼーションに
とって重要なことは、エネルギー供給インフラの整
備である。電気自動車でも同様だが、燃料を供給す
るスタンドがなければ普及は望めず、こうしたインフ
ラの整備には少なからぬ財源が必要とされる。
また、今後の高齢化社会を考えると、年齢等に応

じたモータリゼーションの運用も重要と思われる。高
齢者を含めたすべての人々が水素燃料電池車を必
要とするわけではないだろう。
埼玉県では「水素燃料電池車など新しいモー

タリゼーションの普及に力を入れていくが、今後の
高齢化社会では、高齢者が買い物をする際などに

は軽便な電気自動車を活用してもらえると良い：
埼玉県環境政策課」とのことで、適材適所で今後
の高齢化社会への対応を進めようという考え方
のようだ。
（２）都市の環境インフラの維持・整備
気候変動への対応は、災害対策なども含め水循

環を考慮した河川整備、治水・利水が求められる。
今後、インフラの再構築、メンテナンス（下水道の

補修を含む）、新エネルギーの導入など、多くの財
源が必要とされている。特に高度成長期に整備さ
れたインフラ等は整備後40年を経過するものも少
なくなく、下水道の配管などは今後多くのメンテナン
スや敷設替えが必要とされ、埼玉県下水道公社で
は平成21年度に71億円の補修予算を計上して整
備に努めている（本誌2012年11月号参照）。
これらは、都市機能においては“縁の下の力持
ち”的機能であるが、安心・安全な都市生活のため
には必須の機能であり、特に気候変動が激化すると
予想される今後においては重要である。

まとめ　人口減少・世帯構成が変化す
る社会における環境対策
（１）財源の確保と効率的な財政投資
先に述べたとおり、人口の減少は税収の減少にも

つながり、環境対策に必要とされる財源は厳しい状
況にある。
しかしこれは日本だけに限ったことではなく、むし
ろ環境と経済を一体で考え、効率的な環境投資に
より社会・経済の発展を推進しようとの考え方が現
代の主流である。
2012年６月、ブラジル・リオデジャネイロで開かれ

た国連持続可能な開発会議（リオ＋20）で「グリー
ンエコノミー」が正式に文書で合意された。これは
「環境へのリスクと生態系の損失を大幅に減少さ
せながら人々の厚生と社会的公正を改善する経
済」（UNEP：国連環境計画）とされており、次のよう
な10のセクターへ効率的に財政投資を行うことで、
経済・産業の活性化にもつながるとされている。

日本でも、こうした経済に転換していくために財
源の確保や計画的な投資を計画している。
制度としては、再生可能エネルギーの固定価格

買い取り制度も開始され、企業の関心も高い。
大規模太陽光発電（メガソーラー）は、全国で計

画まで含めると125件となっており（2012年６月現
在の１MW以上の設備：産業タイムズ社調べ）、埼
玉県内では桶川市東部工業団地内にある後谷調
整池に世界初の水上設置型太陽光発電システム
が設置されている。
「税制のグリーン化（環境税）」としてエネルギー
課税や車体課税が導入されるなど、ベースとなる財
源確保も進められている（図１）。
しかし、このグリーンエコノミーは、日本では周知
度が低く、本格的な推進と言える状況ではないよう
だ。こうした趨勢もあり、埼玉県においても大きな前
進は見られない状況のようであるが、今後の持続
可能な社会発展を考えると、経済と環境は一体と
の考え方に転換し、積極的な推進を図りたいところ
である。

財源が限られ、効率的、効果的な財政支出が求
められるため、都市環境インフラの維持・整備や効
果的な環境対策に重点的な割り振りを行う必要が
あると考えられる。
特に事業者の関心が高い新エネルギー関連の事

業は、それが実験なのか、啓発なのか、事業化を目
指すのかなど、目的や効果を明確にして取り組むこ
とが重要であろう。
（２）高齢者や多世帯等の増加に対応する省エネ
ルギー対策
今後も猛暑日の増加など、異常気象は続くと予想

され、エアコンなどの使用によるエネルギー消費の
増加は避けられない状況と考えられる。まして今後
の超高齢化社会を考えると、異常気象に対する高
齢者の健康管理も心配で、これからますます健康の
「見守り」も必要とされるだろう。
空調については多世帯での使用を避け、公共施

設等の利用により、効率の良いエネルギー集約型
空調を考えることも大切である。埼玉県では「まち
のクールオアシス」として熱中症予防のための事業
を生協などと共同で実施しているが、公共施設の活
用による同様の取組を行っている市町村もあり、高
齢者の健康管理や見守りと一体で考えると効果が
高いと思われる。
このように社会や人口構成の変化が環境に与え
る影響は少なくない。今後、こうした変化に対応して
「持続可能な社会」を目指したいところである。

●写真1　埼玉県庁に無償貸与された水素燃料電池車「FCX」

資料：本田技研工業株式会社

わが国経済は、緩やかに回復しつつある。
先行きは、輸出が持ち直し、各種政策の効果が発
現するなかで、景気回復の動きが確かなものとなるこ
とが期待されている。
埼玉県経済は、持ち直しの動きがみられる。消費
税増税前の駆け込み需要もあり、先行きは上向きが
見込まれている。
聞き取り調査の結果は、７～９月期の天気図は、薄

日が建設、曇が輸送機械、鉄鋼、大型小売店、小雨が
一般機械、電気機械であった。
10～12月期の天気図は、薄日が輸送機械、建設、
大型小売店、曇が電気機械、鉄鋼、小雨が一般機械
の見込み。

主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、低調に推移。先行きは、国内
設備投資が上向く気配を見せ始めていることなど
から、緩やかながらも持ち直してくるものと期待さ
れる。
〇電気機械の生産は、弱含みで推移。ただ、赤字部
門のＴＶ関連からの撤退、縮小などで、収益面では
プラス。先行きは、消費税増税前の駆け込み需要
が期待されることから、現状より改善を見込む。
〇輸送機械の生産は、新型車の投入で回復の動き。
先行きは、消費税増税前の駆け込み需要も予想さ
れ、今年度いっぱいは堅調に推移する見込み。
〇鉄鋼の生産は、棒鋼は回復が続く。先行きも、相当
数のテナントビル案件が進行していることもあり、
底堅い動きを続けるとみられる。
○建設は、久々に好調。先行きは、受注ベースでは上
半期の駆け込み需要の反動から、やや減速すると
みられるが、工事ベースでは高水準を見込む。
　公共工事は、河川、橋梁、道路の改修・保守の工事
を中心に、久々に好調。先行きは、上半期並みを確

〇大型小売店販売は、前年水準を下回るも持ち直し
の動き。先行きは、上向きを見込む。

(1)一般機械･･･低調に推移
一般機械の生産は、低調に推移している。
輸出比率が７割近くを占める工作機械関連では、
昨年秋口以降、中国向けの輸出が大幅に落ち込んだ
ことが響いている。比較的堅調な北米向けに加え、
景気減速が続いていた欧州向けに持ち直しの動きが
みられるものの、輸出全体の落ち込みをカバーするま
でには至っていない。国内向けも、設備投資に慎重な
製造業の姿勢を受けて、生産は力強さに欠ける動き
を続けてきたが、足元では一部に持ち直しの動きが
みられる。
電機関連では、タブレット端末の外枠や液晶部品

などで、一部生産が好調な企業はあるものの、家電
メーカーがスマートフォンの国内生産から撤退・縮小
する動きが続いており、部品メーカーに影響が及ん
でいる。
自動車関連でも、メーカーの海外拠点整備の動き
が強まるなか、国内生産体制は現状維持程度にとど
まっており、大型の金型などの動きは鈍い。急速に普
及が進む３Ｄプリンターは量産に適さないため、現時
点では金型メーカーと直接競合していないが、試作
メーカーの一部には影響が出ている。
ブラジルやオーストラリアなど、資源国からの受注

50インチ以上の４Ｋ（高精細）ＴＶなどの生産に特化
する動きがみられる。
白物家電は、国内では引き続き省エネ意識が強

まっており、今夏は猛暑などもあり、エアコンなどは堅
調に推移した。各家庭各部屋にエアコンが設置され
てきており、今後は買替需要が中心となるとみられる
ことから、今までのような伸びを期待するのは難しい
状況となってきた。
先行きについては、住宅建設の好調に支えられ、
消費税増税前の駆け込み需要に期待している。新築
住宅が増えれば、それに合わせて白物家電などの新
規購入や買替需要が期待でき、生産は現状より改善
を見込んでいる。
アメリカなどでは電力料金が安価であること、新興
国では電力供給が不安定なため、省エネのインバー
タは、海外での普及が遅れている。今後、海外でのイ
ンバータ製品の需要増に期待している。
一方、北米向けの自動車関連が順調で、収益面で

も貢献している。ただ、シリア問題などから、ガソリン
価格が高騰することになると、先行きの不透明感は
強まってくる。
為替については、白物家電は、海外生産・日本への
製品輸入が主流となっており、今般の円高修正・円安
は、収益的にはマイナスの効果となっている。
ＬＥＤが節電製品として事業所や一般家庭向けに
増加している。ただ、増加しているものの、売り上げに
占めるウエイトは小さく、全体の収益の向上には結び
ついていない。

駆け込み需要も見込まれ、生産は上向きに転じると
予想される。
トラック関連：乗用車に比べトラックは、生産・販売と
も持ち直しの動きが速いようだ。震災の復興需要に
支えられているほか、過去の排ガス規制強化時に販
売されたトラックが更新時期を迎えていることも追い
風となっている。中東などの海外需要も引き続き堅
調なようだ。
先行きも比較的順調に推移するとみられるが、懸
念材料として、新興国の景気減速による海外需要の
伸び悩みがある。
部品メーカー：部品メーカーの生産も徐々に回復に
向かっている。乗用車・トラックの完成車メーカーの生
産が持ち直しの方向にあるためだ。先行きについても
完成車メーカーの生産回復の動きを受けて、部品
メーカーの生産は活発化すると予想される。消費税
が増税される前の今年度いっぱいは、堅調に推移す
るだろう。
また、このところ為替の円高修正が進んできたが、
企業の海外進出の動きは続いているようだ。「タイ等
の東南アジアへの工場進出要請があった」との声も
聞かれた。国内市場が伸び悩む一方、新興国を中心
に市場が拡大するなかで、生産拠点の海外への移転
の流れが続きそうだ。

(4)鉄鋼･･･棒鋼は回復が続く
棒鋼の生産は、首都圏における建設需要の伸びを
受け、回復を続けている。製造業による工場新設など

保できる見込み。
　民間工事は、堅調に推移している。福祉関連の受
注が底堅く、一部には工場や倉庫などの受注が散
見される。先行きは、景気回復から上半期より改善
を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費税増税前の駆
け込み需要から、前年を上回る。先行きは、注文住
宅、マンションの需要が一服するため、上半期より
やや減速を見込む。

が減少していた建設機械関連では、中小型機で少し
動きが出始めている。しかし、昨年後半の落ち込み幅
が大きかった反動という面もあり、今後の動向には、
まだ慎重な見方が多いようだ。
先行きについては、国内設備投資が、上向く気配

を見せ始めていることなどから、今後は緩やかなが
らも生産が持ち直してくると期待される。しかし、収
益面は引き続き厳しい状況が続くことになろう。な
かでも、製品価格引き下げ要請に接することの多い
中小零細企業では、来年４月の消費税引き上げに
ついて、転嫁を認めてもらえるのか懸念する声が聞
かれた。

(2)電気機械･･･弱含み
７～９月期の生産は、弱含みで推移した。北米向け
自動車関連が順調に推移しているものの、薄型ＴＶ
関連の生産中止や縮小（アウトソーシングの割合を
高める）を進めている。ただ、ＴＶ生産は赤字部門だっ
たため、収益的にはプラスに寄与している。
地上デジタル放送への完全移行やエコポイントの
終了から、薄型ＴＶの生産が急減したが、「２台目、３
台目の需要の開拓を進める」、「高付加価値製品
（スマートＴＶや有機ＥＬなど）の開発に力を入れてい
く」など、数年後からの本格的な回復に期待していた。
しかし、現在では海外製品にとって替わられており、
国内メーカーにとって、太刀打ちすることは難しい状
況となっている。一部では、「生産を中止してしまうと、
技術力の低下が心配」として、付加価値の高い

(3)輸送機械…新型車の投入で回復の動き
乗用車：販売動向をみると、エコカー補助金が終了
した昨年9月以降、県内の乗用車販売は全国と同
様に低迷が続いていたが、燃費性能や安全性を向
上させた新型車の投入もあり、足元では持ち直しの
動きとなっている。新車販売台数（軽自動車を含
む）は、補助金終了の影響が一巡した9月には前年
に比べ約2割の増加となった。内訳をみると、軽自
動車は前年を上回り好調に推移し、減少が続いて
いた登録車（普通車、小型車）も9月には13カ月ぶ
りに増加した。
7～9月期の生産動向をみると、登録車がメインの
県内の乗用車生産は前年割れとなったようだが、販
売動向を反映して持ち直しの動きもみられている。
先行きについては生産の回復が予想される。こ

の7月にホンダの寄居工場が小型車を集中生産す
る工場として稼働し、9月に発売された新型車の生
産が本格化する。さらに秋以降も新型車の発売が
予定されているほか、来年4月の消費税増税前の

の動きは少ないものの、大型ショッピングモールや高
速道路ＩＣ周辺の物流倉庫、病院・有料老人ホーム、
都心部のテナントビルなどが目立っている。また、消
費税引き上げに伴う駆け込み需要もあり、新築住宅
の基礎向けが伸びていることも、棒鋼の生産を押し
上げている。
生産が回復するなかでも、収益面は厳しい状況が
続いている。原油価格等の上昇を受けて、電気料金
が大幅に引き上げられており、電炉の経営を圧迫し
ている。副資材も値上がりしており、製品価格への転
嫁がなかなか進まないなか、スクラップ価格が想定を
超えて上昇するようだと、収益は一段と厳しくなるこ
とが懸念される。
先行きも、住宅向けでは消費税引き上げに伴う
駆け込み需要の反動減が見込まれるものの、都内
を中心に相当数のテナントビル案件が進行している
こともあり、生産は底堅い動きを続けるとみられる。
しかし、鉄筋工や型枠工を中心に、首都圏では人手
不足の状況が続いている。既存の工事の進捗に遅
れが出る案件も出ていることから、ゼネコン側では、
鉄筋工や型枠工の不要な鉄骨造を選ぶケースも出
始めている。こうした状況が続けば、建設需要が堅
調に推移しても、棒鋼の生産は抑えられる可能性
がある。
鋳物の生産は、春先以降も低調に推移している。
主力の工作機械向けを含め、総じて前年実績を下回
る状況が続いている。稼働率の低下が採算を悪化さ
せており、足元の収益も非常に厳しい。秋口には消費

税引き上げに伴う駆け込み需要が発生すると見込ん
でいたが、現時点までは、そうした動きもほとんどみら
れていない。先行きも、生産の回復テンポはごく緩や
かなものにとどまろう。

(5)建設…久々に好調
建設は、久々に好調な動き。公共工事は、国関係

の発注が中心で、受注残は好調に推移している。民
間工事は、消費税増税前の駆け込み需要のある住
宅建設を中心に、前年を上回って推移している。
公共工事：７～９月期は、国関連からの発注の河
川・橋梁・道路などの改修や補修工事などを中心
に、久々に好調。入札時の受注ベースでは前年比
＋30%を上回っているとみられるものの、各社の
受注ベースは、前年比＋10～20%程度に留まって
いる。各社とも、人手不足が深刻化してきており、
無理して受注しても、計画通りの工程が難しい案
件には入札を辞退するケースがあるとみられるた
めだ。
先行きは、国の補正予算と、県・市町村等からの公
共工事を見込んでおり、上半期並みは確保できると
みている。公共工事は、受注できれば一定の利益を
確保することができることから、収益の下支えとなっ
ている。
なお、学校の耐震化工事は終了し、役場や出先、
公民館等の耐震化工事を見込んでいたが、顕在化し
ていない。

民間工事：７～９月期の民間工事は、老健・介護関連
などの福祉施設の受注が底堅く続いている。ここヘ
きて、法人向けの工場や倉庫などの受注が散見され
るようになったものの、本格的な回復への動きとは
なっていない。先行きは、景気の回復から上半期より
改善を期待している。
業界では、職人不足を指摘する声が大きくなって

いる。特に、鉄筋工と型枠工が不足している。職人不
足は、高齢化しリタイアしていること、建設不況だった
ことから若い人を育ててこなかったことが原因である。
今後も、職人不足が続くことが見込まれ、職人の手間
賃は上がっており、消費税増税より影響が大きいとす
る業者もみられた。さらに、中長期的にみても、リニア
モーターカー、東京オンリピックなどの関連工事が本
格化するにつれ、職人不足がさらに大きな影響を及
ぼしてくるとみられる。
資材価格は、震災地での復興工事を含めた公共
工事の増加、円高修正・円安による輸入資材価格の
上昇などから、今後も建設資材全般が値上がり傾向
にあるとみられる。
住宅：７～９月期は、戸建、マンションとも、消費税増税
前の駆け込み需要から、前年を上回って推移してい
る。先行きは、注文住宅、マンションの需要が一服す
るため、上半期よりやや減速を見込んでいる。ただ、
工事ベースは高水準が続くとみられる。
戸建については、９月末までに契約すれば、引き渡

しは来年４月以降でも消費税５％ですむため、注文住
宅を中心に増加した。展示場への来訪者は、やや増
加程度で推移したものの、物件購入意欲が強い顧客
が中心だったため、契約率は高かった。
建売住宅については、来年３月末までに物件の引

き渡しが行われれば消費税５％のため、今しばらく
駆け込み需要が期待される。また、来年４月以降は、
消費税増税分を販売価格に100％転嫁することは
難しいとみている業者が多く、収益を圧縮する要因

となりそうだ。
マンションは、９月末まで消費税増税前の駆け込み
需要でにぎわった。10月以降は契約ベースでは落ち
着くと見込まれるものの、再来年の10月の消費税
10％への販売対策が本格化してくる。
消費税増税前の駆け込み需要は当初予定してい

たより、比較的軽微に留まった。増税に対する軽減措
置が手厚く実施されるためで、購入価格帯によって
は、増税後に物件を購入した方が優遇されるケース
もあるようで、増税の反動減も当初予定より縮小され
るとみている。

(6)大型小売店販売…持ち直しの動き
百貨店：7～9月の県内百貨店の売上は、4～6月に続
き前年水準を下回ったようだが、持ち直しに向けた動
きもうかがわれる。
これまで東京都心などの大都市圏で増加が目
立っていた高額品の売上が、県内百貨店でも見ら
れるようになってきた。宝飾品や時計、金製品など
の値の張る商品の売上が増加しているほか、絵画
展の即売会での売れ行きが非常に良かったところ
や、外商の売上が近年で最高を記録するところも
あった。また、売上総額を買上客数で割った顧客の
購買単価がアップしている店舗も増えている。景
気の持ち直しから、消費者の購買意欲にも徐々に
変化が見え始めており、こうした動きが続くと期待
される。
高額品が売れている一方で、消費者の価格に対す

る目は依然として厳しいとの指摘もある。食料品では
2極化が進んでおり、例えば牛肉はワンランク上の商
品が売れるようになったが、日々の生活品は価格競
争が依然として厳しい。スーパーやコンビニとの競合
も激しく、その影響で食料品の売上が減少するといっ
た動きもあった。
先行きについては上向くことが予想される。景気

回復への期待は大きく、冬のボーナスの増加も予想
されることに加え、年末ごろからは消費税増税前の
駆け込みも予想されるためである。
スーパー：7～9月のスーパーの売上は、既存店
ベースでは前年を下回ったが、新設店を含めた全
店ベースの売上は、新規出店の増加を反映して前
年を上回った模様だ。今夏は、例年に比べ梅雨明
けが早く、気温も早くから上昇し猛暑が続いたため、
夏物の売れ行きが良かった。衣料品のほか、クール
マットなどの涼感寝具や扇風機が売れ、扇風機は
低価格品だけでなく、より機能の高い高額品もよく
売れたという。天候要因によりよく売れた商品は
あったが、既存店売上は全体として厳しい状況が
続いた。
ただし、顧客の買い方にも変化の動きがみられる。

「価格一辺倒ではなく、価値のあるものは買う。節約
志向から、いいものがあったら買っておこう」に変化
している。これは来年4月の消費税導入とも関係して
いるようだ。増税前の駆け込みとは別に、日常的に使
うもので気に入ったものがあれば、今のうちに買って
おく、といった行動につながっているとみられる。例え
ば、この夏には1万円を超える日傘や扇子がよく売れ
たという。
スーパーは、日用品や食料品の分野で、競合店の
出店やコンビニ・ドラッグストアなどの他業態との競
合も激しく、百貨店に比べ厳しい状況が続くとみられ
るが、先行きは徐々に上向くと予想される。

＜UNEP報告による投資すべき10セクター＞
●小規模農場を含む農業の環境対策に対しては 
1,080億ドル

●エネルギー効率化で建設業セクターの環境対
策に1,340億ドル

●エネルギー供給の環境対策に3,600億ドル強

●世界の船団規模の削減を含む漁業の環境対策
に約1,100億ドル

●気候変動対策の重要な恩恵を受けるための林
業の環境対策に150億ドル

●製造業を含む業界の環境対策に750億ドル強

●観光セクターの環境対策にほぼ1,350億ドル

●運輸業の環境対策に1,900億ドル強

●リサイクルを含む廃棄物にほぼ1,100億ドル

●衛生対策を含む水セクターに1,100億ドル

資料：環境省の資料から作成

●図１　段階的な環境税施行のイメージ

石油：250円/kl
ガス：260円/t
石炭：220円/t

石油：500円/kl
ガス：520円/t
石炭：440円/t

石油：760円/kl
ガス：780円/t
石炭：670円/t

平成24年10月 平成26年4月 平成28年4月
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わが国経済は、緩やかに回復しつつある。
先行きは、輸出が持ち直し、各種政策の効果が発
現するなかで、景気回復の動きが確かなものとなるこ
とが期待されている。
埼玉県経済は、持ち直しの動きがみられる。消費
税増税前の駆け込み需要もあり、先行きは上向きが
見込まれている。
聞き取り調査の結果は、７～９月期の天気図は、薄

日が建設、曇が輸送機械、鉄鋼、大型小売店、小雨が
一般機械、電気機械であった。
10～12月期の天気図は、薄日が輸送機械、建設、
大型小売店、曇が電気機械、鉄鋼、小雨が一般機械
の見込み。

主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、低調に推移。先行きは、国内
設備投資が上向く気配を見せ始めていることなど
から、緩やかながらも持ち直してくるものと期待さ
れる。
〇電気機械の生産は、弱含みで推移。ただ、赤字部
門のＴＶ関連からの撤退、縮小などで、収益面では
プラス。先行きは、消費税増税前の駆け込み需要
が期待されることから、現状より改善を見込む。
〇輸送機械の生産は、新型車の投入で回復の動き。
先行きは、消費税増税前の駆け込み需要も予想さ
れ、今年度いっぱいは堅調に推移する見込み。
〇鉄鋼の生産は、棒鋼は回復が続く。先行きも、相当
数のテナントビル案件が進行していることもあり、
底堅い動きを続けるとみられる。
○建設は、久々に好調。先行きは、受注ベースでは上
半期の駆け込み需要の反動から、やや減速すると
みられるが、工事ベースでは高水準を見込む。
　公共工事は、河川、橋梁、道路の改修・保守の工事
を中心に、久々に好調。先行きは、上半期並みを確

〇大型小売店販売は、前年水準を下回るも持ち直し
の動き。先行きは、上向きを見込む。

(1)一般機械･･･低調に推移
一般機械の生産は、低調に推移している。
輸出比率が７割近くを占める工作機械関連では、
昨年秋口以降、中国向けの輸出が大幅に落ち込んだ
ことが響いている。比較的堅調な北米向けに加え、
景気減速が続いていた欧州向けに持ち直しの動きが
みられるものの、輸出全体の落ち込みをカバーするま
でには至っていない。国内向けも、設備投資に慎重な
製造業の姿勢を受けて、生産は力強さに欠ける動き
を続けてきたが、足元では一部に持ち直しの動きが
みられる。
電機関連では、タブレット端末の外枠や液晶部品

などで、一部生産が好調な企業はあるものの、家電
メーカーがスマートフォンの国内生産から撤退・縮小
する動きが続いており、部品メーカーに影響が及ん
でいる。
自動車関連でも、メーカーの海外拠点整備の動き
が強まるなか、国内生産体制は現状維持程度にとど
まっており、大型の金型などの動きは鈍い。急速に普
及が進む３Ｄプリンターは量産に適さないため、現時
点では金型メーカーと直接競合していないが、試作
メーカーの一部には影響が出ている。
ブラジルやオーストラリアなど、資源国からの受注

Ⅰ.概況

Ⅱ．主要産業の動向

50インチ以上の４Ｋ（高精細）ＴＶなどの生産に特化
する動きがみられる。
白物家電は、国内では引き続き省エネ意識が強

まっており、今夏は猛暑などもあり、エアコンなどは堅
調に推移した。各家庭各部屋にエアコンが設置され
てきており、今後は買替需要が中心となるとみられる
ことから、今までのような伸びを期待するのは難しい
状況となってきた。
先行きについては、住宅建設の好調に支えられ、
消費税増税前の駆け込み需要に期待している。新築
住宅が増えれば、それに合わせて白物家電などの新
規購入や買替需要が期待でき、生産は現状より改善
を見込んでいる。
アメリカなどでは電力料金が安価であること、新興
国では電力供給が不安定なため、省エネのインバー
タは、海外での普及が遅れている。今後、海外でのイ
ンバータ製品の需要増に期待している。
一方、北米向けの自動車関連が順調で、収益面で

も貢献している。ただ、シリア問題などから、ガソリン
価格が高騰することになると、先行きの不透明感は
強まってくる。
為替については、白物家電は、海外生産・日本への
製品輸入が主流となっており、今般の円高修正・円安
は、収益的にはマイナスの効果となっている。
ＬＥＤが節電製品として事業所や一般家庭向けに
増加している。ただ、増加しているものの、売り上げに
占めるウエイトは小さく、全体の収益の向上には結び
ついていない。

駆け込み需要も見込まれ、生産は上向きに転じると
予想される。
トラック関連：乗用車に比べトラックは、生産・販売と
も持ち直しの動きが速いようだ。震災の復興需要に
支えられているほか、過去の排ガス規制強化時に販
売されたトラックが更新時期を迎えていることも追い
風となっている。中東などの海外需要も引き続き堅
調なようだ。
先行きも比較的順調に推移するとみられるが、懸
念材料として、新興国の景気減速による海外需要の
伸び悩みがある。
部品メーカー：部品メーカーの生産も徐々に回復に
向かっている。乗用車・トラックの完成車メーカーの生
産が持ち直しの方向にあるためだ。先行きについても
完成車メーカーの生産回復の動きを受けて、部品
メーカーの生産は活発化すると予想される。消費税
が増税される前の今年度いっぱいは、堅調に推移す
るだろう。
また、このところ為替の円高修正が進んできたが、
企業の海外進出の動きは続いているようだ。「タイ等
の東南アジアへの工場進出要請があった」との声も
聞かれた。国内市場が伸び悩む一方、新興国を中心
に市場が拡大するなかで、生産拠点の海外への移転
の流れが続きそうだ。

(4)鉄鋼･･･棒鋼は回復が続く
棒鋼の生産は、首都圏における建設需要の伸びを
受け、回復を続けている。製造業による工場新設など

産業天気図

天気図の見方

現状
（7月～9月）

今後
（10月～12月）

晴 薄日 曇 小雨 雨

一般機械

電気機械

輸送機械

鉄　　鋼

建　　設

大型小売店

埼玉県における産業動向と見通し
生産は持ち直し、先行きは上向きが見込まれる

保できる見込み。
　民間工事は、堅調に推移している。福祉関連の受
注が底堅く、一部には工場や倉庫などの受注が散
見される。先行きは、景気回復から上半期より改善
を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費税増税前の駆
け込み需要から、前年を上回る。先行きは、注文住
宅、マンションの需要が一服するため、上半期より
やや減速を見込む。

が減少していた建設機械関連では、中小型機で少し
動きが出始めている。しかし、昨年後半の落ち込み幅
が大きかった反動という面もあり、今後の動向には、
まだ慎重な見方が多いようだ。
先行きについては、国内設備投資が、上向く気配

を見せ始めていることなどから、今後は緩やかなが
らも生産が持ち直してくると期待される。しかし、収
益面は引き続き厳しい状況が続くことになろう。な
かでも、製品価格引き下げ要請に接することの多い
中小零細企業では、来年４月の消費税引き上げに
ついて、転嫁を認めてもらえるのか懸念する声が聞
かれた。

(2)電気機械･･･弱含み
７～９月期の生産は、弱含みで推移した。北米向け
自動車関連が順調に推移しているものの、薄型ＴＶ
関連の生産中止や縮小（アウトソーシングの割合を
高める）を進めている。ただ、ＴＶ生産は赤字部門だっ
たため、収益的にはプラスに寄与している。
地上デジタル放送への完全移行やエコポイントの
終了から、薄型ＴＶの生産が急減したが、「２台目、３
台目の需要の開拓を進める」、「高付加価値製品
（スマートＴＶや有機ＥＬなど）の開発に力を入れてい
く」など、数年後からの本格的な回復に期待していた。
しかし、現在では海外製品にとって替わられており、
国内メーカーにとって、太刀打ちすることは難しい状
況となっている。一部では、「生産を中止してしまうと、
技術力の低下が心配」として、付加価値の高い

(3)輸送機械…新型車の投入で回復の動き
乗用車：販売動向をみると、エコカー補助金が終了
した昨年9月以降、県内の乗用車販売は全国と同
様に低迷が続いていたが、燃費性能や安全性を向
上させた新型車の投入もあり、足元では持ち直しの
動きとなっている。新車販売台数（軽自動車を含
む）は、補助金終了の影響が一巡した9月には前年
に比べ約2割の増加となった。内訳をみると、軽自
動車は前年を上回り好調に推移し、減少が続いて
いた登録車（普通車、小型車）も9月には13カ月ぶ
りに増加した。
7～9月期の生産動向をみると、登録車がメインの
県内の乗用車生産は前年割れとなったようだが、販
売動向を反映して持ち直しの動きもみられている。
先行きについては生産の回復が予想される。こ

の7月にホンダの寄居工場が小型車を集中生産す
る工場として稼働し、9月に発売された新型車の生
産が本格化する。さらに秋以降も新型車の発売が
予定されているほか、来年4月の消費税増税前の

の動きは少ないものの、大型ショッピングモールや高
速道路ＩＣ周辺の物流倉庫、病院・有料老人ホーム、
都心部のテナントビルなどが目立っている。また、消
費税引き上げに伴う駆け込み需要もあり、新築住宅
の基礎向けが伸びていることも、棒鋼の生産を押し
上げている。
生産が回復するなかでも、収益面は厳しい状況が
続いている。原油価格等の上昇を受けて、電気料金
が大幅に引き上げられており、電炉の経営を圧迫し
ている。副資材も値上がりしており、製品価格への転
嫁がなかなか進まないなか、スクラップ価格が想定を
超えて上昇するようだと、収益は一段と厳しくなるこ
とが懸念される。
先行きも、住宅向けでは消費税引き上げに伴う
駆け込み需要の反動減が見込まれるものの、都内
を中心に相当数のテナントビル案件が進行している
こともあり、生産は底堅い動きを続けるとみられる。
しかし、鉄筋工や型枠工を中心に、首都圏では人手
不足の状況が続いている。既存の工事の進捗に遅
れが出る案件も出ていることから、ゼネコン側では、
鉄筋工や型枠工の不要な鉄骨造を選ぶケースも出
始めている。こうした状況が続けば、建設需要が堅
調に推移しても、棒鋼の生産は抑えられる可能性
がある。
鋳物の生産は、春先以降も低調に推移している。
主力の工作機械向けを含め、総じて前年実績を下回
る状況が続いている。稼働率の低下が採算を悪化さ
せており、足元の収益も非常に厳しい。秋口には消費

税引き上げに伴う駆け込み需要が発生すると見込ん
でいたが、現時点までは、そうした動きもほとんどみら
れていない。先行きも、生産の回復テンポはごく緩や
かなものにとどまろう。

(5)建設…久々に好調
建設は、久々に好調な動き。公共工事は、国関係

の発注が中心で、受注残は好調に推移している。民
間工事は、消費税増税前の駆け込み需要のある住
宅建設を中心に、前年を上回って推移している。
公共工事：７～９月期は、国関連からの発注の河
川・橋梁・道路などの改修や補修工事などを中心
に、久々に好調。入札時の受注ベースでは前年比
＋30%を上回っているとみられるものの、各社の
受注ベースは、前年比＋10～20%程度に留まって
いる。各社とも、人手不足が深刻化してきており、
無理して受注しても、計画通りの工程が難しい案
件には入札を辞退するケースがあるとみられるた
めだ。
先行きは、国の補正予算と、県・市町村等からの公
共工事を見込んでおり、上半期並みは確保できると
みている。公共工事は、受注できれば一定の利益を
確保することができることから、収益の下支えとなっ
ている。
なお、学校の耐震化工事は終了し、役場や出先、
公民館等の耐震化工事を見込んでいたが、顕在化し
ていない。

民間工事：７～９月期の民間工事は、老健・介護関連
などの福祉施設の受注が底堅く続いている。ここヘ
きて、法人向けの工場や倉庫などの受注が散見され
るようになったものの、本格的な回復への動きとは
なっていない。先行きは、景気の回復から上半期より
改善を期待している。
業界では、職人不足を指摘する声が大きくなって

いる。特に、鉄筋工と型枠工が不足している。職人不
足は、高齢化しリタイアしていること、建設不況だった
ことから若い人を育ててこなかったことが原因である。
今後も、職人不足が続くことが見込まれ、職人の手間
賃は上がっており、消費税増税より影響が大きいとす
る業者もみられた。さらに、中長期的にみても、リニア
モーターカー、東京オンリピックなどの関連工事が本
格化するにつれ、職人不足がさらに大きな影響を及
ぼしてくるとみられる。
資材価格は、震災地での復興工事を含めた公共
工事の増加、円高修正・円安による輸入資材価格の
上昇などから、今後も建設資材全般が値上がり傾向
にあるとみられる。
住宅：７～９月期は、戸建、マンションとも、消費税増税
前の駆け込み需要から、前年を上回って推移してい
る。先行きは、注文住宅、マンションの需要が一服す
るため、上半期よりやや減速を見込んでいる。ただ、
工事ベースは高水準が続くとみられる。
戸建については、９月末までに契約すれば、引き渡

しは来年４月以降でも消費税５％ですむため、注文住
宅を中心に増加した。展示場への来訪者は、やや増
加程度で推移したものの、物件購入意欲が強い顧客
が中心だったため、契約率は高かった。
建売住宅については、来年３月末までに物件の引

き渡しが行われれば消費税５％のため、今しばらく
駆け込み需要が期待される。また、来年４月以降は、
消費税増税分を販売価格に100％転嫁することは
難しいとみている業者が多く、収益を圧縮する要因

となりそうだ。
マンションは、９月末まで消費税増税前の駆け込み
需要でにぎわった。10月以降は契約ベースでは落ち
着くと見込まれるものの、再来年の10月の消費税
10％への販売対策が本格化してくる。
消費税増税前の駆け込み需要は当初予定してい

たより、比較的軽微に留まった。増税に対する軽減措
置が手厚く実施されるためで、購入価格帯によって
は、増税後に物件を購入した方が優遇されるケース
もあるようで、増税の反動減も当初予定より縮小され
るとみている。

(6)大型小売店販売…持ち直しの動き
百貨店：7～9月の県内百貨店の売上は、4～6月に続
き前年水準を下回ったようだが、持ち直しに向けた動
きもうかがわれる。
これまで東京都心などの大都市圏で増加が目
立っていた高額品の売上が、県内百貨店でも見ら
れるようになってきた。宝飾品や時計、金製品など
の値の張る商品の売上が増加しているほか、絵画
展の即売会での売れ行きが非常に良かったところ
や、外商の売上が近年で最高を記録するところも
あった。また、売上総額を買上客数で割った顧客の
購買単価がアップしている店舗も増えている。景
気の持ち直しから、消費者の購買意欲にも徐々に
変化が見え始めており、こうした動きが続くと期待
される。
高額品が売れている一方で、消費者の価格に対す

る目は依然として厳しいとの指摘もある。食料品では
2極化が進んでおり、例えば牛肉はワンランク上の商
品が売れるようになったが、日々の生活品は価格競
争が依然として厳しい。スーパーやコンビニとの競合
も激しく、その影響で食料品の売上が減少するといっ
た動きもあった。
先行きについては上向くことが予想される。景気

回復への期待は大きく、冬のボーナスの増加も予想
されることに加え、年末ごろからは消費税増税前の
駆け込みも予想されるためである。
スーパー：7～9月のスーパーの売上は、既存店
ベースでは前年を下回ったが、新設店を含めた全
店ベースの売上は、新規出店の増加を反映して前
年を上回った模様だ。今夏は、例年に比べ梅雨明
けが早く、気温も早くから上昇し猛暑が続いたため、
夏物の売れ行きが良かった。衣料品のほか、クール
マットなどの涼感寝具や扇風機が売れ、扇風機は
低価格品だけでなく、より機能の高い高額品もよく
売れたという。天候要因によりよく売れた商品は
あったが、既存店売上は全体として厳しい状況が
続いた。
ただし、顧客の買い方にも変化の動きがみられる。

「価格一辺倒ではなく、価値のあるものは買う。節約
志向から、いいものがあったら買っておこう」に変化
している。これは来年4月の消費税導入とも関係して
いるようだ。増税前の駆け込みとは別に、日常的に使
うもので気に入ったものがあれば、今のうちに買って
おく、といった行動につながっているとみられる。例え
ば、この夏には1万円を超える日傘や扇子がよく売れ
たという。
スーパーは、日用品や食料品の分野で、競合店の
出店やコンビニ・ドラッグストアなどの他業態との競
合も激しく、百貨店に比べ厳しい状況が続くとみられ
るが、先行きは徐々に上向くと予想される。

●鉱工業生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●一般機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」

前年比（%）

-30

-20

-10

0

10

2012年/Ⅰ期 2013年/Ⅰ期Ⅱ期 Ⅱ期Ⅲ期 Ⅳ期 7月



9 10

調査

Research

埼玉りそな経済情報2013.11埼玉りそな経済情報2013.11

わが国経済は、緩やかに回復しつつある。
先行きは、輸出が持ち直し、各種政策の効果が発
現するなかで、景気回復の動きが確かなものとなるこ
とが期待されている。
埼玉県経済は、持ち直しの動きがみられる。消費
税増税前の駆け込み需要もあり、先行きは上向きが
見込まれている。
聞き取り調査の結果は、７～９月期の天気図は、薄

日が建設、曇が輸送機械、鉄鋼、大型小売店、小雨が
一般機械、電気機械であった。
10～12月期の天気図は、薄日が輸送機械、建設、
大型小売店、曇が電気機械、鉄鋼、小雨が一般機械
の見込み。

主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、低調に推移。先行きは、国内
設備投資が上向く気配を見せ始めていることなど
から、緩やかながらも持ち直してくるものと期待さ
れる。
〇電気機械の生産は、弱含みで推移。ただ、赤字部
門のＴＶ関連からの撤退、縮小などで、収益面では
プラス。先行きは、消費税増税前の駆け込み需要
が期待されることから、現状より改善を見込む。
〇輸送機械の生産は、新型車の投入で回復の動き。
先行きは、消費税増税前の駆け込み需要も予想さ
れ、今年度いっぱいは堅調に推移する見込み。
〇鉄鋼の生産は、棒鋼は回復が続く。先行きも、相当
数のテナントビル案件が進行していることもあり、
底堅い動きを続けるとみられる。
○建設は、久々に好調。先行きは、受注ベースでは上
半期の駆け込み需要の反動から、やや減速すると
みられるが、工事ベースでは高水準を見込む。
　公共工事は、河川、橋梁、道路の改修・保守の工事
を中心に、久々に好調。先行きは、上半期並みを確

〇大型小売店販売は、前年水準を下回るも持ち直し
の動き。先行きは、上向きを見込む。

(1)一般機械･･･低調に推移
一般機械の生産は、低調に推移している。
輸出比率が７割近くを占める工作機械関連では、
昨年秋口以降、中国向けの輸出が大幅に落ち込んだ
ことが響いている。比較的堅調な北米向けに加え、
景気減速が続いていた欧州向けに持ち直しの動きが
みられるものの、輸出全体の落ち込みをカバーするま
でには至っていない。国内向けも、設備投資に慎重な
製造業の姿勢を受けて、生産は力強さに欠ける動き
を続けてきたが、足元では一部に持ち直しの動きが
みられる。
電機関連では、タブレット端末の外枠や液晶部品

などで、一部生産が好調な企業はあるものの、家電
メーカーがスマートフォンの国内生産から撤退・縮小
する動きが続いており、部品メーカーに影響が及ん
でいる。
自動車関連でも、メーカーの海外拠点整備の動き
が強まるなか、国内生産体制は現状維持程度にとど
まっており、大型の金型などの動きは鈍い。急速に普
及が進む３Ｄプリンターは量産に適さないため、現時
点では金型メーカーと直接競合していないが、試作
メーカーの一部には影響が出ている。
ブラジルやオーストラリアなど、資源国からの受注

Ⅰ.概況

Ⅱ．主要産業の動向

50インチ以上の４Ｋ（高精細）ＴＶなどの生産に特化
する動きがみられる。
白物家電は、国内では引き続き省エネ意識が強

まっており、今夏は猛暑などもあり、エアコンなどは堅
調に推移した。各家庭各部屋にエアコンが設置され
てきており、今後は買替需要が中心となるとみられる
ことから、今までのような伸びを期待するのは難しい
状況となってきた。
先行きについては、住宅建設の好調に支えられ、
消費税増税前の駆け込み需要に期待している。新築
住宅が増えれば、それに合わせて白物家電などの新
規購入や買替需要が期待でき、生産は現状より改善
を見込んでいる。
アメリカなどでは電力料金が安価であること、新興
国では電力供給が不安定なため、省エネのインバー
タは、海外での普及が遅れている。今後、海外でのイ
ンバータ製品の需要増に期待している。
一方、北米向けの自動車関連が順調で、収益面で

も貢献している。ただ、シリア問題などから、ガソリン
価格が高騰することになると、先行きの不透明感は
強まってくる。
為替については、白物家電は、海外生産・日本への
製品輸入が主流となっており、今般の円高修正・円安
は、収益的にはマイナスの効果となっている。
ＬＥＤが節電製品として事業所や一般家庭向けに
増加している。ただ、増加しているものの、売り上げに
占めるウエイトは小さく、全体の収益の向上には結び
ついていない。

駆け込み需要も見込まれ、生産は上向きに転じると
予想される。
トラック関連：乗用車に比べトラックは、生産・販売と
も持ち直しの動きが速いようだ。震災の復興需要に
支えられているほか、過去の排ガス規制強化時に販
売されたトラックが更新時期を迎えていることも追い
風となっている。中東などの海外需要も引き続き堅
調なようだ。
先行きも比較的順調に推移するとみられるが、懸
念材料として、新興国の景気減速による海外需要の
伸び悩みがある。
部品メーカー：部品メーカーの生産も徐々に回復に
向かっている。乗用車・トラックの完成車メーカーの生
産が持ち直しの方向にあるためだ。先行きについても
完成車メーカーの生産回復の動きを受けて、部品
メーカーの生産は活発化すると予想される。消費税
が増税される前の今年度いっぱいは、堅調に推移す
るだろう。
また、このところ為替の円高修正が進んできたが、
企業の海外進出の動きは続いているようだ。「タイ等
の東南アジアへの工場進出要請があった」との声も
聞かれた。国内市場が伸び悩む一方、新興国を中心
に市場が拡大するなかで、生産拠点の海外への移転
の流れが続きそうだ。

(4)鉄鋼･･･棒鋼は回復が続く
棒鋼の生産は、首都圏における建設需要の伸びを
受け、回復を続けている。製造業による工場新設など

産業天気図

天気図の見方

現状
（7月～9月）

今後
（10月～12月）

晴 薄日 曇 小雨 雨

一般機械

電気機械

輸送機械

鉄　　鋼

建　　設

大型小売店

埼玉県における産業動向と見通し
生産は持ち直し、先行きは上向きが見込まれる

保できる見込み。
　民間工事は、堅調に推移している。福祉関連の受
注が底堅く、一部には工場や倉庫などの受注が散
見される。先行きは、景気回復から上半期より改善
を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費税増税前の駆
け込み需要から、前年を上回る。先行きは、注文住
宅、マンションの需要が一服するため、上半期より
やや減速を見込む。

が減少していた建設機械関連では、中小型機で少し
動きが出始めている。しかし、昨年後半の落ち込み幅
が大きかった反動という面もあり、今後の動向には、
まだ慎重な見方が多いようだ。
先行きについては、国内設備投資が、上向く気配

を見せ始めていることなどから、今後は緩やかなが
らも生産が持ち直してくると期待される。しかし、収
益面は引き続き厳しい状況が続くことになろう。な
かでも、製品価格引き下げ要請に接することの多い
中小零細企業では、来年４月の消費税引き上げに
ついて、転嫁を認めてもらえるのか懸念する声が聞
かれた。

(2)電気機械･･･弱含み
７～９月期の生産は、弱含みで推移した。北米向け
自動車関連が順調に推移しているものの、薄型ＴＶ
関連の生産中止や縮小（アウトソーシングの割合を
高める）を進めている。ただ、ＴＶ生産は赤字部門だっ
たため、収益的にはプラスに寄与している。
地上デジタル放送への完全移行やエコポイントの
終了から、薄型ＴＶの生産が急減したが、「２台目、３
台目の需要の開拓を進める」、「高付加価値製品
（スマートＴＶや有機ＥＬなど）の開発に力を入れてい
く」など、数年後からの本格的な回復に期待していた。
しかし、現在では海外製品にとって替わられており、
国内メーカーにとって、太刀打ちすることは難しい状
況となっている。一部では、「生産を中止してしまうと、
技術力の低下が心配」として、付加価値の高い

(3)輸送機械…新型車の投入で回復の動き
乗用車：販売動向をみると、エコカー補助金が終了
した昨年9月以降、県内の乗用車販売は全国と同
様に低迷が続いていたが、燃費性能や安全性を向
上させた新型車の投入もあり、足元では持ち直しの
動きとなっている。新車販売台数（軽自動車を含
む）は、補助金終了の影響が一巡した9月には前年
に比べ約2割の増加となった。内訳をみると、軽自
動車は前年を上回り好調に推移し、減少が続いて
いた登録車（普通車、小型車）も9月には13カ月ぶ
りに増加した。
7～9月期の生産動向をみると、登録車がメインの
県内の乗用車生産は前年割れとなったようだが、販
売動向を反映して持ち直しの動きもみられている。
先行きについては生産の回復が予想される。こ

の7月にホンダの寄居工場が小型車を集中生産す
る工場として稼働し、9月に発売された新型車の生
産が本格化する。さらに秋以降も新型車の発売が
予定されているほか、来年4月の消費税増税前の

の動きは少ないものの、大型ショッピングモールや高
速道路ＩＣ周辺の物流倉庫、病院・有料老人ホーム、
都心部のテナントビルなどが目立っている。また、消
費税引き上げに伴う駆け込み需要もあり、新築住宅
の基礎向けが伸びていることも、棒鋼の生産を押し
上げている。
生産が回復するなかでも、収益面は厳しい状況が
続いている。原油価格等の上昇を受けて、電気料金
が大幅に引き上げられており、電炉の経営を圧迫し
ている。副資材も値上がりしており、製品価格への転
嫁がなかなか進まないなか、スクラップ価格が想定を
超えて上昇するようだと、収益は一段と厳しくなるこ
とが懸念される。
先行きも、住宅向けでは消費税引き上げに伴う
駆け込み需要の反動減が見込まれるものの、都内
を中心に相当数のテナントビル案件が進行している
こともあり、生産は底堅い動きを続けるとみられる。
しかし、鉄筋工や型枠工を中心に、首都圏では人手
不足の状況が続いている。既存の工事の進捗に遅
れが出る案件も出ていることから、ゼネコン側では、
鉄筋工や型枠工の不要な鉄骨造を選ぶケースも出
始めている。こうした状況が続けば、建設需要が堅
調に推移しても、棒鋼の生産は抑えられる可能性
がある。
鋳物の生産は、春先以降も低調に推移している。
主力の工作機械向けを含め、総じて前年実績を下回
る状況が続いている。稼働率の低下が採算を悪化さ
せており、足元の収益も非常に厳しい。秋口には消費

税引き上げに伴う駆け込み需要が発生すると見込ん
でいたが、現時点までは、そうした動きもほとんどみら
れていない。先行きも、生産の回復テンポはごく緩や
かなものにとどまろう。

(5)建設…久々に好調
建設は、久々に好調な動き。公共工事は、国関係

の発注が中心で、受注残は好調に推移している。民
間工事は、消費税増税前の駆け込み需要のある住
宅建設を中心に、前年を上回って推移している。
公共工事：７～９月期は、国関連からの発注の河
川・橋梁・道路などの改修や補修工事などを中心
に、久々に好調。入札時の受注ベースでは前年比
＋30%を上回っているとみられるものの、各社の
受注ベースは、前年比＋10～20%程度に留まって
いる。各社とも、人手不足が深刻化してきており、
無理して受注しても、計画通りの工程が難しい案
件には入札を辞退するケースがあるとみられるた
めだ。
先行きは、国の補正予算と、県・市町村等からの公
共工事を見込んでおり、上半期並みは確保できると
みている。公共工事は、受注できれば一定の利益を
確保することができることから、収益の下支えとなっ
ている。
なお、学校の耐震化工事は終了し、役場や出先、
公民館等の耐震化工事を見込んでいたが、顕在化し
ていない。

民間工事：７～９月期の民間工事は、老健・介護関連
などの福祉施設の受注が底堅く続いている。ここヘ
きて、法人向けの工場や倉庫などの受注が散見され
るようになったものの、本格的な回復への動きとは
なっていない。先行きは、景気の回復から上半期より
改善を期待している。
業界では、職人不足を指摘する声が大きくなって

いる。特に、鉄筋工と型枠工が不足している。職人不
足は、高齢化しリタイアしていること、建設不況だった
ことから若い人を育ててこなかったことが原因である。
今後も、職人不足が続くことが見込まれ、職人の手間
賃は上がっており、消費税増税より影響が大きいとす
る業者もみられた。さらに、中長期的にみても、リニア
モーターカー、東京オンリピックなどの関連工事が本
格化するにつれ、職人不足がさらに大きな影響を及
ぼしてくるとみられる。
資材価格は、震災地での復興工事を含めた公共
工事の増加、円高修正・円安による輸入資材価格の
上昇などから、今後も建設資材全般が値上がり傾向
にあるとみられる。
住宅：７～９月期は、戸建、マンションとも、消費税増税
前の駆け込み需要から、前年を上回って推移してい
る。先行きは、注文住宅、マンションの需要が一服す
るため、上半期よりやや減速を見込んでいる。ただ、
工事ベースは高水準が続くとみられる。
戸建については、９月末までに契約すれば、引き渡

しは来年４月以降でも消費税５％ですむため、注文住
宅を中心に増加した。展示場への来訪者は、やや増
加程度で推移したものの、物件購入意欲が強い顧客
が中心だったため、契約率は高かった。
建売住宅については、来年３月末までに物件の引

き渡しが行われれば消費税５％のため、今しばらく
駆け込み需要が期待される。また、来年４月以降は、
消費税増税分を販売価格に100％転嫁することは
難しいとみている業者が多く、収益を圧縮する要因

となりそうだ。
マンションは、９月末まで消費税増税前の駆け込み
需要でにぎわった。10月以降は契約ベースでは落ち
着くと見込まれるものの、再来年の10月の消費税
10％への販売対策が本格化してくる。
消費税増税前の駆け込み需要は当初予定してい

たより、比較的軽微に留まった。増税に対する軽減措
置が手厚く実施されるためで、購入価格帯によって
は、増税後に物件を購入した方が優遇されるケース
もあるようで、増税の反動減も当初予定より縮小され
るとみている。

(6)大型小売店販売…持ち直しの動き
百貨店：7～9月の県内百貨店の売上は、4～6月に続
き前年水準を下回ったようだが、持ち直しに向けた動
きもうかがわれる。
これまで東京都心などの大都市圏で増加が目
立っていた高額品の売上が、県内百貨店でも見ら
れるようになってきた。宝飾品や時計、金製品など
の値の張る商品の売上が増加しているほか、絵画
展の即売会での売れ行きが非常に良かったところ
や、外商の売上が近年で最高を記録するところも
あった。また、売上総額を買上客数で割った顧客の
購買単価がアップしている店舗も増えている。景
気の持ち直しから、消費者の購買意欲にも徐々に
変化が見え始めており、こうした動きが続くと期待
される。
高額品が売れている一方で、消費者の価格に対す

る目は依然として厳しいとの指摘もある。食料品では
2極化が進んでおり、例えば牛肉はワンランク上の商
品が売れるようになったが、日々の生活品は価格競
争が依然として厳しい。スーパーやコンビニとの競合
も激しく、その影響で食料品の売上が減少するといっ
た動きもあった。
先行きについては上向くことが予想される。景気

回復への期待は大きく、冬のボーナスの増加も予想
されることに加え、年末ごろからは消費税増税前の
駆け込みも予想されるためである。
スーパー：7～9月のスーパーの売上は、既存店
ベースでは前年を下回ったが、新設店を含めた全
店ベースの売上は、新規出店の増加を反映して前
年を上回った模様だ。今夏は、例年に比べ梅雨明
けが早く、気温も早くから上昇し猛暑が続いたため、
夏物の売れ行きが良かった。衣料品のほか、クール
マットなどの涼感寝具や扇風機が売れ、扇風機は
低価格品だけでなく、より機能の高い高額品もよく
売れたという。天候要因によりよく売れた商品は
あったが、既存店売上は全体として厳しい状況が
続いた。
ただし、顧客の買い方にも変化の動きがみられる。

「価格一辺倒ではなく、価値のあるものは買う。節約
志向から、いいものがあったら買っておこう」に変化
している。これは来年4月の消費税導入とも関係して
いるようだ。増税前の駆け込みとは別に、日常的に使
うもので気に入ったものがあれば、今のうちに買って
おく、といった行動につながっているとみられる。例え
ば、この夏には1万円を超える日傘や扇子がよく売れ
たという。
スーパーは、日用品や食料品の分野で、競合店の
出店やコンビニ・ドラッグストアなどの他業態との競
合も激しく、百貨店に比べ厳しい状況が続くとみられ
るが、先行きは徐々に上向くと予想される。

●鉱工業生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●一般機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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わが国経済は、緩やかに回復しつつある。
先行きは、輸出が持ち直し、各種政策の効果が発
現するなかで、景気回復の動きが確かなものとなるこ
とが期待されている。
埼玉県経済は、持ち直しの動きがみられる。消費
税増税前の駆け込み需要もあり、先行きは上向きが
見込まれている。
聞き取り調査の結果は、７～９月期の天気図は、薄

日が建設、曇が輸送機械、鉄鋼、大型小売店、小雨が
一般機械、電気機械であった。
10～12月期の天気図は、薄日が輸送機械、建設、
大型小売店、曇が電気機械、鉄鋼、小雨が一般機械
の見込み。

主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、低調に推移。先行きは、国内
設備投資が上向く気配を見せ始めていることなど
から、緩やかながらも持ち直してくるものと期待さ
れる。
〇電気機械の生産は、弱含みで推移。ただ、赤字部
門のＴＶ関連からの撤退、縮小などで、収益面では
プラス。先行きは、消費税増税前の駆け込み需要
が期待されることから、現状より改善を見込む。
〇輸送機械の生産は、新型車の投入で回復の動き。
先行きは、消費税増税前の駆け込み需要も予想さ
れ、今年度いっぱいは堅調に推移する見込み。
〇鉄鋼の生産は、棒鋼は回復が続く。先行きも、相当
数のテナントビル案件が進行していることもあり、
底堅い動きを続けるとみられる。
○建設は、久々に好調。先行きは、受注ベースでは上
半期の駆け込み需要の反動から、やや減速すると
みられるが、工事ベースでは高水準を見込む。
　公共工事は、河川、橋梁、道路の改修・保守の工事
を中心に、久々に好調。先行きは、上半期並みを確

〇大型小売店販売は、前年水準を下回るも持ち直し
の動き。先行きは、上向きを見込む。

(1)一般機械･･･低調に推移
一般機械の生産は、低調に推移している。
輸出比率が７割近くを占める工作機械関連では、
昨年秋口以降、中国向けの輸出が大幅に落ち込んだ
ことが響いている。比較的堅調な北米向けに加え、
景気減速が続いていた欧州向けに持ち直しの動きが
みられるものの、輸出全体の落ち込みをカバーするま
でには至っていない。国内向けも、設備投資に慎重な
製造業の姿勢を受けて、生産は力強さに欠ける動き
を続けてきたが、足元では一部に持ち直しの動きが
みられる。
電機関連では、タブレット端末の外枠や液晶部品

などで、一部生産が好調な企業はあるものの、家電
メーカーがスマートフォンの国内生産から撤退・縮小
する動きが続いており、部品メーカーに影響が及ん
でいる。
自動車関連でも、メーカーの海外拠点整備の動き
が強まるなか、国内生産体制は現状維持程度にとど
まっており、大型の金型などの動きは鈍い。急速に普
及が進む３Ｄプリンターは量産に適さないため、現時
点では金型メーカーと直接競合していないが、試作
メーカーの一部には影響が出ている。
ブラジルやオーストラリアなど、資源国からの受注

50インチ以上の４Ｋ（高精細）ＴＶなどの生産に特化
する動きがみられる。
白物家電は、国内では引き続き省エネ意識が強

まっており、今夏は猛暑などもあり、エアコンなどは堅
調に推移した。各家庭各部屋にエアコンが設置され
てきており、今後は買替需要が中心となるとみられる
ことから、今までのような伸びを期待するのは難しい
状況となってきた。
先行きについては、住宅建設の好調に支えられ、
消費税増税前の駆け込み需要に期待している。新築
住宅が増えれば、それに合わせて白物家電などの新
規購入や買替需要が期待でき、生産は現状より改善
を見込んでいる。
アメリカなどでは電力料金が安価であること、新興
国では電力供給が不安定なため、省エネのインバー
タは、海外での普及が遅れている。今後、海外でのイ
ンバータ製品の需要増に期待している。
一方、北米向けの自動車関連が順調で、収益面で

も貢献している。ただ、シリア問題などから、ガソリン
価格が高騰することになると、先行きの不透明感は
強まってくる。
為替については、白物家電は、海外生産・日本への
製品輸入が主流となっており、今般の円高修正・円安
は、収益的にはマイナスの効果となっている。
ＬＥＤが節電製品として事業所や一般家庭向けに
増加している。ただ、増加しているものの、売り上げに
占めるウエイトは小さく、全体の収益の向上には結び
ついていない。

駆け込み需要も見込まれ、生産は上向きに転じると
予想される。
トラック関連：乗用車に比べトラックは、生産・販売と
も持ち直しの動きが速いようだ。震災の復興需要に
支えられているほか、過去の排ガス規制強化時に販
売されたトラックが更新時期を迎えていることも追い
風となっている。中東などの海外需要も引き続き堅
調なようだ。
先行きも比較的順調に推移するとみられるが、懸
念材料として、新興国の景気減速による海外需要の
伸び悩みがある。
部品メーカー：部品メーカーの生産も徐々に回復に
向かっている。乗用車・トラックの完成車メーカーの生
産が持ち直しの方向にあるためだ。先行きについても
完成車メーカーの生産回復の動きを受けて、部品
メーカーの生産は活発化すると予想される。消費税
が増税される前の今年度いっぱいは、堅調に推移す
るだろう。
また、このところ為替の円高修正が進んできたが、
企業の海外進出の動きは続いているようだ。「タイ等
の東南アジアへの工場進出要請があった」との声も
聞かれた。国内市場が伸び悩む一方、新興国を中心
に市場が拡大するなかで、生産拠点の海外への移転
の流れが続きそうだ。

(4)鉄鋼･･･棒鋼は回復が続く
棒鋼の生産は、首都圏における建設需要の伸びを
受け、回復を続けている。製造業による工場新設など

保できる見込み。
　民間工事は、堅調に推移している。福祉関連の受
注が底堅く、一部には工場や倉庫などの受注が散
見される。先行きは、景気回復から上半期より改善
を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費税増税前の駆
け込み需要から、前年を上回る。先行きは、注文住
宅、マンションの需要が一服するため、上半期より
やや減速を見込む。

が減少していた建設機械関連では、中小型機で少し
動きが出始めている。しかし、昨年後半の落ち込み幅
が大きかった反動という面もあり、今後の動向には、
まだ慎重な見方が多いようだ。
先行きについては、国内設備投資が、上向く気配

を見せ始めていることなどから、今後は緩やかなが
らも生産が持ち直してくると期待される。しかし、収
益面は引き続き厳しい状況が続くことになろう。な
かでも、製品価格引き下げ要請に接することの多い
中小零細企業では、来年４月の消費税引き上げに
ついて、転嫁を認めてもらえるのか懸念する声が聞
かれた。

(2)電気機械･･･弱含み
７～９月期の生産は、弱含みで推移した。北米向け
自動車関連が順調に推移しているものの、薄型ＴＶ
関連の生産中止や縮小（アウトソーシングの割合を
高める）を進めている。ただ、ＴＶ生産は赤字部門だっ
たため、収益的にはプラスに寄与している。
地上デジタル放送への完全移行やエコポイントの
終了から、薄型ＴＶの生産が急減したが、「２台目、３
台目の需要の開拓を進める」、「高付加価値製品
（スマートＴＶや有機ＥＬなど）の開発に力を入れてい
く」など、数年後からの本格的な回復に期待していた。
しかし、現在では海外製品にとって替わられており、
国内メーカーにとって、太刀打ちすることは難しい状
況となっている。一部では、「生産を中止してしまうと、
技術力の低下が心配」として、付加価値の高い

(3)輸送機械…新型車の投入で回復の動き
乗用車：販売動向をみると、エコカー補助金が終了
した昨年9月以降、県内の乗用車販売は全国と同
様に低迷が続いていたが、燃費性能や安全性を向
上させた新型車の投入もあり、足元では持ち直しの
動きとなっている。新車販売台数（軽自動車を含
む）は、補助金終了の影響が一巡した9月には前年
に比べ約2割の増加となった。内訳をみると、軽自
動車は前年を上回り好調に推移し、減少が続いて
いた登録車（普通車、小型車）も9月には13カ月ぶ
りに増加した。
7～9月期の生産動向をみると、登録車がメインの
県内の乗用車生産は前年割れとなったようだが、販
売動向を反映して持ち直しの動きもみられている。
先行きについては生産の回復が予想される。こ

の7月にホンダの寄居工場が小型車を集中生産す
る工場として稼働し、9月に発売された新型車の生
産が本格化する。さらに秋以降も新型車の発売が
予定されているほか、来年4月の消費税増税前の

の動きは少ないものの、大型ショッピングモールや高
速道路ＩＣ周辺の物流倉庫、病院・有料老人ホーム、
都心部のテナントビルなどが目立っている。また、消
費税引き上げに伴う駆け込み需要もあり、新築住宅
の基礎向けが伸びていることも、棒鋼の生産を押し
上げている。
生産が回復するなかでも、収益面は厳しい状況が
続いている。原油価格等の上昇を受けて、電気料金
が大幅に引き上げられており、電炉の経営を圧迫し
ている。副資材も値上がりしており、製品価格への転
嫁がなかなか進まないなか、スクラップ価格が想定を
超えて上昇するようだと、収益は一段と厳しくなるこ
とが懸念される。
先行きも、住宅向けでは消費税引き上げに伴う
駆け込み需要の反動減が見込まれるものの、都内
を中心に相当数のテナントビル案件が進行している
こともあり、生産は底堅い動きを続けるとみられる。
しかし、鉄筋工や型枠工を中心に、首都圏では人手
不足の状況が続いている。既存の工事の進捗に遅
れが出る案件も出ていることから、ゼネコン側では、
鉄筋工や型枠工の不要な鉄骨造を選ぶケースも出
始めている。こうした状況が続けば、建設需要が堅
調に推移しても、棒鋼の生産は抑えられる可能性
がある。
鋳物の生産は、春先以降も低調に推移している。
主力の工作機械向けを含め、総じて前年実績を下回
る状況が続いている。稼働率の低下が採算を悪化さ
せており、足元の収益も非常に厳しい。秋口には消費

税引き上げに伴う駆け込み需要が発生すると見込ん
でいたが、現時点までは、そうした動きもほとんどみら
れていない。先行きも、生産の回復テンポはごく緩や
かなものにとどまろう。

(5)建設…久々に好調
建設は、久々に好調な動き。公共工事は、国関係

の発注が中心で、受注残は好調に推移している。民
間工事は、消費税増税前の駆け込み需要のある住
宅建設を中心に、前年を上回って推移している。
公共工事：７～９月期は、国関連からの発注の河
川・橋梁・道路などの改修や補修工事などを中心
に、久々に好調。入札時の受注ベースでは前年比
＋30%を上回っているとみられるものの、各社の
受注ベースは、前年比＋10～20%程度に留まって
いる。各社とも、人手不足が深刻化してきており、
無理して受注しても、計画通りの工程が難しい案
件には入札を辞退するケースがあるとみられるた
めだ。
先行きは、国の補正予算と、県・市町村等からの公
共工事を見込んでおり、上半期並みは確保できると
みている。公共工事は、受注できれば一定の利益を
確保することができることから、収益の下支えとなっ
ている。
なお、学校の耐震化工事は終了し、役場や出先、
公民館等の耐震化工事を見込んでいたが、顕在化し
ていない。

民間工事：７～９月期の民間工事は、老健・介護関連
などの福祉施設の受注が底堅く続いている。ここヘ
きて、法人向けの工場や倉庫などの受注が散見され
るようになったものの、本格的な回復への動きとは
なっていない。先行きは、景気の回復から上半期より
改善を期待している。
業界では、職人不足を指摘する声が大きくなって

いる。特に、鉄筋工と型枠工が不足している。職人不
足は、高齢化しリタイアしていること、建設不況だった
ことから若い人を育ててこなかったことが原因である。
今後も、職人不足が続くことが見込まれ、職人の手間
賃は上がっており、消費税増税より影響が大きいとす
る業者もみられた。さらに、中長期的にみても、リニア
モーターカー、東京オンリピックなどの関連工事が本
格化するにつれ、職人不足がさらに大きな影響を及
ぼしてくるとみられる。
資材価格は、震災地での復興工事を含めた公共
工事の増加、円高修正・円安による輸入資材価格の
上昇などから、今後も建設資材全般が値上がり傾向
にあるとみられる。
住宅：７～９月期は、戸建、マンションとも、消費税増税
前の駆け込み需要から、前年を上回って推移してい
る。先行きは、注文住宅、マンションの需要が一服す
るため、上半期よりやや減速を見込んでいる。ただ、
工事ベースは高水準が続くとみられる。
戸建については、９月末までに契約すれば、引き渡

しは来年４月以降でも消費税５％ですむため、注文住
宅を中心に増加した。展示場への来訪者は、やや増
加程度で推移したものの、物件購入意欲が強い顧客
が中心だったため、契約率は高かった。
建売住宅については、来年３月末までに物件の引

き渡しが行われれば消費税５％のため、今しばらく
駆け込み需要が期待される。また、来年４月以降は、
消費税増税分を販売価格に100％転嫁することは
難しいとみている業者が多く、収益を圧縮する要因

となりそうだ。
マンションは、９月末まで消費税増税前の駆け込み
需要でにぎわった。10月以降は契約ベースでは落ち
着くと見込まれるものの、再来年の10月の消費税
10％への販売対策が本格化してくる。
消費税増税前の駆け込み需要は当初予定してい

たより、比較的軽微に留まった。増税に対する軽減措
置が手厚く実施されるためで、購入価格帯によって
は、増税後に物件を購入した方が優遇されるケース
もあるようで、増税の反動減も当初予定より縮小され
るとみている。

(6)大型小売店販売…持ち直しの動き
百貨店：7～9月の県内百貨店の売上は、4～6月に続
き前年水準を下回ったようだが、持ち直しに向けた動
きもうかがわれる。
これまで東京都心などの大都市圏で増加が目
立っていた高額品の売上が、県内百貨店でも見ら
れるようになってきた。宝飾品や時計、金製品など
の値の張る商品の売上が増加しているほか、絵画
展の即売会での売れ行きが非常に良かったところ
や、外商の売上が近年で最高を記録するところも
あった。また、売上総額を買上客数で割った顧客の
購買単価がアップしている店舗も増えている。景
気の持ち直しから、消費者の購買意欲にも徐々に
変化が見え始めており、こうした動きが続くと期待
される。
高額品が売れている一方で、消費者の価格に対す

る目は依然として厳しいとの指摘もある。食料品では
2極化が進んでおり、例えば牛肉はワンランク上の商
品が売れるようになったが、日々の生活品は価格競
争が依然として厳しい。スーパーやコンビニとの競合
も激しく、その影響で食料品の売上が減少するといっ
た動きもあった。
先行きについては上向くことが予想される。景気

回復への期待は大きく、冬のボーナスの増加も予想
されることに加え、年末ごろからは消費税増税前の
駆け込みも予想されるためである。
スーパー：7～9月のスーパーの売上は、既存店
ベースでは前年を下回ったが、新設店を含めた全
店ベースの売上は、新規出店の増加を反映して前
年を上回った模様だ。今夏は、例年に比べ梅雨明
けが早く、気温も早くから上昇し猛暑が続いたため、
夏物の売れ行きが良かった。衣料品のほか、クール
マットなどの涼感寝具や扇風機が売れ、扇風機は
低価格品だけでなく、より機能の高い高額品もよく
売れたという。天候要因によりよく売れた商品は
あったが、既存店売上は全体として厳しい状況が
続いた。
ただし、顧客の買い方にも変化の動きがみられる。

「価格一辺倒ではなく、価値のあるものは買う。節約
志向から、いいものがあったら買っておこう」に変化
している。これは来年4月の消費税導入とも関係して
いるようだ。増税前の駆け込みとは別に、日常的に使
うもので気に入ったものがあれば、今のうちに買って
おく、といった行動につながっているとみられる。例え
ば、この夏には1万円を超える日傘や扇子がよく売れ
たという。
スーパーは、日用品や食料品の分野で、競合店の
出店やコンビニ・ドラッグストアなどの他業態との競
合も激しく、百貨店に比べ厳しい状況が続くとみられ
るが、先行きは徐々に上向くと予想される。

●電気機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●情報通信機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」

前年比（%）

-60

-20
-30
-40
-50

-10
0
10

2012年/Ⅰ期 2013年/Ⅰ期Ⅱ期 Ⅱ期Ⅲ期 Ⅳ期 7月

●輸送機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●鉄鋼の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●電子部品デバイスの生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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わが国経済は、緩やかに回復しつつある。
先行きは、輸出が持ち直し、各種政策の効果が発
現するなかで、景気回復の動きが確かなものとなるこ
とが期待されている。
埼玉県経済は、持ち直しの動きがみられる。消費
税増税前の駆け込み需要もあり、先行きは上向きが
見込まれている。
聞き取り調査の結果は、７～９月期の天気図は、薄

日が建設、曇が輸送機械、鉄鋼、大型小売店、小雨が
一般機械、電気機械であった。
10～12月期の天気図は、薄日が輸送機械、建設、
大型小売店、曇が電気機械、鉄鋼、小雨が一般機械
の見込み。

主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、低調に推移。先行きは、国内
設備投資が上向く気配を見せ始めていることなど
から、緩やかながらも持ち直してくるものと期待さ
れる。
〇電気機械の生産は、弱含みで推移。ただ、赤字部
門のＴＶ関連からの撤退、縮小などで、収益面では
プラス。先行きは、消費税増税前の駆け込み需要
が期待されることから、現状より改善を見込む。
〇輸送機械の生産は、新型車の投入で回復の動き。
先行きは、消費税増税前の駆け込み需要も予想さ
れ、今年度いっぱいは堅調に推移する見込み。
〇鉄鋼の生産は、棒鋼は回復が続く。先行きも、相当
数のテナントビル案件が進行していることもあり、
底堅い動きを続けるとみられる。
○建設は、久々に好調。先行きは、受注ベースでは上
半期の駆け込み需要の反動から、やや減速すると
みられるが、工事ベースでは高水準を見込む。
　公共工事は、河川、橋梁、道路の改修・保守の工事
を中心に、久々に好調。先行きは、上半期並みを確

〇大型小売店販売は、前年水準を下回るも持ち直し
の動き。先行きは、上向きを見込む。

(1)一般機械･･･低調に推移
一般機械の生産は、低調に推移している。
輸出比率が７割近くを占める工作機械関連では、
昨年秋口以降、中国向けの輸出が大幅に落ち込んだ
ことが響いている。比較的堅調な北米向けに加え、
景気減速が続いていた欧州向けに持ち直しの動きが
みられるものの、輸出全体の落ち込みをカバーするま
でには至っていない。国内向けも、設備投資に慎重な
製造業の姿勢を受けて、生産は力強さに欠ける動き
を続けてきたが、足元では一部に持ち直しの動きが
みられる。
電機関連では、タブレット端末の外枠や液晶部品

などで、一部生産が好調な企業はあるものの、家電
メーカーがスマートフォンの国内生産から撤退・縮小
する動きが続いており、部品メーカーに影響が及ん
でいる。
自動車関連でも、メーカーの海外拠点整備の動き
が強まるなか、国内生産体制は現状維持程度にとど
まっており、大型の金型などの動きは鈍い。急速に普
及が進む３Ｄプリンターは量産に適さないため、現時
点では金型メーカーと直接競合していないが、試作
メーカーの一部には影響が出ている。
ブラジルやオーストラリアなど、資源国からの受注

50インチ以上の４Ｋ（高精細）ＴＶなどの生産に特化
する動きがみられる。
白物家電は、国内では引き続き省エネ意識が強

まっており、今夏は猛暑などもあり、エアコンなどは堅
調に推移した。各家庭各部屋にエアコンが設置され
てきており、今後は買替需要が中心となるとみられる
ことから、今までのような伸びを期待するのは難しい
状況となってきた。
先行きについては、住宅建設の好調に支えられ、
消費税増税前の駆け込み需要に期待している。新築
住宅が増えれば、それに合わせて白物家電などの新
規購入や買替需要が期待でき、生産は現状より改善
を見込んでいる。
アメリカなどでは電力料金が安価であること、新興
国では電力供給が不安定なため、省エネのインバー
タは、海外での普及が遅れている。今後、海外でのイ
ンバータ製品の需要増に期待している。
一方、北米向けの自動車関連が順調で、収益面で

も貢献している。ただ、シリア問題などから、ガソリン
価格が高騰することになると、先行きの不透明感は
強まってくる。
為替については、白物家電は、海外生産・日本への
製品輸入が主流となっており、今般の円高修正・円安
は、収益的にはマイナスの効果となっている。
ＬＥＤが節電製品として事業所や一般家庭向けに
増加している。ただ、増加しているものの、売り上げに
占めるウエイトは小さく、全体の収益の向上には結び
ついていない。

駆け込み需要も見込まれ、生産は上向きに転じると
予想される。
トラック関連：乗用車に比べトラックは、生産・販売と
も持ち直しの動きが速いようだ。震災の復興需要に
支えられているほか、過去の排ガス規制強化時に販
売されたトラックが更新時期を迎えていることも追い
風となっている。中東などの海外需要も引き続き堅
調なようだ。
先行きも比較的順調に推移するとみられるが、懸
念材料として、新興国の景気減速による海外需要の
伸び悩みがある。
部品メーカー：部品メーカーの生産も徐々に回復に
向かっている。乗用車・トラックの完成車メーカーの生
産が持ち直しの方向にあるためだ。先行きについても
完成車メーカーの生産回復の動きを受けて、部品
メーカーの生産は活発化すると予想される。消費税
が増税される前の今年度いっぱいは、堅調に推移す
るだろう。
また、このところ為替の円高修正が進んできたが、
企業の海外進出の動きは続いているようだ。「タイ等
の東南アジアへの工場進出要請があった」との声も
聞かれた。国内市場が伸び悩む一方、新興国を中心
に市場が拡大するなかで、生産拠点の海外への移転
の流れが続きそうだ。

(4)鉄鋼･･･棒鋼は回復が続く
棒鋼の生産は、首都圏における建設需要の伸びを
受け、回復を続けている。製造業による工場新設など

保できる見込み。
　民間工事は、堅調に推移している。福祉関連の受
注が底堅く、一部には工場や倉庫などの受注が散
見される。先行きは、景気回復から上半期より改善
を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費税増税前の駆
け込み需要から、前年を上回る。先行きは、注文住
宅、マンションの需要が一服するため、上半期より
やや減速を見込む。

が減少していた建設機械関連では、中小型機で少し
動きが出始めている。しかし、昨年後半の落ち込み幅
が大きかった反動という面もあり、今後の動向には、
まだ慎重な見方が多いようだ。
先行きについては、国内設備投資が、上向く気配

を見せ始めていることなどから、今後は緩やかなが
らも生産が持ち直してくると期待される。しかし、収
益面は引き続き厳しい状況が続くことになろう。な
かでも、製品価格引き下げ要請に接することの多い
中小零細企業では、来年４月の消費税引き上げに
ついて、転嫁を認めてもらえるのか懸念する声が聞
かれた。

(2)電気機械･･･弱含み
７～９月期の生産は、弱含みで推移した。北米向け
自動車関連が順調に推移しているものの、薄型ＴＶ
関連の生産中止や縮小（アウトソーシングの割合を
高める）を進めている。ただ、ＴＶ生産は赤字部門だっ
たため、収益的にはプラスに寄与している。
地上デジタル放送への完全移行やエコポイントの
終了から、薄型ＴＶの生産が急減したが、「２台目、３
台目の需要の開拓を進める」、「高付加価値製品
（スマートＴＶや有機ＥＬなど）の開発に力を入れてい
く」など、数年後からの本格的な回復に期待していた。
しかし、現在では海外製品にとって替わられており、
国内メーカーにとって、太刀打ちすることは難しい状
況となっている。一部では、「生産を中止してしまうと、
技術力の低下が心配」として、付加価値の高い

(3)輸送機械…新型車の投入で回復の動き
乗用車：販売動向をみると、エコカー補助金が終了
した昨年9月以降、県内の乗用車販売は全国と同
様に低迷が続いていたが、燃費性能や安全性を向
上させた新型車の投入もあり、足元では持ち直しの
動きとなっている。新車販売台数（軽自動車を含
む）は、補助金終了の影響が一巡した9月には前年
に比べ約2割の増加となった。内訳をみると、軽自
動車は前年を上回り好調に推移し、減少が続いて
いた登録車（普通車、小型車）も9月には13カ月ぶ
りに増加した。
7～9月期の生産動向をみると、登録車がメインの
県内の乗用車生産は前年割れとなったようだが、販
売動向を反映して持ち直しの動きもみられている。
先行きについては生産の回復が予想される。こ

の7月にホンダの寄居工場が小型車を集中生産す
る工場として稼働し、9月に発売された新型車の生
産が本格化する。さらに秋以降も新型車の発売が
予定されているほか、来年4月の消費税増税前の

の動きは少ないものの、大型ショッピングモールや高
速道路ＩＣ周辺の物流倉庫、病院・有料老人ホーム、
都心部のテナントビルなどが目立っている。また、消
費税引き上げに伴う駆け込み需要もあり、新築住宅
の基礎向けが伸びていることも、棒鋼の生産を押し
上げている。
生産が回復するなかでも、収益面は厳しい状況が
続いている。原油価格等の上昇を受けて、電気料金
が大幅に引き上げられており、電炉の経営を圧迫し
ている。副資材も値上がりしており、製品価格への転
嫁がなかなか進まないなか、スクラップ価格が想定を
超えて上昇するようだと、収益は一段と厳しくなるこ
とが懸念される。
先行きも、住宅向けでは消費税引き上げに伴う
駆け込み需要の反動減が見込まれるものの、都内
を中心に相当数のテナントビル案件が進行している
こともあり、生産は底堅い動きを続けるとみられる。
しかし、鉄筋工や型枠工を中心に、首都圏では人手
不足の状況が続いている。既存の工事の進捗に遅
れが出る案件も出ていることから、ゼネコン側では、
鉄筋工や型枠工の不要な鉄骨造を選ぶケースも出
始めている。こうした状況が続けば、建設需要が堅
調に推移しても、棒鋼の生産は抑えられる可能性
がある。
鋳物の生産は、春先以降も低調に推移している。
主力の工作機械向けを含め、総じて前年実績を下回
る状況が続いている。稼働率の低下が採算を悪化さ
せており、足元の収益も非常に厳しい。秋口には消費

税引き上げに伴う駆け込み需要が発生すると見込ん
でいたが、現時点までは、そうした動きもほとんどみら
れていない。先行きも、生産の回復テンポはごく緩や
かなものにとどまろう。

(5)建設…久々に好調
建設は、久々に好調な動き。公共工事は、国関係

の発注が中心で、受注残は好調に推移している。民
間工事は、消費税増税前の駆け込み需要のある住
宅建設を中心に、前年を上回って推移している。
公共工事：７～９月期は、国関連からの発注の河
川・橋梁・道路などの改修や補修工事などを中心
に、久々に好調。入札時の受注ベースでは前年比
＋30%を上回っているとみられるものの、各社の
受注ベースは、前年比＋10～20%程度に留まって
いる。各社とも、人手不足が深刻化してきており、
無理して受注しても、計画通りの工程が難しい案
件には入札を辞退するケースがあるとみられるた
めだ。
先行きは、国の補正予算と、県・市町村等からの公
共工事を見込んでおり、上半期並みは確保できると
みている。公共工事は、受注できれば一定の利益を
確保することができることから、収益の下支えとなっ
ている。
なお、学校の耐震化工事は終了し、役場や出先、
公民館等の耐震化工事を見込んでいたが、顕在化し
ていない。

民間工事：７～９月期の民間工事は、老健・介護関連
などの福祉施設の受注が底堅く続いている。ここヘ
きて、法人向けの工場や倉庫などの受注が散見され
るようになったものの、本格的な回復への動きとは
なっていない。先行きは、景気の回復から上半期より
改善を期待している。
業界では、職人不足を指摘する声が大きくなって

いる。特に、鉄筋工と型枠工が不足している。職人不
足は、高齢化しリタイアしていること、建設不況だった
ことから若い人を育ててこなかったことが原因である。
今後も、職人不足が続くことが見込まれ、職人の手間
賃は上がっており、消費税増税より影響が大きいとす
る業者もみられた。さらに、中長期的にみても、リニア
モーターカー、東京オンリピックなどの関連工事が本
格化するにつれ、職人不足がさらに大きな影響を及
ぼしてくるとみられる。
資材価格は、震災地での復興工事を含めた公共
工事の増加、円高修正・円安による輸入資材価格の
上昇などから、今後も建設資材全般が値上がり傾向
にあるとみられる。
住宅：７～９月期は、戸建、マンションとも、消費税増税
前の駆け込み需要から、前年を上回って推移してい
る。先行きは、注文住宅、マンションの需要が一服す
るため、上半期よりやや減速を見込んでいる。ただ、
工事ベースは高水準が続くとみられる。
戸建については、９月末までに契約すれば、引き渡

しは来年４月以降でも消費税５％ですむため、注文住
宅を中心に増加した。展示場への来訪者は、やや増
加程度で推移したものの、物件購入意欲が強い顧客
が中心だったため、契約率は高かった。
建売住宅については、来年３月末までに物件の引

き渡しが行われれば消費税５％のため、今しばらく
駆け込み需要が期待される。また、来年４月以降は、
消費税増税分を販売価格に100％転嫁することは
難しいとみている業者が多く、収益を圧縮する要因

となりそうだ。
マンションは、９月末まで消費税増税前の駆け込み
需要でにぎわった。10月以降は契約ベースでは落ち
着くと見込まれるものの、再来年の10月の消費税
10％への販売対策が本格化してくる。
消費税増税前の駆け込み需要は当初予定してい

たより、比較的軽微に留まった。増税に対する軽減措
置が手厚く実施されるためで、購入価格帯によって
は、増税後に物件を購入した方が優遇されるケース
もあるようで、増税の反動減も当初予定より縮小され
るとみている。

(6)大型小売店販売…持ち直しの動き
百貨店：7～9月の県内百貨店の売上は、4～6月に続
き前年水準を下回ったようだが、持ち直しに向けた動
きもうかがわれる。
これまで東京都心などの大都市圏で増加が目
立っていた高額品の売上が、県内百貨店でも見ら
れるようになってきた。宝飾品や時計、金製品など
の値の張る商品の売上が増加しているほか、絵画
展の即売会での売れ行きが非常に良かったところ
や、外商の売上が近年で最高を記録するところも
あった。また、売上総額を買上客数で割った顧客の
購買単価がアップしている店舗も増えている。景
気の持ち直しから、消費者の購買意欲にも徐々に
変化が見え始めており、こうした動きが続くと期待
される。
高額品が売れている一方で、消費者の価格に対す

る目は依然として厳しいとの指摘もある。食料品では
2極化が進んでおり、例えば牛肉はワンランク上の商
品が売れるようになったが、日々の生活品は価格競
争が依然として厳しい。スーパーやコンビニとの競合
も激しく、その影響で食料品の売上が減少するといっ
た動きもあった。
先行きについては上向くことが予想される。景気

回復への期待は大きく、冬のボーナスの増加も予想
されることに加え、年末ごろからは消費税増税前の
駆け込みも予想されるためである。
スーパー：7～9月のスーパーの売上は、既存店
ベースでは前年を下回ったが、新設店を含めた全
店ベースの売上は、新規出店の増加を反映して前
年を上回った模様だ。今夏は、例年に比べ梅雨明
けが早く、気温も早くから上昇し猛暑が続いたため、
夏物の売れ行きが良かった。衣料品のほか、クール
マットなどの涼感寝具や扇風機が売れ、扇風機は
低価格品だけでなく、より機能の高い高額品もよく
売れたという。天候要因によりよく売れた商品は
あったが、既存店売上は全体として厳しい状況が
続いた。
ただし、顧客の買い方にも変化の動きがみられる。

「価格一辺倒ではなく、価値のあるものは買う。節約
志向から、いいものがあったら買っておこう」に変化
している。これは来年4月の消費税導入とも関係して
いるようだ。増税前の駆け込みとは別に、日常的に使
うもので気に入ったものがあれば、今のうちに買って
おく、といった行動につながっているとみられる。例え
ば、この夏には1万円を超える日傘や扇子がよく売れ
たという。
スーパーは、日用品や食料品の分野で、競合店の
出店やコンビニ・ドラッグストアなどの他業態との競
合も激しく、百貨店に比べ厳しい状況が続くとみられ
るが、先行きは徐々に上向くと予想される。

●電気機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●情報通信機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●輸送機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●鉄鋼の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●電子部品デバイスの生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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わが国経済は、緩やかに回復しつつある。
先行きは、輸出が持ち直し、各種政策の効果が発
現するなかで、景気回復の動きが確かなものとなるこ
とが期待されている。
埼玉県経済は、持ち直しの動きがみられる。消費
税増税前の駆け込み需要もあり、先行きは上向きが
見込まれている。
聞き取り調査の結果は、７～９月期の天気図は、薄

日が建設、曇が輸送機械、鉄鋼、大型小売店、小雨が
一般機械、電気機械であった。
10～12月期の天気図は、薄日が輸送機械、建設、
大型小売店、曇が電気機械、鉄鋼、小雨が一般機械
の見込み。

主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、低調に推移。先行きは、国内
設備投資が上向く気配を見せ始めていることなど
から、緩やかながらも持ち直してくるものと期待さ
れる。
〇電気機械の生産は、弱含みで推移。ただ、赤字部
門のＴＶ関連からの撤退、縮小などで、収益面では
プラス。先行きは、消費税増税前の駆け込み需要
が期待されることから、現状より改善を見込む。
〇輸送機械の生産は、新型車の投入で回復の動き。
先行きは、消費税増税前の駆け込み需要も予想さ
れ、今年度いっぱいは堅調に推移する見込み。
〇鉄鋼の生産は、棒鋼は回復が続く。先行きも、相当
数のテナントビル案件が進行していることもあり、
底堅い動きを続けるとみられる。
○建設は、久々に好調。先行きは、受注ベースでは上
半期の駆け込み需要の反動から、やや減速すると
みられるが、工事ベースでは高水準を見込む。
　公共工事は、河川、橋梁、道路の改修・保守の工事
を中心に、久々に好調。先行きは、上半期並みを確

〇大型小売店販売は、前年水準を下回るも持ち直し
の動き。先行きは、上向きを見込む。

(1)一般機械･･･低調に推移
一般機械の生産は、低調に推移している。
輸出比率が７割近くを占める工作機械関連では、
昨年秋口以降、中国向けの輸出が大幅に落ち込んだ
ことが響いている。比較的堅調な北米向けに加え、
景気減速が続いていた欧州向けに持ち直しの動きが
みられるものの、輸出全体の落ち込みをカバーするま
でには至っていない。国内向けも、設備投資に慎重な
製造業の姿勢を受けて、生産は力強さに欠ける動き
を続けてきたが、足元では一部に持ち直しの動きが
みられる。
電機関連では、タブレット端末の外枠や液晶部品

などで、一部生産が好調な企業はあるものの、家電
メーカーがスマートフォンの国内生産から撤退・縮小
する動きが続いており、部品メーカーに影響が及ん
でいる。
自動車関連でも、メーカーの海外拠点整備の動き
が強まるなか、国内生産体制は現状維持程度にとど
まっており、大型の金型などの動きは鈍い。急速に普
及が進む３Ｄプリンターは量産に適さないため、現時
点では金型メーカーと直接競合していないが、試作
メーカーの一部には影響が出ている。
ブラジルやオーストラリアなど、資源国からの受注

50インチ以上の４Ｋ（高精細）ＴＶなどの生産に特化
する動きがみられる。
白物家電は、国内では引き続き省エネ意識が強

まっており、今夏は猛暑などもあり、エアコンなどは堅
調に推移した。各家庭各部屋にエアコンが設置され
てきており、今後は買替需要が中心となるとみられる
ことから、今までのような伸びを期待するのは難しい
状況となってきた。
先行きについては、住宅建設の好調に支えられ、
消費税増税前の駆け込み需要に期待している。新築
住宅が増えれば、それに合わせて白物家電などの新
規購入や買替需要が期待でき、生産は現状より改善
を見込んでいる。
アメリカなどでは電力料金が安価であること、新興
国では電力供給が不安定なため、省エネのインバー
タは、海外での普及が遅れている。今後、海外でのイ
ンバータ製品の需要増に期待している。
一方、北米向けの自動車関連が順調で、収益面で

も貢献している。ただ、シリア問題などから、ガソリン
価格が高騰することになると、先行きの不透明感は
強まってくる。
為替については、白物家電は、海外生産・日本への
製品輸入が主流となっており、今般の円高修正・円安
は、収益的にはマイナスの効果となっている。
ＬＥＤが節電製品として事業所や一般家庭向けに
増加している。ただ、増加しているものの、売り上げに
占めるウエイトは小さく、全体の収益の向上には結び
ついていない。

駆け込み需要も見込まれ、生産は上向きに転じると
予想される。
トラック関連：乗用車に比べトラックは、生産・販売と
も持ち直しの動きが速いようだ。震災の復興需要に
支えられているほか、過去の排ガス規制強化時に販
売されたトラックが更新時期を迎えていることも追い
風となっている。中東などの海外需要も引き続き堅
調なようだ。
先行きも比較的順調に推移するとみられるが、懸
念材料として、新興国の景気減速による海外需要の
伸び悩みがある。
部品メーカー：部品メーカーの生産も徐々に回復に
向かっている。乗用車・トラックの完成車メーカーの生
産が持ち直しの方向にあるためだ。先行きについても
完成車メーカーの生産回復の動きを受けて、部品
メーカーの生産は活発化すると予想される。消費税
が増税される前の今年度いっぱいは、堅調に推移す
るだろう。
また、このところ為替の円高修正が進んできたが、
企業の海外進出の動きは続いているようだ。「タイ等
の東南アジアへの工場進出要請があった」との声も
聞かれた。国内市場が伸び悩む一方、新興国を中心
に市場が拡大するなかで、生産拠点の海外への移転
の流れが続きそうだ。

(4)鉄鋼･･･棒鋼は回復が続く
棒鋼の生産は、首都圏における建設需要の伸びを
受け、回復を続けている。製造業による工場新設など

保できる見込み。
　民間工事は、堅調に推移している。福祉関連の受
注が底堅く、一部には工場や倉庫などの受注が散
見される。先行きは、景気回復から上半期より改善
を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費税増税前の駆
け込み需要から、前年を上回る。先行きは、注文住
宅、マンションの需要が一服するため、上半期より
やや減速を見込む。

が減少していた建設機械関連では、中小型機で少し
動きが出始めている。しかし、昨年後半の落ち込み幅
が大きかった反動という面もあり、今後の動向には、
まだ慎重な見方が多いようだ。
先行きについては、国内設備投資が、上向く気配

を見せ始めていることなどから、今後は緩やかなが
らも生産が持ち直してくると期待される。しかし、収
益面は引き続き厳しい状況が続くことになろう。な
かでも、製品価格引き下げ要請に接することの多い
中小零細企業では、来年４月の消費税引き上げに
ついて、転嫁を認めてもらえるのか懸念する声が聞
かれた。

(2)電気機械･･･弱含み
７～９月期の生産は、弱含みで推移した。北米向け
自動車関連が順調に推移しているものの、薄型ＴＶ
関連の生産中止や縮小（アウトソーシングの割合を
高める）を進めている。ただ、ＴＶ生産は赤字部門だっ
たため、収益的にはプラスに寄与している。
地上デジタル放送への完全移行やエコポイントの
終了から、薄型ＴＶの生産が急減したが、「２台目、３
台目の需要の開拓を進める」、「高付加価値製品
（スマートＴＶや有機ＥＬなど）の開発に力を入れてい
く」など、数年後からの本格的な回復に期待していた。
しかし、現在では海外製品にとって替わられており、
国内メーカーにとって、太刀打ちすることは難しい状
況となっている。一部では、「生産を中止してしまうと、
技術力の低下が心配」として、付加価値の高い

(3)輸送機械…新型車の投入で回復の動き
乗用車：販売動向をみると、エコカー補助金が終了
した昨年9月以降、県内の乗用車販売は全国と同
様に低迷が続いていたが、燃費性能や安全性を向
上させた新型車の投入もあり、足元では持ち直しの
動きとなっている。新車販売台数（軽自動車を含
む）は、補助金終了の影響が一巡した9月には前年
に比べ約2割の増加となった。内訳をみると、軽自
動車は前年を上回り好調に推移し、減少が続いて
いた登録車（普通車、小型車）も9月には13カ月ぶ
りに増加した。
7～9月期の生産動向をみると、登録車がメインの
県内の乗用車生産は前年割れとなったようだが、販
売動向を反映して持ち直しの動きもみられている。
先行きについては生産の回復が予想される。こ

の7月にホンダの寄居工場が小型車を集中生産す
る工場として稼働し、9月に発売された新型車の生
産が本格化する。さらに秋以降も新型車の発売が
予定されているほか、来年4月の消費税増税前の

の動きは少ないものの、大型ショッピングモールや高
速道路ＩＣ周辺の物流倉庫、病院・有料老人ホーム、
都心部のテナントビルなどが目立っている。また、消
費税引き上げに伴う駆け込み需要もあり、新築住宅
の基礎向けが伸びていることも、棒鋼の生産を押し
上げている。
生産が回復するなかでも、収益面は厳しい状況が
続いている。原油価格等の上昇を受けて、電気料金
が大幅に引き上げられており、電炉の経営を圧迫し
ている。副資材も値上がりしており、製品価格への転
嫁がなかなか進まないなか、スクラップ価格が想定を
超えて上昇するようだと、収益は一段と厳しくなるこ
とが懸念される。
先行きも、住宅向けでは消費税引き上げに伴う
駆け込み需要の反動減が見込まれるものの、都内
を中心に相当数のテナントビル案件が進行している
こともあり、生産は底堅い動きを続けるとみられる。
しかし、鉄筋工や型枠工を中心に、首都圏では人手
不足の状況が続いている。既存の工事の進捗に遅
れが出る案件も出ていることから、ゼネコン側では、
鉄筋工や型枠工の不要な鉄骨造を選ぶケースも出
始めている。こうした状況が続けば、建設需要が堅
調に推移しても、棒鋼の生産は抑えられる可能性
がある。
鋳物の生産は、春先以降も低調に推移している。
主力の工作機械向けを含め、総じて前年実績を下回
る状況が続いている。稼働率の低下が採算を悪化さ
せており、足元の収益も非常に厳しい。秋口には消費

税引き上げに伴う駆け込み需要が発生すると見込ん
でいたが、現時点までは、そうした動きもほとんどみら
れていない。先行きも、生産の回復テンポはごく緩や
かなものにとどまろう。

(5)建設…久々に好調
建設は、久々に好調な動き。公共工事は、国関係

の発注が中心で、受注残は好調に推移している。民
間工事は、消費税増税前の駆け込み需要のある住
宅建設を中心に、前年を上回って推移している。
公共工事：７～９月期は、国関連からの発注の河
川・橋梁・道路などの改修や補修工事などを中心
に、久々に好調。入札時の受注ベースでは前年比
＋30%を上回っているとみられるものの、各社の
受注ベースは、前年比＋10～20%程度に留まって
いる。各社とも、人手不足が深刻化してきており、
無理して受注しても、計画通りの工程が難しい案
件には入札を辞退するケースがあるとみられるた
めだ。
先行きは、国の補正予算と、県・市町村等からの公
共工事を見込んでおり、上半期並みは確保できると
みている。公共工事は、受注できれば一定の利益を
確保することができることから、収益の下支えとなっ
ている。
なお、学校の耐震化工事は終了し、役場や出先、
公民館等の耐震化工事を見込んでいたが、顕在化し
ていない。

民間工事：７～９月期の民間工事は、老健・介護関連
などの福祉施設の受注が底堅く続いている。ここヘ
きて、法人向けの工場や倉庫などの受注が散見され
るようになったものの、本格的な回復への動きとは
なっていない。先行きは、景気の回復から上半期より
改善を期待している。
業界では、職人不足を指摘する声が大きくなって

いる。特に、鉄筋工と型枠工が不足している。職人不
足は、高齢化しリタイアしていること、建設不況だった
ことから若い人を育ててこなかったことが原因である。
今後も、職人不足が続くことが見込まれ、職人の手間
賃は上がっており、消費税増税より影響が大きいとす
る業者もみられた。さらに、中長期的にみても、リニア
モーターカー、東京オンリピックなどの関連工事が本
格化するにつれ、職人不足がさらに大きな影響を及
ぼしてくるとみられる。
資材価格は、震災地での復興工事を含めた公共
工事の増加、円高修正・円安による輸入資材価格の
上昇などから、今後も建設資材全般が値上がり傾向
にあるとみられる。
住宅：７～９月期は、戸建、マンションとも、消費税増税
前の駆け込み需要から、前年を上回って推移してい
る。先行きは、注文住宅、マンションの需要が一服す
るため、上半期よりやや減速を見込んでいる。ただ、
工事ベースは高水準が続くとみられる。
戸建については、９月末までに契約すれば、引き渡

しは来年４月以降でも消費税５％ですむため、注文住
宅を中心に増加した。展示場への来訪者は、やや増
加程度で推移したものの、物件購入意欲が強い顧客
が中心だったため、契約率は高かった。
建売住宅については、来年３月末までに物件の引

き渡しが行われれば消費税５％のため、今しばらく
駆け込み需要が期待される。また、来年４月以降は、
消費税増税分を販売価格に100％転嫁することは
難しいとみている業者が多く、収益を圧縮する要因

となりそうだ。
マンションは、９月末まで消費税増税前の駆け込み
需要でにぎわった。10月以降は契約ベースでは落ち
着くと見込まれるものの、再来年の10月の消費税
10％への販売対策が本格化してくる。
消費税増税前の駆け込み需要は当初予定してい

たより、比較的軽微に留まった。増税に対する軽減措
置が手厚く実施されるためで、購入価格帯によって
は、増税後に物件を購入した方が優遇されるケース
もあるようで、増税の反動減も当初予定より縮小され
るとみている。

(6)大型小売店販売…持ち直しの動き
百貨店：7～9月の県内百貨店の売上は、4～6月に続
き前年水準を下回ったようだが、持ち直しに向けた動
きもうかがわれる。
これまで東京都心などの大都市圏で増加が目
立っていた高額品の売上が、県内百貨店でも見ら
れるようになってきた。宝飾品や時計、金製品など
の値の張る商品の売上が増加しているほか、絵画
展の即売会での売れ行きが非常に良かったところ
や、外商の売上が近年で最高を記録するところも
あった。また、売上総額を買上客数で割った顧客の
購買単価がアップしている店舗も増えている。景
気の持ち直しから、消費者の購買意欲にも徐々に
変化が見え始めており、こうした動きが続くと期待
される。
高額品が売れている一方で、消費者の価格に対す

る目は依然として厳しいとの指摘もある。食料品では
2極化が進んでおり、例えば牛肉はワンランク上の商
品が売れるようになったが、日々の生活品は価格競
争が依然として厳しい。スーパーやコンビニとの競合
も激しく、その影響で食料品の売上が減少するといっ
た動きもあった。
先行きについては上向くことが予想される。景気

回復への期待は大きく、冬のボーナスの増加も予想
されることに加え、年末ごろからは消費税増税前の
駆け込みも予想されるためである。
スーパー：7～9月のスーパーの売上は、既存店
ベースでは前年を下回ったが、新設店を含めた全
店ベースの売上は、新規出店の増加を反映して前
年を上回った模様だ。今夏は、例年に比べ梅雨明
けが早く、気温も早くから上昇し猛暑が続いたため、
夏物の売れ行きが良かった。衣料品のほか、クール
マットなどの涼感寝具や扇風機が売れ、扇風機は
低価格品だけでなく、より機能の高い高額品もよく
売れたという。天候要因によりよく売れた商品は
あったが、既存店売上は全体として厳しい状況が
続いた。
ただし、顧客の買い方にも変化の動きがみられる。

「価格一辺倒ではなく、価値のあるものは買う。節約
志向から、いいものがあったら買っておこう」に変化
している。これは来年4月の消費税導入とも関係して
いるようだ。増税前の駆け込みとは別に、日常的に使
うもので気に入ったものがあれば、今のうちに買って
おく、といった行動につながっているとみられる。例え
ば、この夏には1万円を超える日傘や扇子がよく売れ
たという。
スーパーは、日用品や食料品の分野で、競合店の
出店やコンビニ・ドラッグストアなどの他業態との競
合も激しく、百貨店に比べ厳しい状況が続くとみられ
るが、先行きは徐々に上向くと予想される。

●大型小売店販売額（前年比）の推移（埼玉県、既存店）

資料：関東経済産業局「管内大型小売店販売の動向」
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●前払保証に対する請負額の推移（埼玉県）

資料：東日本建設業保証
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わが国経済は、緩やかに回復しつつある。
先行きは、輸出が持ち直し、各種政策の効果が発
現するなかで、景気回復の動きが確かなものとなるこ
とが期待されている。
埼玉県経済は、持ち直しの動きがみられる。消費
税増税前の駆け込み需要もあり、先行きは上向きが
見込まれている。
聞き取り調査の結果は、７～９月期の天気図は、薄

日が建設、曇が輸送機械、鉄鋼、大型小売店、小雨が
一般機械、電気機械であった。
10～12月期の天気図は、薄日が輸送機械、建設、
大型小売店、曇が電気機械、鉄鋼、小雨が一般機械
の見込み。

主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、低調に推移。先行きは、国内
設備投資が上向く気配を見せ始めていることなど
から、緩やかながらも持ち直してくるものと期待さ
れる。
〇電気機械の生産は、弱含みで推移。ただ、赤字部
門のＴＶ関連からの撤退、縮小などで、収益面では
プラス。先行きは、消費税増税前の駆け込み需要
が期待されることから、現状より改善を見込む。
〇輸送機械の生産は、新型車の投入で回復の動き。
先行きは、消費税増税前の駆け込み需要も予想さ
れ、今年度いっぱいは堅調に推移する見込み。
〇鉄鋼の生産は、棒鋼は回復が続く。先行きも、相当
数のテナントビル案件が進行していることもあり、
底堅い動きを続けるとみられる。
○建設は、久々に好調。先行きは、受注ベースでは上
半期の駆け込み需要の反動から、やや減速すると
みられるが、工事ベースでは高水準を見込む。
　公共工事は、河川、橋梁、道路の改修・保守の工事
を中心に、久々に好調。先行きは、上半期並みを確

〇大型小売店販売は、前年水準を下回るも持ち直し
の動き。先行きは、上向きを見込む。

(1)一般機械･･･低調に推移
一般機械の生産は、低調に推移している。
輸出比率が７割近くを占める工作機械関連では、
昨年秋口以降、中国向けの輸出が大幅に落ち込んだ
ことが響いている。比較的堅調な北米向けに加え、
景気減速が続いていた欧州向けに持ち直しの動きが
みられるものの、輸出全体の落ち込みをカバーするま
でには至っていない。国内向けも、設備投資に慎重な
製造業の姿勢を受けて、生産は力強さに欠ける動き
を続けてきたが、足元では一部に持ち直しの動きが
みられる。
電機関連では、タブレット端末の外枠や液晶部品

などで、一部生産が好調な企業はあるものの、家電
メーカーがスマートフォンの国内生産から撤退・縮小
する動きが続いており、部品メーカーに影響が及ん
でいる。
自動車関連でも、メーカーの海外拠点整備の動き
が強まるなか、国内生産体制は現状維持程度にとど
まっており、大型の金型などの動きは鈍い。急速に普
及が進む３Ｄプリンターは量産に適さないため、現時
点では金型メーカーと直接競合していないが、試作
メーカーの一部には影響が出ている。
ブラジルやオーストラリアなど、資源国からの受注

50インチ以上の４Ｋ（高精細）ＴＶなどの生産に特化
する動きがみられる。
白物家電は、国内では引き続き省エネ意識が強

まっており、今夏は猛暑などもあり、エアコンなどは堅
調に推移した。各家庭各部屋にエアコンが設置され
てきており、今後は買替需要が中心となるとみられる
ことから、今までのような伸びを期待するのは難しい
状況となってきた。
先行きについては、住宅建設の好調に支えられ、
消費税増税前の駆け込み需要に期待している。新築
住宅が増えれば、それに合わせて白物家電などの新
規購入や買替需要が期待でき、生産は現状より改善
を見込んでいる。
アメリカなどでは電力料金が安価であること、新興
国では電力供給が不安定なため、省エネのインバー
タは、海外での普及が遅れている。今後、海外でのイ
ンバータ製品の需要増に期待している。
一方、北米向けの自動車関連が順調で、収益面で

も貢献している。ただ、シリア問題などから、ガソリン
価格が高騰することになると、先行きの不透明感は
強まってくる。
為替については、白物家電は、海外生産・日本への
製品輸入が主流となっており、今般の円高修正・円安
は、収益的にはマイナスの効果となっている。
ＬＥＤが節電製品として事業所や一般家庭向けに
増加している。ただ、増加しているものの、売り上げに
占めるウエイトは小さく、全体の収益の向上には結び
ついていない。

駆け込み需要も見込まれ、生産は上向きに転じると
予想される。
トラック関連：乗用車に比べトラックは、生産・販売と
も持ち直しの動きが速いようだ。震災の復興需要に
支えられているほか、過去の排ガス規制強化時に販
売されたトラックが更新時期を迎えていることも追い
風となっている。中東などの海外需要も引き続き堅
調なようだ。
先行きも比較的順調に推移するとみられるが、懸
念材料として、新興国の景気減速による海外需要の
伸び悩みがある。
部品メーカー：部品メーカーの生産も徐々に回復に
向かっている。乗用車・トラックの完成車メーカーの生
産が持ち直しの方向にあるためだ。先行きについても
完成車メーカーの生産回復の動きを受けて、部品
メーカーの生産は活発化すると予想される。消費税
が増税される前の今年度いっぱいは、堅調に推移す
るだろう。
また、このところ為替の円高修正が進んできたが、
企業の海外進出の動きは続いているようだ。「タイ等
の東南アジアへの工場進出要請があった」との声も
聞かれた。国内市場が伸び悩む一方、新興国を中心
に市場が拡大するなかで、生産拠点の海外への移転
の流れが続きそうだ。

(4)鉄鋼･･･棒鋼は回復が続く
棒鋼の生産は、首都圏における建設需要の伸びを
受け、回復を続けている。製造業による工場新設など

保できる見込み。
　民間工事は、堅調に推移している。福祉関連の受
注が底堅く、一部には工場や倉庫などの受注が散
見される。先行きは、景気回復から上半期より改善
を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費税増税前の駆
け込み需要から、前年を上回る。先行きは、注文住
宅、マンションの需要が一服するため、上半期より
やや減速を見込む。

が減少していた建設機械関連では、中小型機で少し
動きが出始めている。しかし、昨年後半の落ち込み幅
が大きかった反動という面もあり、今後の動向には、
まだ慎重な見方が多いようだ。
先行きについては、国内設備投資が、上向く気配

を見せ始めていることなどから、今後は緩やかなが
らも生産が持ち直してくると期待される。しかし、収
益面は引き続き厳しい状況が続くことになろう。な
かでも、製品価格引き下げ要請に接することの多い
中小零細企業では、来年４月の消費税引き上げに
ついて、転嫁を認めてもらえるのか懸念する声が聞
かれた。

(2)電気機械･･･弱含み
７～９月期の生産は、弱含みで推移した。北米向け
自動車関連が順調に推移しているものの、薄型ＴＶ
関連の生産中止や縮小（アウトソーシングの割合を
高める）を進めている。ただ、ＴＶ生産は赤字部門だっ
たため、収益的にはプラスに寄与している。
地上デジタル放送への完全移行やエコポイントの
終了から、薄型ＴＶの生産が急減したが、「２台目、３
台目の需要の開拓を進める」、「高付加価値製品
（スマートＴＶや有機ＥＬなど）の開発に力を入れてい
く」など、数年後からの本格的な回復に期待していた。
しかし、現在では海外製品にとって替わられており、
国内メーカーにとって、太刀打ちすることは難しい状
況となっている。一部では、「生産を中止してしまうと、
技術力の低下が心配」として、付加価値の高い

(3)輸送機械…新型車の投入で回復の動き
乗用車：販売動向をみると、エコカー補助金が終了
した昨年9月以降、県内の乗用車販売は全国と同
様に低迷が続いていたが、燃費性能や安全性を向
上させた新型車の投入もあり、足元では持ち直しの
動きとなっている。新車販売台数（軽自動車を含
む）は、補助金終了の影響が一巡した9月には前年
に比べ約2割の増加となった。内訳をみると、軽自
動車は前年を上回り好調に推移し、減少が続いて
いた登録車（普通車、小型車）も9月には13カ月ぶ
りに増加した。
7～9月期の生産動向をみると、登録車がメインの
県内の乗用車生産は前年割れとなったようだが、販
売動向を反映して持ち直しの動きもみられている。
先行きについては生産の回復が予想される。こ

の7月にホンダの寄居工場が小型車を集中生産す
る工場として稼働し、9月に発売された新型車の生
産が本格化する。さらに秋以降も新型車の発売が
予定されているほか、来年4月の消費税増税前の

の動きは少ないものの、大型ショッピングモールや高
速道路ＩＣ周辺の物流倉庫、病院・有料老人ホーム、
都心部のテナントビルなどが目立っている。また、消
費税引き上げに伴う駆け込み需要もあり、新築住宅
の基礎向けが伸びていることも、棒鋼の生産を押し
上げている。
生産が回復するなかでも、収益面は厳しい状況が
続いている。原油価格等の上昇を受けて、電気料金
が大幅に引き上げられており、電炉の経営を圧迫し
ている。副資材も値上がりしており、製品価格への転
嫁がなかなか進まないなか、スクラップ価格が想定を
超えて上昇するようだと、収益は一段と厳しくなるこ
とが懸念される。
先行きも、住宅向けでは消費税引き上げに伴う
駆け込み需要の反動減が見込まれるものの、都内
を中心に相当数のテナントビル案件が進行している
こともあり、生産は底堅い動きを続けるとみられる。
しかし、鉄筋工や型枠工を中心に、首都圏では人手
不足の状況が続いている。既存の工事の進捗に遅
れが出る案件も出ていることから、ゼネコン側では、
鉄筋工や型枠工の不要な鉄骨造を選ぶケースも出
始めている。こうした状況が続けば、建設需要が堅
調に推移しても、棒鋼の生産は抑えられる可能性
がある。
鋳物の生産は、春先以降も低調に推移している。
主力の工作機械向けを含め、総じて前年実績を下回
る状況が続いている。稼働率の低下が採算を悪化さ
せており、足元の収益も非常に厳しい。秋口には消費

税引き上げに伴う駆け込み需要が発生すると見込ん
でいたが、現時点までは、そうした動きもほとんどみら
れていない。先行きも、生産の回復テンポはごく緩や
かなものにとどまろう。

(5)建設…久々に好調
建設は、久々に好調な動き。公共工事は、国関係

の発注が中心で、受注残は好調に推移している。民
間工事は、消費税増税前の駆け込み需要のある住
宅建設を中心に、前年を上回って推移している。
公共工事：７～９月期は、国関連からの発注の河
川・橋梁・道路などの改修や補修工事などを中心
に、久々に好調。入札時の受注ベースでは前年比
＋30%を上回っているとみられるものの、各社の
受注ベースは、前年比＋10～20%程度に留まって
いる。各社とも、人手不足が深刻化してきており、
無理して受注しても、計画通りの工程が難しい案
件には入札を辞退するケースがあるとみられるた
めだ。
先行きは、国の補正予算と、県・市町村等からの公
共工事を見込んでおり、上半期並みは確保できると
みている。公共工事は、受注できれば一定の利益を
確保することができることから、収益の下支えとなっ
ている。
なお、学校の耐震化工事は終了し、役場や出先、
公民館等の耐震化工事を見込んでいたが、顕在化し
ていない。

民間工事：７～９月期の民間工事は、老健・介護関連
などの福祉施設の受注が底堅く続いている。ここヘ
きて、法人向けの工場や倉庫などの受注が散見され
るようになったものの、本格的な回復への動きとは
なっていない。先行きは、景気の回復から上半期より
改善を期待している。
業界では、職人不足を指摘する声が大きくなって

いる。特に、鉄筋工と型枠工が不足している。職人不
足は、高齢化しリタイアしていること、建設不況だった
ことから若い人を育ててこなかったことが原因である。
今後も、職人不足が続くことが見込まれ、職人の手間
賃は上がっており、消費税増税より影響が大きいとす
る業者もみられた。さらに、中長期的にみても、リニア
モーターカー、東京オンリピックなどの関連工事が本
格化するにつれ、職人不足がさらに大きな影響を及
ぼしてくるとみられる。
資材価格は、震災地での復興工事を含めた公共
工事の増加、円高修正・円安による輸入資材価格の
上昇などから、今後も建設資材全般が値上がり傾向
にあるとみられる。
住宅：７～９月期は、戸建、マンションとも、消費税増税
前の駆け込み需要から、前年を上回って推移してい
る。先行きは、注文住宅、マンションの需要が一服す
るため、上半期よりやや減速を見込んでいる。ただ、
工事ベースは高水準が続くとみられる。
戸建については、９月末までに契約すれば、引き渡

しは来年４月以降でも消費税５％ですむため、注文住
宅を中心に増加した。展示場への来訪者は、やや増
加程度で推移したものの、物件購入意欲が強い顧客
が中心だったため、契約率は高かった。
建売住宅については、来年３月末までに物件の引

き渡しが行われれば消費税５％のため、今しばらく
駆け込み需要が期待される。また、来年４月以降は、
消費税増税分を販売価格に100％転嫁することは
難しいとみている業者が多く、収益を圧縮する要因

となりそうだ。
マンションは、９月末まで消費税増税前の駆け込み
需要でにぎわった。10月以降は契約ベースでは落ち
着くと見込まれるものの、再来年の10月の消費税
10％への販売対策が本格化してくる。
消費税増税前の駆け込み需要は当初予定してい

たより、比較的軽微に留まった。増税に対する軽減措
置が手厚く実施されるためで、購入価格帯によって
は、増税後に物件を購入した方が優遇されるケース
もあるようで、増税の反動減も当初予定より縮小され
るとみている。

(6)大型小売店販売…持ち直しの動き
百貨店：7～9月の県内百貨店の売上は、4～6月に続
き前年水準を下回ったようだが、持ち直しに向けた動
きもうかがわれる。
これまで東京都心などの大都市圏で増加が目
立っていた高額品の売上が、県内百貨店でも見ら
れるようになってきた。宝飾品や時計、金製品など
の値の張る商品の売上が増加しているほか、絵画
展の即売会での売れ行きが非常に良かったところ
や、外商の売上が近年で最高を記録するところも
あった。また、売上総額を買上客数で割った顧客の
購買単価がアップしている店舗も増えている。景
気の持ち直しから、消費者の購買意欲にも徐々に
変化が見え始めており、こうした動きが続くと期待
される。
高額品が売れている一方で、消費者の価格に対す

る目は依然として厳しいとの指摘もある。食料品では
2極化が進んでおり、例えば牛肉はワンランク上の商
品が売れるようになったが、日々の生活品は価格競
争が依然として厳しい。スーパーやコンビニとの競合
も激しく、その影響で食料品の売上が減少するといっ
た動きもあった。
先行きについては上向くことが予想される。景気

回復への期待は大きく、冬のボーナスの増加も予想
されることに加え、年末ごろからは消費税増税前の
駆け込みも予想されるためである。
スーパー：7～9月のスーパーの売上は、既存店
ベースでは前年を下回ったが、新設店を含めた全
店ベースの売上は、新規出店の増加を反映して前
年を上回った模様だ。今夏は、例年に比べ梅雨明
けが早く、気温も早くから上昇し猛暑が続いたため、
夏物の売れ行きが良かった。衣料品のほか、クール
マットなどの涼感寝具や扇風機が売れ、扇風機は
低価格品だけでなく、より機能の高い高額品もよく
売れたという。天候要因によりよく売れた商品は
あったが、既存店売上は全体として厳しい状況が
続いた。
ただし、顧客の買い方にも変化の動きがみられる。

「価格一辺倒ではなく、価値のあるものは買う。節約
志向から、いいものがあったら買っておこう」に変化
している。これは来年4月の消費税導入とも関係して
いるようだ。増税前の駆け込みとは別に、日常的に使
うもので気に入ったものがあれば、今のうちに買って
おく、といった行動につながっているとみられる。例え
ば、この夏には1万円を超える日傘や扇子がよく売れ
たという。
スーパーは、日用品や食料品の分野で、競合店の
出店やコンビニ・ドラッグストアなどの他業態との競
合も激しく、百貨店に比べ厳しい状況が続くとみられ
るが、先行きは徐々に上向くと予想される。

●大型小売店販売額（前年比）の推移（埼玉県、既存店）

資料：関東経済産業局「管内大型小売店販売の動向」
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●前払保証に対する請負額の推移（埼玉県）

資料：東日本建設業保証
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アンケート調査

わが国経済は、緩やかに回復しつつある。
先行きは、輸出が持ち直し、各種政策の効果が発
現するなかで、景気回復の動きが確かなものとなるこ
とが期待されている。
埼玉県経済は、持ち直しの動きがみられる。消費
税増税前の駆け込み需要もあり、先行きは上向きが
見込まれている。
聞き取り調査の結果は、７～９月期の天気図は、薄

日が建設、曇が輸送機械、鉄鋼、大型小売店、小雨が
一般機械、電気機械であった。
10～12月期の天気図は、薄日が輸送機械、建設、
大型小売店、曇が電気機械、鉄鋼、小雨が一般機械
の見込み。

主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、低調に推移。先行きは、国内
設備投資が上向く気配を見せ始めていることなど
から、緩やかながらも持ち直してくるものと期待さ
れる。
〇電気機械の生産は、弱含みで推移。ただ、赤字部
門のＴＶ関連からの撤退、縮小などで、収益面では
プラス。先行きは、消費税増税前の駆け込み需要
が期待されることから、現状より改善を見込む。
〇輸送機械の生産は、新型車の投入で回復の動き。
先行きは、消費税増税前の駆け込み需要も予想さ
れ、今年度いっぱいは堅調に推移する見込み。
〇鉄鋼の生産は、棒鋼は回復が続く。先行きも、相当
数のテナントビル案件が進行していることもあり、
底堅い動きを続けるとみられる。
○建設は、久々に好調。先行きは、受注ベースでは上
半期の駆け込み需要の反動から、やや減速すると
みられるが、工事ベースでは高水準を見込む。
　公共工事は、河川、橋梁、道路の改修・保守の工事
を中心に、久々に好調。先行きは、上半期並みを確

〇大型小売店販売は、前年水準を下回るも持ち直し
の動き。先行きは、上向きを見込む。

(1)一般機械･･･低調に推移
一般機械の生産は、低調に推移している。
輸出比率が７割近くを占める工作機械関連では、
昨年秋口以降、中国向けの輸出が大幅に落ち込んだ
ことが響いている。比較的堅調な北米向けに加え、
景気減速が続いていた欧州向けに持ち直しの動きが
みられるものの、輸出全体の落ち込みをカバーするま
でには至っていない。国内向けも、設備投資に慎重な
製造業の姿勢を受けて、生産は力強さに欠ける動き
を続けてきたが、足元では一部に持ち直しの動きが
みられる。
電機関連では、タブレット端末の外枠や液晶部品

などで、一部生産が好調な企業はあるものの、家電
メーカーがスマートフォンの国内生産から撤退・縮小
する動きが続いており、部品メーカーに影響が及ん
でいる。
自動車関連でも、メーカーの海外拠点整備の動き
が強まるなか、国内生産体制は現状維持程度にとど
まっており、大型の金型などの動きは鈍い。急速に普
及が進む３Ｄプリンターは量産に適さないため、現時
点では金型メーカーと直接競合していないが、試作
メーカーの一部には影響が出ている。
ブラジルやオーストラリアなど、資源国からの受注

50インチ以上の４Ｋ（高精細）ＴＶなどの生産に特化
する動きがみられる。
白物家電は、国内では引き続き省エネ意識が強

まっており、今夏は猛暑などもあり、エアコンなどは堅
調に推移した。各家庭各部屋にエアコンが設置され
てきており、今後は買替需要が中心となるとみられる
ことから、今までのような伸びを期待するのは難しい
状況となってきた。
先行きについては、住宅建設の好調に支えられ、
消費税増税前の駆け込み需要に期待している。新築
住宅が増えれば、それに合わせて白物家電などの新
規購入や買替需要が期待でき、生産は現状より改善
を見込んでいる。
アメリカなどでは電力料金が安価であること、新興
国では電力供給が不安定なため、省エネのインバー
タは、海外での普及が遅れている。今後、海外でのイ
ンバータ製品の需要増に期待している。
一方、北米向けの自動車関連が順調で、収益面で

も貢献している。ただ、シリア問題などから、ガソリン
価格が高騰することになると、先行きの不透明感は
強まってくる。
為替については、白物家電は、海外生産・日本への
製品輸入が主流となっており、今般の円高修正・円安
は、収益的にはマイナスの効果となっている。
ＬＥＤが節電製品として事業所や一般家庭向けに
増加している。ただ、増加しているものの、売り上げに
占めるウエイトは小さく、全体の収益の向上には結び
ついていない。

駆け込み需要も見込まれ、生産は上向きに転じると
予想される。
トラック関連：乗用車に比べトラックは、生産・販売と
も持ち直しの動きが速いようだ。震災の復興需要に
支えられているほか、過去の排ガス規制強化時に販
売されたトラックが更新時期を迎えていることも追い
風となっている。中東などの海外需要も引き続き堅
調なようだ。
先行きも比較的順調に推移するとみられるが、懸
念材料として、新興国の景気減速による海外需要の
伸び悩みがある。
部品メーカー：部品メーカーの生産も徐々に回復に
向かっている。乗用車・トラックの完成車メーカーの生
産が持ち直しの方向にあるためだ。先行きについても
完成車メーカーの生産回復の動きを受けて、部品
メーカーの生産は活発化すると予想される。消費税
が増税される前の今年度いっぱいは、堅調に推移す
るだろう。
また、このところ為替の円高修正が進んできたが、
企業の海外進出の動きは続いているようだ。「タイ等
の東南アジアへの工場進出要請があった」との声も
聞かれた。国内市場が伸び悩む一方、新興国を中心
に市場が拡大するなかで、生産拠点の海外への移転
の流れが続きそうだ。

(4)鉄鋼･･･棒鋼は回復が続く
棒鋼の生産は、首都圏における建設需要の伸びを
受け、回復を続けている。製造業による工場新設など

保できる見込み。
　民間工事は、堅調に推移している。福祉関連の受
注が底堅く、一部には工場や倉庫などの受注が散
見される。先行きは、景気回復から上半期より改善
を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費税増税前の駆
け込み需要から、前年を上回る。先行きは、注文住
宅、マンションの需要が一服するため、上半期より
やや減速を見込む。

が減少していた建設機械関連では、中小型機で少し
動きが出始めている。しかし、昨年後半の落ち込み幅
が大きかった反動という面もあり、今後の動向には、
まだ慎重な見方が多いようだ。
先行きについては、国内設備投資が、上向く気配

を見せ始めていることなどから、今後は緩やかなが
らも生産が持ち直してくると期待される。しかし、収
益面は引き続き厳しい状況が続くことになろう。な
かでも、製品価格引き下げ要請に接することの多い
中小零細企業では、来年４月の消費税引き上げに
ついて、転嫁を認めてもらえるのか懸念する声が聞
かれた。

(2)電気機械･･･弱含み
７～９月期の生産は、弱含みで推移した。北米向け
自動車関連が順調に推移しているものの、薄型ＴＶ
関連の生産中止や縮小（アウトソーシングの割合を
高める）を進めている。ただ、ＴＶ生産は赤字部門だっ
たため、収益的にはプラスに寄与している。
地上デジタル放送への完全移行やエコポイントの
終了から、薄型ＴＶの生産が急減したが、「２台目、３
台目の需要の開拓を進める」、「高付加価値製品
（スマートＴＶや有機ＥＬなど）の開発に力を入れてい
く」など、数年後からの本格的な回復に期待していた。
しかし、現在では海外製品にとって替わられており、
国内メーカーにとって、太刀打ちすることは難しい状
況となっている。一部では、「生産を中止してしまうと、
技術力の低下が心配」として、付加価値の高い

(3)輸送機械…新型車の投入で回復の動き
乗用車：販売動向をみると、エコカー補助金が終了
した昨年9月以降、県内の乗用車販売は全国と同
様に低迷が続いていたが、燃費性能や安全性を向
上させた新型車の投入もあり、足元では持ち直しの
動きとなっている。新車販売台数（軽自動車を含
む）は、補助金終了の影響が一巡した9月には前年
に比べ約2割の増加となった。内訳をみると、軽自
動車は前年を上回り好調に推移し、減少が続いて
いた登録車（普通車、小型車）も9月には13カ月ぶ
りに増加した。
7～9月期の生産動向をみると、登録車がメインの
県内の乗用車生産は前年割れとなったようだが、販
売動向を反映して持ち直しの動きもみられている。
先行きについては生産の回復が予想される。こ

の7月にホンダの寄居工場が小型車を集中生産す
る工場として稼働し、9月に発売された新型車の生
産が本格化する。さらに秋以降も新型車の発売が
予定されているほか、来年4月の消費税増税前の

の動きは少ないものの、大型ショッピングモールや高
速道路ＩＣ周辺の物流倉庫、病院・有料老人ホーム、
都心部のテナントビルなどが目立っている。また、消
費税引き上げに伴う駆け込み需要もあり、新築住宅
の基礎向けが伸びていることも、棒鋼の生産を押し
上げている。
生産が回復するなかでも、収益面は厳しい状況が
続いている。原油価格等の上昇を受けて、電気料金
が大幅に引き上げられており、電炉の経営を圧迫し
ている。副資材も値上がりしており、製品価格への転
嫁がなかなか進まないなか、スクラップ価格が想定を
超えて上昇するようだと、収益は一段と厳しくなるこ
とが懸念される。
先行きも、住宅向けでは消費税引き上げに伴う
駆け込み需要の反動減が見込まれるものの、都内
を中心に相当数のテナントビル案件が進行している
こともあり、生産は底堅い動きを続けるとみられる。
しかし、鉄筋工や型枠工を中心に、首都圏では人手
不足の状況が続いている。既存の工事の進捗に遅
れが出る案件も出ていることから、ゼネコン側では、
鉄筋工や型枠工の不要な鉄骨造を選ぶケースも出
始めている。こうした状況が続けば、建設需要が堅
調に推移しても、棒鋼の生産は抑えられる可能性
がある。
鋳物の生産は、春先以降も低調に推移している。
主力の工作機械向けを含め、総じて前年実績を下回
る状況が続いている。稼働率の低下が採算を悪化さ
せており、足元の収益も非常に厳しい。秋口には消費

税引き上げに伴う駆け込み需要が発生すると見込ん
でいたが、現時点までは、そうした動きもほとんどみら
れていない。先行きも、生産の回復テンポはごく緩や
かなものにとどまろう。

(5)建設…久々に好調
建設は、久々に好調な動き。公共工事は、国関係

の発注が中心で、受注残は好調に推移している。民
間工事は、消費税増税前の駆け込み需要のある住
宅建設を中心に、前年を上回って推移している。
公共工事：７～９月期は、国関連からの発注の河
川・橋梁・道路などの改修や補修工事などを中心
に、久々に好調。入札時の受注ベースでは前年比
＋30%を上回っているとみられるものの、各社の
受注ベースは、前年比＋10～20%程度に留まって
いる。各社とも、人手不足が深刻化してきており、
無理して受注しても、計画通りの工程が難しい案
件には入札を辞退するケースがあるとみられるた
めだ。
先行きは、国の補正予算と、県・市町村等からの公
共工事を見込んでおり、上半期並みは確保できると
みている。公共工事は、受注できれば一定の利益を
確保することができることから、収益の下支えとなっ
ている。
なお、学校の耐震化工事は終了し、役場や出先、
公民館等の耐震化工事を見込んでいたが、顕在化し
ていない。

民間工事：７～９月期の民間工事は、老健・介護関連
などの福祉施設の受注が底堅く続いている。ここヘ
きて、法人向けの工場や倉庫などの受注が散見され
るようになったものの、本格的な回復への動きとは
なっていない。先行きは、景気の回復から上半期より
改善を期待している。
業界では、職人不足を指摘する声が大きくなって

いる。特に、鉄筋工と型枠工が不足している。職人不
足は、高齢化しリタイアしていること、建設不況だった
ことから若い人を育ててこなかったことが原因である。
今後も、職人不足が続くことが見込まれ、職人の手間
賃は上がっており、消費税増税より影響が大きいとす
る業者もみられた。さらに、中長期的にみても、リニア
モーターカー、東京オンリピックなどの関連工事が本
格化するにつれ、職人不足がさらに大きな影響を及
ぼしてくるとみられる。
資材価格は、震災地での復興工事を含めた公共
工事の増加、円高修正・円安による輸入資材価格の
上昇などから、今後も建設資材全般が値上がり傾向
にあるとみられる。
住宅：７～９月期は、戸建、マンションとも、消費税増税
前の駆け込み需要から、前年を上回って推移してい
る。先行きは、注文住宅、マンションの需要が一服す
るため、上半期よりやや減速を見込んでいる。ただ、
工事ベースは高水準が続くとみられる。
戸建については、９月末までに契約すれば、引き渡

しは来年４月以降でも消費税５％ですむため、注文住
宅を中心に増加した。展示場への来訪者は、やや増
加程度で推移したものの、物件購入意欲が強い顧客
が中心だったため、契約率は高かった。
建売住宅については、来年３月末までに物件の引

き渡しが行われれば消費税５％のため、今しばらく
駆け込み需要が期待される。また、来年４月以降は、
消費税増税分を販売価格に100％転嫁することは
難しいとみている業者が多く、収益を圧縮する要因

となりそうだ。
マンションは、９月末まで消費税増税前の駆け込み
需要でにぎわった。10月以降は契約ベースでは落ち
着くと見込まれるものの、再来年の10月の消費税
10％への販売対策が本格化してくる。
消費税増税前の駆け込み需要は当初予定してい

たより、比較的軽微に留まった。増税に対する軽減措
置が手厚く実施されるためで、購入価格帯によって
は、増税後に物件を購入した方が優遇されるケース
もあるようで、増税の反動減も当初予定より縮小され
るとみている。

(6)大型小売店販売…持ち直しの動き
百貨店：7～9月の県内百貨店の売上は、4～6月に続
き前年水準を下回ったようだが、持ち直しに向けた動
きもうかがわれる。
これまで東京都心などの大都市圏で増加が目
立っていた高額品の売上が、県内百貨店でも見ら
れるようになってきた。宝飾品や時計、金製品など
の値の張る商品の売上が増加しているほか、絵画
展の即売会での売れ行きが非常に良かったところ
や、外商の売上が近年で最高を記録するところも
あった。また、売上総額を買上客数で割った顧客の
購買単価がアップしている店舗も増えている。景
気の持ち直しから、消費者の購買意欲にも徐々に
変化が見え始めており、こうした動きが続くと期待
される。
高額品が売れている一方で、消費者の価格に対す

る目は依然として厳しいとの指摘もある。食料品では
2極化が進んでおり、例えば牛肉はワンランク上の商
品が売れるようになったが、日々の生活品は価格競
争が依然として厳しい。スーパーやコンビニとの競合
も激しく、その影響で食料品の売上が減少するといっ
た動きもあった。
先行きについては上向くことが予想される。景気

回復への期待は大きく、冬のボーナスの増加も予想
されることに加え、年末ごろからは消費税増税前の
駆け込みも予想されるためである。
スーパー：7～9月のスーパーの売上は、既存店
ベースでは前年を下回ったが、新設店を含めた全
店ベースの売上は、新規出店の増加を反映して前
年を上回った模様だ。今夏は、例年に比べ梅雨明
けが早く、気温も早くから上昇し猛暑が続いたため、
夏物の売れ行きが良かった。衣料品のほか、クール
マットなどの涼感寝具や扇風機が売れ、扇風機は
低価格品だけでなく、より機能の高い高額品もよく
売れたという。天候要因によりよく売れた商品は
あったが、既存店売上は全体として厳しい状況が
続いた。
ただし、顧客の買い方にも変化の動きがみられる。

「価格一辺倒ではなく、価値のあるものは買う。節約
志向から、いいものがあったら買っておこう」に変化
している。これは来年4月の消費税導入とも関係して
いるようだ。増税前の駆け込みとは別に、日常的に使
うもので気に入ったものがあれば、今のうちに買って
おく、といった行動につながっているとみられる。例え
ば、この夏には1万円を超える日傘や扇子がよく売れ
たという。
スーパーは、日用品や食料品の分野で、競合店の
出店やコンビニ・ドラッグストアなどの他業態との競
合も激しく、百貨店に比べ厳しい状況が続くとみられ
るが、先行きは徐々に上向くと予想される。

埼玉県内企業の2013年夏の ボーナス支給状況

2013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。

2013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
49.7％で、2012年夏の支給実績49.5％とほぼ同じ
となった。また、「正社員のみ支給」とした企業は
38.9％で、両方を合わせるとボーナスを支給するとし
た企業は88.6％となった。
一方、「支給しない」とする企業は11.4％となり、前
年実績の9.8％から1.6ポイント増加した。景気は持ち
直しているものの、原材料高などもあり収益面で厳し
くなる企業もみられ、ボーナス支給を見合わせるとこ
ろも増えている。
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64.9％、非製造業では40.2％
であり、製造業で割合が高くなっている。ただ、前年実
績と比較すると、製造業では4.7ポイントの減少、非製
造業で2.7ポイントの増加となった。
また、「支給しない」は製造業で14.0％、非製造業
で9.8％である。「支給しない」を昨年実績と比較する
と製造業では7.0ポイントの増加、非製造業では1.7ポ
イントの減少となった。

 

2013年夏のボーナスの支給総額を支給対象人員

で割った、一人当たり支給額は348千円となり、前年
実績の340千円に比べ2.4％の増加となった（ボーナ
ス支給実額を記入いただいた企業211社を集計）。
前年に続き増加となり、増加率も前年の1.9％に比

べやや上昇している。前年との比較で一人当たり支給
額の増減を社数ベースでみると、増加した企業は100
社、変わらない企業が35社、減少した企業は76社で
あった。増加とした企業が減少とした企業を上回って
いるが、依然３割以上の企業が減少としており、今夏
のボーナスは企業により差がでている。
業種別にみると、製造業では363千円と、前年の
329千円から10.3％の増加となった。非製造業では
341千円で前年の346千円から▲1.4%と製造業で
の伸びが高い結果となった。また、個別業種でみると、
「電気機械」（前年比14.7％）、「窯業・土石」（同
13.0％）、「印刷」（同12.2％）、「輸送機械」（同
12.0％）、「不動産」（同10.0％）、「建設」（同7.8％）
などでの増加が目立っている。

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年夏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、企業収
益の改善や雇用調整が進んだこともあり、ボーナス支
給額を増加する動きがみられた。
また、今年度は経済対策の効果などにより景気が
緩やかに回復しつつあることなどから４年連続の増加

今回調査で４期連続の増加となった。ただ、増加率は
年々低下している。業種や個別企業によりボーナスが
大きく増加しているところもあるが、支給総額の増加
率は一人当たり支給額の増加率より低く、夏のボーナ
スを支給しないとするところも増えていることから、こ
の夏のボーナスの増加が消費を持ち上げる力は限定
的とみられる。

2013年冬のボーナス支給予定については、2012
年冬のボーナスに比べて、「増加」22.6％、「変わらな
い」55.5％、「減少」14.0％、「支給しない」7.9％とな
り、「増加」としたところが「減少」とするところを上
回っている。
緩やかながら景気は回復傾向にあることなどから、
今冬のボーナスについては、「増加」を予定していると
ころが多い。 （吉嶺暢嗣）

となった。ただ、企業業績の回復は緩やかで、雇用環
境も改善しつつあるものの依然厳しい状況にあること
などから、増加率は低い状況が続いている。

アンケート回答企業の2013年夏のボーナス支給
総額は72億1百万円で、当該企業の前年実績71億
35百万円から0.9％の増加となった。一人当たり支給
額同様、前年に続き増加となったが、増加率は前年の
2.1％に比べ低くなっている。
業種別の支給総額をみると、製造業が前年比▲
0.2％、非製造業が同＋1.5％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▲9.5％、非
製造業で同＋3.2％と製造業での減少が目立っている。

夏のボーナス支給総額（前年比）の推移をみると、
2009年夏に▲17.6％と大きな落ち込みとなった後、

夏のボーナス一人当たり
支給額（前年比）の推移

2013年冬のボーナス支給予定

ボーナス支給実績の有無

ボーナス支給総額と支給人員

●2013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

49.7
(49.5)
38.9
(40.7)
11.4
(9.8)

64.9
(69.6)
21.1
(23.5)
14.0
(7.0)

40.2
(37.5)
50.0
(51.0)
9.8
(11.5)

(%)

※（　　）内は2012年実績

●2013年夏のボーナス一人当たり支給額
企業数

（2013年） 前年比
全産業
製造業
非製造業

211
79
132

348
363
341

一人当たり支給額
2013年 2012年

340
329
346

2.4
10.3
▲ 1.4

（社、千円、％）

●2013年冬のボーナス支給予定

全産業
製造業
非製造業

22.6
24.8
21.3

増加
55.5
50.5
58.5

変わらない
14.0
19.3
10.9

減少
7.9
5.5
9.3

支給しない
（％）夏のボーナス支給総額（前年比）の推移

前年比
全産業
製造業
非製造業

20,680
6,923
13,757

支給対象人員支給総額
2013年 2012年

20,984
7,652
13,332

▲ 1.4
▲ 9.5
3.2

前年比
7,201
2,515
4,686

2013年 2012年
7,135
2,519
4,616

0.9
▲ 0.2
1.5

●2013年夏のボーナス支給総額と対象人員
（百万円、人、％）

●夏のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
（％）

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2013年2012年

-30

-40

-20

-10

0

10

20

1.4

11.0
13.0

▲6.7

4.1

▲2.6
▲4.7 ▲3.6

▲0.5

▲37.1

▲7.2

8.5

13.3

2.8
6.8

0.0

全体
製造業
非製造業

●夏のボーナス支給総額（前年比）の推移

一人当たりボーナス支給額

▲3.1

▲1.6

1.3

▲17.1

5.3
1.9
1.73.2 2.4

10.3

▲1.4

（％）

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2013年2012年

-30

-50

-40

-20

-10

0

10

20

3.3
3.4

3.23.1

▲2.0
▲5.8

▲3.7

0.5 0.9

▲39.9

▲6.5

5.6

11.9

2.4
7.0

▲0.6

全体
製造業
非製造業

▲5.5
▲1.8

3.5

▲17.6

1.4 2.1

▲3.6

6.5

0.9
▲0.2

1.5

対象企業数1,026社。回答企業数313社。
回答率30.5%。2013年7月中旬実施。
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アンケート調査

わが国経済は、緩やかに回復しつつある。
先行きは、輸出が持ち直し、各種政策の効果が発
現するなかで、景気回復の動きが確かなものとなるこ
とが期待されている。
埼玉県経済は、持ち直しの動きがみられる。消費
税増税前の駆け込み需要もあり、先行きは上向きが
見込まれている。
聞き取り調査の結果は、７～９月期の天気図は、薄

日が建設、曇が輸送機械、鉄鋼、大型小売店、小雨が
一般機械、電気機械であった。
10～12月期の天気図は、薄日が輸送機械、建設、
大型小売店、曇が電気機械、鉄鋼、小雨が一般機械
の見込み。

主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、低調に推移。先行きは、国内
設備投資が上向く気配を見せ始めていることなど
から、緩やかながらも持ち直してくるものと期待さ
れる。
〇電気機械の生産は、弱含みで推移。ただ、赤字部
門のＴＶ関連からの撤退、縮小などで、収益面では
プラス。先行きは、消費税増税前の駆け込み需要
が期待されることから、現状より改善を見込む。
〇輸送機械の生産は、新型車の投入で回復の動き。
先行きは、消費税増税前の駆け込み需要も予想さ
れ、今年度いっぱいは堅調に推移する見込み。
〇鉄鋼の生産は、棒鋼は回復が続く。先行きも、相当
数のテナントビル案件が進行していることもあり、
底堅い動きを続けるとみられる。
○建設は、久々に好調。先行きは、受注ベースでは上
半期の駆け込み需要の反動から、やや減速すると
みられるが、工事ベースでは高水準を見込む。
　公共工事は、河川、橋梁、道路の改修・保守の工事
を中心に、久々に好調。先行きは、上半期並みを確

〇大型小売店販売は、前年水準を下回るも持ち直し
の動き。先行きは、上向きを見込む。

(1)一般機械･･･低調に推移
一般機械の生産は、低調に推移している。
輸出比率が７割近くを占める工作機械関連では、
昨年秋口以降、中国向けの輸出が大幅に落ち込んだ
ことが響いている。比較的堅調な北米向けに加え、
景気減速が続いていた欧州向けに持ち直しの動きが
みられるものの、輸出全体の落ち込みをカバーするま
でには至っていない。国内向けも、設備投資に慎重な
製造業の姿勢を受けて、生産は力強さに欠ける動き
を続けてきたが、足元では一部に持ち直しの動きが
みられる。
電機関連では、タブレット端末の外枠や液晶部品

などで、一部生産が好調な企業はあるものの、家電
メーカーがスマートフォンの国内生産から撤退・縮小
する動きが続いており、部品メーカーに影響が及ん
でいる。
自動車関連でも、メーカーの海外拠点整備の動き
が強まるなか、国内生産体制は現状維持程度にとど
まっており、大型の金型などの動きは鈍い。急速に普
及が進む３Ｄプリンターは量産に適さないため、現時
点では金型メーカーと直接競合していないが、試作
メーカーの一部には影響が出ている。
ブラジルやオーストラリアなど、資源国からの受注

50インチ以上の４Ｋ（高精細）ＴＶなどの生産に特化
する動きがみられる。
白物家電は、国内では引き続き省エネ意識が強

まっており、今夏は猛暑などもあり、エアコンなどは堅
調に推移した。各家庭各部屋にエアコンが設置され
てきており、今後は買替需要が中心となるとみられる
ことから、今までのような伸びを期待するのは難しい
状況となってきた。
先行きについては、住宅建設の好調に支えられ、
消費税増税前の駆け込み需要に期待している。新築
住宅が増えれば、それに合わせて白物家電などの新
規購入や買替需要が期待でき、生産は現状より改善
を見込んでいる。
アメリカなどでは電力料金が安価であること、新興
国では電力供給が不安定なため、省エネのインバー
タは、海外での普及が遅れている。今後、海外でのイ
ンバータ製品の需要増に期待している。
一方、北米向けの自動車関連が順調で、収益面で

も貢献している。ただ、シリア問題などから、ガソリン
価格が高騰することになると、先行きの不透明感は
強まってくる。
為替については、白物家電は、海外生産・日本への
製品輸入が主流となっており、今般の円高修正・円安
は、収益的にはマイナスの効果となっている。
ＬＥＤが節電製品として事業所や一般家庭向けに
増加している。ただ、増加しているものの、売り上げに
占めるウエイトは小さく、全体の収益の向上には結び
ついていない。

駆け込み需要も見込まれ、生産は上向きに転じると
予想される。
トラック関連：乗用車に比べトラックは、生産・販売と
も持ち直しの動きが速いようだ。震災の復興需要に
支えられているほか、過去の排ガス規制強化時に販
売されたトラックが更新時期を迎えていることも追い
風となっている。中東などの海外需要も引き続き堅
調なようだ。
先行きも比較的順調に推移するとみられるが、懸
念材料として、新興国の景気減速による海外需要の
伸び悩みがある。
部品メーカー：部品メーカーの生産も徐々に回復に
向かっている。乗用車・トラックの完成車メーカーの生
産が持ち直しの方向にあるためだ。先行きについても
完成車メーカーの生産回復の動きを受けて、部品
メーカーの生産は活発化すると予想される。消費税
が増税される前の今年度いっぱいは、堅調に推移す
るだろう。
また、このところ為替の円高修正が進んできたが、
企業の海外進出の動きは続いているようだ。「タイ等
の東南アジアへの工場進出要請があった」との声も
聞かれた。国内市場が伸び悩む一方、新興国を中心
に市場が拡大するなかで、生産拠点の海外への移転
の流れが続きそうだ。

(4)鉄鋼･･･棒鋼は回復が続く
棒鋼の生産は、首都圏における建設需要の伸びを
受け、回復を続けている。製造業による工場新設など

保できる見込み。
　民間工事は、堅調に推移している。福祉関連の受
注が底堅く、一部には工場や倉庫などの受注が散
見される。先行きは、景気回復から上半期より改善
を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、消費税増税前の駆
け込み需要から、前年を上回る。先行きは、注文住
宅、マンションの需要が一服するため、上半期より
やや減速を見込む。

が減少していた建設機械関連では、中小型機で少し
動きが出始めている。しかし、昨年後半の落ち込み幅
が大きかった反動という面もあり、今後の動向には、
まだ慎重な見方が多いようだ。
先行きについては、国内設備投資が、上向く気配

を見せ始めていることなどから、今後は緩やかなが
らも生産が持ち直してくると期待される。しかし、収
益面は引き続き厳しい状況が続くことになろう。な
かでも、製品価格引き下げ要請に接することの多い
中小零細企業では、来年４月の消費税引き上げに
ついて、転嫁を認めてもらえるのか懸念する声が聞
かれた。

(2)電気機械･･･弱含み
７～９月期の生産は、弱含みで推移した。北米向け
自動車関連が順調に推移しているものの、薄型ＴＶ
関連の生産中止や縮小（アウトソーシングの割合を
高める）を進めている。ただ、ＴＶ生産は赤字部門だっ
たため、収益的にはプラスに寄与している。
地上デジタル放送への完全移行やエコポイントの
終了から、薄型ＴＶの生産が急減したが、「２台目、３
台目の需要の開拓を進める」、「高付加価値製品
（スマートＴＶや有機ＥＬなど）の開発に力を入れてい
く」など、数年後からの本格的な回復に期待していた。
しかし、現在では海外製品にとって替わられており、
国内メーカーにとって、太刀打ちすることは難しい状
況となっている。一部では、「生産を中止してしまうと、
技術力の低下が心配」として、付加価値の高い

(3)輸送機械…新型車の投入で回復の動き
乗用車：販売動向をみると、エコカー補助金が終了
した昨年9月以降、県内の乗用車販売は全国と同
様に低迷が続いていたが、燃費性能や安全性を向
上させた新型車の投入もあり、足元では持ち直しの
動きとなっている。新車販売台数（軽自動車を含
む）は、補助金終了の影響が一巡した9月には前年
に比べ約2割の増加となった。内訳をみると、軽自
動車は前年を上回り好調に推移し、減少が続いて
いた登録車（普通車、小型車）も9月には13カ月ぶ
りに増加した。
7～9月期の生産動向をみると、登録車がメインの
県内の乗用車生産は前年割れとなったようだが、販
売動向を反映して持ち直しの動きもみられている。
先行きについては生産の回復が予想される。こ

の7月にホンダの寄居工場が小型車を集中生産す
る工場として稼働し、9月に発売された新型車の生
産が本格化する。さらに秋以降も新型車の発売が
予定されているほか、来年4月の消費税増税前の

の動きは少ないものの、大型ショッピングモールや高
速道路ＩＣ周辺の物流倉庫、病院・有料老人ホーム、
都心部のテナントビルなどが目立っている。また、消
費税引き上げに伴う駆け込み需要もあり、新築住宅
の基礎向けが伸びていることも、棒鋼の生産を押し
上げている。
生産が回復するなかでも、収益面は厳しい状況が
続いている。原油価格等の上昇を受けて、電気料金
が大幅に引き上げられており、電炉の経営を圧迫し
ている。副資材も値上がりしており、製品価格への転
嫁がなかなか進まないなか、スクラップ価格が想定を
超えて上昇するようだと、収益は一段と厳しくなるこ
とが懸念される。
先行きも、住宅向けでは消費税引き上げに伴う
駆け込み需要の反動減が見込まれるものの、都内
を中心に相当数のテナントビル案件が進行している
こともあり、生産は底堅い動きを続けるとみられる。
しかし、鉄筋工や型枠工を中心に、首都圏では人手
不足の状況が続いている。既存の工事の進捗に遅
れが出る案件も出ていることから、ゼネコン側では、
鉄筋工や型枠工の不要な鉄骨造を選ぶケースも出
始めている。こうした状況が続けば、建設需要が堅
調に推移しても、棒鋼の生産は抑えられる可能性
がある。
鋳物の生産は、春先以降も低調に推移している。
主力の工作機械向けを含め、総じて前年実績を下回
る状況が続いている。稼働率の低下が採算を悪化さ
せており、足元の収益も非常に厳しい。秋口には消費

税引き上げに伴う駆け込み需要が発生すると見込ん
でいたが、現時点までは、そうした動きもほとんどみら
れていない。先行きも、生産の回復テンポはごく緩や
かなものにとどまろう。

(5)建設…久々に好調
建設は、久々に好調な動き。公共工事は、国関係

の発注が中心で、受注残は好調に推移している。民
間工事は、消費税増税前の駆け込み需要のある住
宅建設を中心に、前年を上回って推移している。
公共工事：７～９月期は、国関連からの発注の河
川・橋梁・道路などの改修や補修工事などを中心
に、久々に好調。入札時の受注ベースでは前年比
＋30%を上回っているとみられるものの、各社の
受注ベースは、前年比＋10～20%程度に留まって
いる。各社とも、人手不足が深刻化してきており、
無理して受注しても、計画通りの工程が難しい案
件には入札を辞退するケースがあるとみられるた
めだ。
先行きは、国の補正予算と、県・市町村等からの公
共工事を見込んでおり、上半期並みは確保できると
みている。公共工事は、受注できれば一定の利益を
確保することができることから、収益の下支えとなっ
ている。
なお、学校の耐震化工事は終了し、役場や出先、
公民館等の耐震化工事を見込んでいたが、顕在化し
ていない。

民間工事：７～９月期の民間工事は、老健・介護関連
などの福祉施設の受注が底堅く続いている。ここヘ
きて、法人向けの工場や倉庫などの受注が散見され
るようになったものの、本格的な回復への動きとは
なっていない。先行きは、景気の回復から上半期より
改善を期待している。
業界では、職人不足を指摘する声が大きくなって

いる。特に、鉄筋工と型枠工が不足している。職人不
足は、高齢化しリタイアしていること、建設不況だった
ことから若い人を育ててこなかったことが原因である。
今後も、職人不足が続くことが見込まれ、職人の手間
賃は上がっており、消費税増税より影響が大きいとす
る業者もみられた。さらに、中長期的にみても、リニア
モーターカー、東京オンリピックなどの関連工事が本
格化するにつれ、職人不足がさらに大きな影響を及
ぼしてくるとみられる。
資材価格は、震災地での復興工事を含めた公共
工事の増加、円高修正・円安による輸入資材価格の
上昇などから、今後も建設資材全般が値上がり傾向
にあるとみられる。
住宅：７～９月期は、戸建、マンションとも、消費税増税
前の駆け込み需要から、前年を上回って推移してい
る。先行きは、注文住宅、マンションの需要が一服す
るため、上半期よりやや減速を見込んでいる。ただ、
工事ベースは高水準が続くとみられる。
戸建については、９月末までに契約すれば、引き渡

しは来年４月以降でも消費税５％ですむため、注文住
宅を中心に増加した。展示場への来訪者は、やや増
加程度で推移したものの、物件購入意欲が強い顧客
が中心だったため、契約率は高かった。
建売住宅については、来年３月末までに物件の引

き渡しが行われれば消費税５％のため、今しばらく
駆け込み需要が期待される。また、来年４月以降は、
消費税増税分を販売価格に100％転嫁することは
難しいとみている業者が多く、収益を圧縮する要因

となりそうだ。
マンションは、９月末まで消費税増税前の駆け込み
需要でにぎわった。10月以降は契約ベースでは落ち
着くと見込まれるものの、再来年の10月の消費税
10％への販売対策が本格化してくる。
消費税増税前の駆け込み需要は当初予定してい

たより、比較的軽微に留まった。増税に対する軽減措
置が手厚く実施されるためで、購入価格帯によって
は、増税後に物件を購入した方が優遇されるケース
もあるようで、増税の反動減も当初予定より縮小され
るとみている。

(6)大型小売店販売…持ち直しの動き
百貨店：7～9月の県内百貨店の売上は、4～6月に続
き前年水準を下回ったようだが、持ち直しに向けた動
きもうかがわれる。
これまで東京都心などの大都市圏で増加が目
立っていた高額品の売上が、県内百貨店でも見ら
れるようになってきた。宝飾品や時計、金製品など
の値の張る商品の売上が増加しているほか、絵画
展の即売会での売れ行きが非常に良かったところ
や、外商の売上が近年で最高を記録するところも
あった。また、売上総額を買上客数で割った顧客の
購買単価がアップしている店舗も増えている。景
気の持ち直しから、消費者の購買意欲にも徐々に
変化が見え始めており、こうした動きが続くと期待
される。
高額品が売れている一方で、消費者の価格に対す

る目は依然として厳しいとの指摘もある。食料品では
2極化が進んでおり、例えば牛肉はワンランク上の商
品が売れるようになったが、日々の生活品は価格競
争が依然として厳しい。スーパーやコンビニとの競合
も激しく、その影響で食料品の売上が減少するといっ
た動きもあった。
先行きについては上向くことが予想される。景気

回復への期待は大きく、冬のボーナスの増加も予想
されることに加え、年末ごろからは消費税増税前の
駆け込みも予想されるためである。
スーパー：7～9月のスーパーの売上は、既存店
ベースでは前年を下回ったが、新設店を含めた全
店ベースの売上は、新規出店の増加を反映して前
年を上回った模様だ。今夏は、例年に比べ梅雨明
けが早く、気温も早くから上昇し猛暑が続いたため、
夏物の売れ行きが良かった。衣料品のほか、クール
マットなどの涼感寝具や扇風機が売れ、扇風機は
低価格品だけでなく、より機能の高い高額品もよく
売れたという。天候要因によりよく売れた商品は
あったが、既存店売上は全体として厳しい状況が
続いた。
ただし、顧客の買い方にも変化の動きがみられる。

「価格一辺倒ではなく、価値のあるものは買う。節約
志向から、いいものがあったら買っておこう」に変化
している。これは来年4月の消費税導入とも関係して
いるようだ。増税前の駆け込みとは別に、日常的に使
うもので気に入ったものがあれば、今のうちに買って
おく、といった行動につながっているとみられる。例え
ば、この夏には1万円を超える日傘や扇子がよく売れ
たという。
スーパーは、日用品や食料品の分野で、競合店の
出店やコンビニ・ドラッグストアなどの他業態との競
合も激しく、百貨店に比べ厳しい状況が続くとみられ
るが、先行きは徐々に上向くと予想される。

埼玉県内企業の2013年夏の ボーナス支給状況

2013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。

2013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
49.7％で、2012年夏の支給実績49.5％とほぼ同じ
となった。また、「正社員のみ支給」とした企業は
38.9％で、両方を合わせるとボーナスを支給するとし
た企業は88.6％となった。
一方、「支給しない」とする企業は11.4％となり、前
年実績の9.8％から1.6ポイント増加した。景気は持ち
直しているものの、原材料高などもあり収益面で厳し
くなる企業もみられ、ボーナス支給を見合わせるとこ
ろも増えている。
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64.9％、非製造業では40.2％
であり、製造業で割合が高くなっている。ただ、前年実
績と比較すると、製造業では4.7ポイントの減少、非製
造業で2.7ポイントの増加となった。
また、「支給しない」は製造業で14.0％、非製造業
で9.8％である。「支給しない」を昨年実績と比較する
と製造業では7.0ポイントの増加、非製造業では1.7ポ
イントの減少となった。

 

2013年夏のボーナスの支給総額を支給対象人員

で割った、一人当たり支給額は348千円となり、前年
実績の340千円に比べ2.4％の増加となった（ボーナ
ス支給実額を記入いただいた企業211社を集計）。
前年に続き増加となり、増加率も前年の1.9％に比

べやや上昇している。前年との比較で一人当たり支給
額の増減を社数ベースでみると、増加した企業は100
社、変わらない企業が35社、減少した企業は76社で
あった。増加とした企業が減少とした企業を上回って
いるが、依然３割以上の企業が減少としており、今夏
のボーナスは企業により差がでている。
業種別にみると、製造業では363千円と、前年の
329千円から10.3％の増加となった。非製造業では
341千円で前年の346千円から▲1.4%と製造業で
の伸びが高い結果となった。また、個別業種でみると、
「電気機械」（前年比14.7％）、「窯業・土石」（同
13.0％）、「印刷」（同12.2％）、「輸送機械」（同
12.0％）、「不動産」（同10.0％）、「建設」（同7.8％）
などでの増加が目立っている。

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年夏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、企業収
益の改善や雇用調整が進んだこともあり、ボーナス支
給額を増加する動きがみられた。
また、今年度は経済対策の効果などにより景気が
緩やかに回復しつつあることなどから４年連続の増加

今回調査で４期連続の増加となった。ただ、増加率は
年々低下している。業種や個別企業によりボーナスが
大きく増加しているところもあるが、支給総額の増加
率は一人当たり支給額の増加率より低く、夏のボーナ
スを支給しないとするところも増えていることから、こ
の夏のボーナスの増加が消費を持ち上げる力は限定
的とみられる。

2013年冬のボーナス支給予定については、2012
年冬のボーナスに比べて、「増加」22.6％、「変わらな
い」55.5％、「減少」14.0％、「支給しない」7.9％とな
り、「増加」としたところが「減少」とするところを上
回っている。
緩やかながら景気は回復傾向にあることなどから、
今冬のボーナスについては、「増加」を予定していると
ころが多い。 （吉嶺暢嗣）

となった。ただ、企業業績の回復は緩やかで、雇用環
境も改善しつつあるものの依然厳しい状況にあること
などから、増加率は低い状況が続いている。

アンケート回答企業の2013年夏のボーナス支給
総額は72億1百万円で、当該企業の前年実績71億
35百万円から0.9％の増加となった。一人当たり支給
額同様、前年に続き増加となったが、増加率は前年の
2.1％に比べ低くなっている。
業種別の支給総額をみると、製造業が前年比▲
0.2％、非製造業が同＋1.5％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▲9.5％、非
製造業で同＋3.2％と製造業での減少が目立っている。

夏のボーナス支給総額（前年比）の推移をみると、
2009年夏に▲17.6％と大きな落ち込みとなった後、

夏のボーナス一人当たり
支給額（前年比）の推移

2013年冬のボーナス支給予定

ボーナス支給実績の有無

ボーナス支給総額と支給人員

●2013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

49.7
(49.5)
38.9
(40.7)
11.4
(9.8)

64.9
(69.6)
21.1
(23.5)
14.0
(7.0)

40.2
(37.5)
50.0
(51.0)
9.8
(11.5)

(%)

※（　　）内は2012年実績

●2013年夏のボーナス一人当たり支給額
企業数

（2013年） 前年比
全産業
製造業
非製造業

211
79
132

348
363
341

一人当たり支給額
2013年 2012年

340
329
346

2.4
10.3
▲ 1.4

（社、千円、％）

●2013年冬のボーナス支給予定

全産業
製造業
非製造業

22.6
24.8
21.3

増加
55.5
50.5
58.5

変わらない
14.0
19.3
10.9

減少
7.9
5.5
9.3

支給しない
（％）夏のボーナス支給総額（前年比）の推移

前年比
全産業
製造業
非製造業

20,680
6,923
13,757

支給対象人員支給総額
2013年 2012年

20,984
7,652
13,332

▲ 1.4
▲ 9.5
3.2

前年比
7,201
2,515
4,686

2013年 2012年
7,135
2,519
4,616

0.9
▲ 0.2
1.5

●2013年夏のボーナス支給総額と対象人員
（百万円、人、％）

●夏のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
（％）

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2013年2012年

-30

-40

-20

-10

0

10

20

1.4

11.0
13.0

▲6.7

4.1

▲2.6
▲4.7 ▲3.6

▲0.5

▲37.1

▲7.2

8.5

13.3

2.8
6.8

0.0

全体
製造業
非製造業

●夏のボーナス支給総額（前年比）の推移

一人当たりボーナス支給額

▲3.1

▲1.6

1.3

▲17.1

5.3
1.9
1.73.2 2.4

10.3

▲1.4

（％）

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2013年2012年

-30

-50

-40

-20

-10

0

10

20

3.3
3.4

3.23.1

▲2.0
▲5.8

▲3.7

0.5 0.9

▲39.9

▲6.5

5.6

11.9

2.4
7.0

▲0.6

全体
製造業
非製造業

▲5.5
▲1.8

3.5

▲17.6

1.4 2.1

▲3.6

6.5

0.9
▲0.2

1.5

対象企業数1,026社。回答企業数313社。
回答率30.5%。2013年7月中旬実施。
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埼玉県経済は、持ち直しの動きがみられる。

景気動向指数 景気は持ち直し

個人消費 新車販売が13カ月ぶりに増加

住 宅 ５カ月ぶりに減少

公共工事 強含みで推移

生 産 前月の減少から増加

雇 用 有効求人倍率は0.65倍

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0

%戸

年月

新設住宅着工戸数の推移

前年比（右目盛）

給与貸家

持家

分譲

資料：国土交通省
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埼玉県：2005年＝100、全国：2010年=100、季節調整済
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８月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.02ポイント上昇して0.65倍となった。　
有効求職者数が105,095人（前年比▲6.7％）と、
39カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
65,314人（同＋3.3％）と、２カ月連続で前年を上回っ
た。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から0.03ポ
イント上昇の1.04倍となっている。
有効求人倍率は、持ち直しの動きを見せ始めてい

るものの、県内の雇用情勢は、依然として厳しい状況
が続いているとみられる。

８月の新設住宅着工戸数は4,790戸、前年比▲
21.1％と、前年同月が高水準だったこともあり、５カ月
ぶりに前年を下回った。
利用関係別では、持家が1,682戸（前年比＋
2.0％）と増加したものの、貸家が1,610戸（同▲
25.1％）、分譲住宅が1,492戸（同▲34.2％）と減少
した。
分譲住宅は、マンションが318戸（前年比▲68.0％）、

戸建が1,174戸（同▲7.6％）と、それぞれ減少した。
今後、９月までは消費税引き上げ前の駆け込み需
要が見込まれ、増加傾向が続くとみられる。

8月の大型小売店販売額は843億円、前年比▲
1.8％（既存店）と2カ月連続で減少した。業態別では
百貨店（同▲0.5％）、スーパー（同▲2.1％）とも減少
した。一方、新設店を含む全店ベースの販売額は同
＋3.0％と4カ月連続で増加した。
9月の新車販売台数（乗用車）は15,818台、前年
比＋15.5％と13カ月ぶりに増加に転じた。新型車の
売れ行きが好調なほか、昨年9月に終了したエコカー
補助金の反動減が一巡したため。車種別では普通乗
用車が7,712台（同＋22.5％）、小型乗用車は8,106
台（同＋9.5％）だった。

7月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指数：
65.1（前月比▲1.0ポイント）、一致指数：60.9（同＋
0.2ポイント）、遅行指数：67.6（同▲2.8ポイント）と
なった。
先行指数は2カ月ぶりに下降した。
一致指数は2カ月ぶりの上昇となった。基調判断と

なる3カ月後方移動平均は、前月比＋0.13ポイントと、
6カ月連続で上昇した。埼玉県は、景気の基調判断を
上方修正し、「改善」としている。
遅行指数は3カ月連続の下降となった。

７月の鉱工業生産指数（季節調整値：2005年＝
100）をみると、生産指数は82.0（前月比＋4.2％）と、
前月（同▲6.5％）の減少の反動もあり、増加した。
業種別では、化学、一般機械などが減少したもの

の、情報通信機械、金属製品などが増加した。
在庫指数は前月比▲0.8％の64.7と、電気機械、
化学などが減少した。
今後は、各種の経済対策の効果などから、緩やか

な増加傾向が続くと見込まれる。

９月の公共工事の前払保証に対する請負額は429
億円（前年比＋34.0％）、件数も916件（同＋19.1％）
と増加した。
４～９月累計では、請負額は2,444億円（同＋
21.9％）と、前年水準を上回って推移している。
発注者別では、国（前年比＋7.7％）、独立行政法
人等（同＋202.9％)、埼玉県（同＋77.1％）、市町村
(同＋9.9％)と増加した。
公共工事は、今年度予算が順調に執行されている

ことから、強含みで推移するとみられる。
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埼玉県経済は、持ち直しの動きがみられる。

景気動向指数 景気は持ち直し

個人消費 新車販売が13カ月ぶりに増加

住 宅 ５カ月ぶりに減少

公共工事 強含みで推移

生 産 前月の減少から増加

雇 用 有効求人倍率は0.65倍

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0

%戸

年月

新設住宅着工戸数の推移

前年比（右目盛）

給与貸家

持家

分譲

資料：国土交通省

前払保証に対する請負額の推移

資料：東日本建設業保証 関東：埼玉、東京、神奈川、千葉、茨城、群馬

100

200

300

400

700

600

500

0 -60

-40

-20

0

20

40

80

60

%億円

年月

埼玉県前年比（右目盛）
関東前年比（右目盛）

景気動向指数の推移

資料：埼玉県（注）網掛け部分は埼玉県の景気後退期

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12

%%

年月

個人消費の推移

新車販売台数（乗用車）・
前年比（左目盛）
大型小売店販売額（全店）・
前年比（右目盛）

大型小売店販売額（既存店）・
前年比（右目盛）

資料：関東経済産業局・日本自動車販売協会連合会

埼玉県：2005年＝100、全国：2010年=100、季節調整済

80

90

70

60

110

100

年月

鉱工業指数の推移

生産指数（埼玉）
在庫指数（埼玉）
生産指数（全国）

資料：経済産業省、埼玉県 （注）予測は、鉱工業生産指数（全国）を製造工業生産予測指数で換算したもの。

（予測）

0

5

10

15

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

1.0

0.9

倍万人

年月

有効求人倍率の推移

埼玉県（右目盛） 全国（右目盛）

資料：埼玉労働局

10 11 122012/9 8 976543213/1

有
効
求
職
者
数

有
効
求
人
数

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

89 10 112012/8 76543213/112 9

9 10 112012/8 7 86543213/112

9 10 11 13/1 2 3 4 5 6 7 8 9 108 122012/7

9 10 11 122012/8 876543213/1

2005年＝100
120

110

100

90

80

70

60

50

40

30
年月

先行指数
一致指数
遅行指数

2007 0908 10 11 12 13

８月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.02ポイント上昇して0.65倍となった。　
有効求職者数が105,095人（前年比▲6.7％）と、
39カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
65,314人（同＋3.3％）と、２カ月連続で前年を上回っ
た。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から0.03ポ
イント上昇の1.04倍となっている。
有効求人倍率は、持ち直しの動きを見せ始めてい

るものの、県内の雇用情勢は、依然として厳しい状況
が続いているとみられる。

８月の新設住宅着工戸数は4,790戸、前年比▲
21.1％と、前年同月が高水準だったこともあり、５カ月
ぶりに前年を下回った。
利用関係別では、持家が1,682戸（前年比＋
2.0％）と増加したものの、貸家が1,610戸（同▲
25.1％）、分譲住宅が1,492戸（同▲34.2％）と減少
した。
分譲住宅は、マンションが318戸（前年比▲68.0％）、

戸建が1,174戸（同▲7.6％）と、それぞれ減少した。
今後、９月までは消費税引き上げ前の駆け込み需
要が見込まれ、増加傾向が続くとみられる。

8月の大型小売店販売額は843億円、前年比▲
1.8％（既存店）と2カ月連続で減少した。業態別では
百貨店（同▲0.5％）、スーパー（同▲2.1％）とも減少
した。一方、新設店を含む全店ベースの販売額は同
＋3.0％と4カ月連続で増加した。
9月の新車販売台数（乗用車）は15,818台、前年
比＋15.5％と13カ月ぶりに増加に転じた。新型車の
売れ行きが好調なほか、昨年9月に終了したエコカー
補助金の反動減が一巡したため。車種別では普通乗
用車が7,712台（同＋22.5％）、小型乗用車は8,106
台（同＋9.5％）だった。

7月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指数：
65.1（前月比▲1.0ポイント）、一致指数：60.9（同＋
0.2ポイント）、遅行指数：67.6（同▲2.8ポイント）と
なった。
先行指数は2カ月ぶりに下降した。
一致指数は2カ月ぶりの上昇となった。基調判断と

なる3カ月後方移動平均は、前月比＋0.13ポイントと、
6カ月連続で上昇した。埼玉県は、景気の基調判断を
上方修正し、「改善」としている。
遅行指数は3カ月連続の下降となった。

７月の鉱工業生産指数（季節調整値：2005年＝
100）をみると、生産指数は82.0（前月比＋4.2％）と、
前月（同▲6.5％）の減少の反動もあり、増加した。
業種別では、化学、一般機械などが減少したもの

の、情報通信機械、金属製品などが増加した。
在庫指数は前月比▲0.8％の64.7と、電気機械、
化学などが減少した。
今後は、各種の経済対策の効果などから、緩やか

な増加傾向が続くと見込まれる。

９月の公共工事の前払保証に対する請負額は429
億円（前年比＋34.0％）、件数も916件（同＋19.1％）
と増加した。
４～９月累計では、請負額は2,444億円（同＋
21.9％）と、前年水準を上回って推移している。
発注者別では、国（前年比＋7.7％）、独立行政法
人等（同＋202.9％)、埼玉県（同＋77.1％）、市町村
(同＋9.9％)と増加した。
公共工事は、今年度予算が順調に執行されている

ことから、強含みで推移するとみられる。
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月次経済指標 月次経済指標
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●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模３０人以上
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●大型小売店販売額の前年比は既存店ベース
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●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値
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77,894

79,751

83,704

84,801

84,343

▲ 27.9

3.1

2.6

5.8

▲ 9.6

▲ 5.5

15.5

25.2

10.3

10.0

5.0

3.0

7.3

5.8

14.5

15.3

12.4

8.8

11.0

14.1

13.1

13.8

13.2

13.4

13.5

13.0

13.9

13.4

12.5

13.4

14.1

15.1

14.0

14.6

14.7

▲ 35.7

26.8

▲ 6.8

5.7

2.5

2.7

5.7

▲ 6.7

▲ 2.3

▲ 8.4

▲ 2.3

▲ 10.6

▲ 6.7

0.0

3.0

8.2

11.3

11.7

15.4

15.4

15.8

16.0

15.3

15.5

15.5

15.5

15.8

14.1

15.7

16.2

16.3

15.2

16.2

16.7

16.4

▲ 32.2

33.0

0.8

0.2

▲ 1.5

▲ 2.8

▲ 6.6

▲ 8.9

▲ 7.9

▲ 8.0

▲ 6.7

▲ 6.0

▲ 3.6

▲ 1.2

▲ 0.7

1.3

4.4

7.2

100.7

100.0

102.3

102.5

102.9

102.6

102.7

100.8

102.8

102.8

102.5

101.8

101.2

102.4

102.3

102.6

103.0

1.8

▲ 0.7

2.3

0.2

▲ 0.4

0.1

0.2

▲ 1.5

1.1

1.1

▲ 0.4

▲ 0.3

▲ 0.6

▲ 0.2

▲ 0.3

▲ 0.9

0.1

100.2

100.0

100.0

99.7

100.1

99.8

99.7

99.6

99.5

99.6

99.0

98.7

98.1

99.7

100.0

100.1

100.0

99.8

1.0

▲ 0.3

0.0

▲ 0.3

▲ 0.3

▲ 0.4

▲ 0.5

▲ 0.2

▲ 0.6

▲ 0.2

▲ 0.6

▲ 0.8

▲ 0.7

▲ 0.4

▲ 0.3

▲ 0.1

▲ 0.1

0.0

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（％）2010年=100 前年比（％）2010年=100 前年比（％）

埼玉県
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月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2013.11埼玉りそな経済情報2013.11

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模３０人以上

2009年

2010年

2011年

2012年

12年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

13年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

0.40

0.41

0.51

0.57

0.59

0.58

0.57

0.57

0.58

0.59

0.57

0.58

0.59

0.59

0.59

0.61

0.63

0.65

0.47

0.52

0.65

0.80

0.81

0.81

0.81

0.81

0.82

0.83

0.85

0.85

0.86

0.89

0.90

0.92

0.94

0.95

18,536

19,633

22,517

23,604

23,367

23,794

22,568

25,684

23,307

19,519

25,962

25,349

22,853

22,738

22,804

22,006

25,025

24,190

▲ 26.8

5.9

14.7

4.8

3.6

3.6

▲ 3.5

1.4

▲ 0.4

▲ 2.4

▲ 1.9

▲ 3.4

▲ 4.3

1.7

▲ 2.0

▲ 3.3

7.1

1.7

523

571

655

737

732

751

739

819

742

628

814

809

793

782

774

744

827

783

▲ 23.0

9.3

14.7

12.5

12.8

10.5

5.3

13.8

8.4

5.2

9.4

4.7

3.6

10.5

6.5

3.8

13.0

4.3

10,416

10,440

10,459

10,428

889

818

792

837

886

1,115

871

760

905

834

868

890

906

843

▲ 6.1

▲ 2.3

▲ 1.8

▲ 2.0

▲ 6.2

▲ 2.2

▲ 2.1

▲ 4.8

▲ 1.3

▲ 2.3

▲ 7.1

▲ 6.3

▲ 0.9

▲ 5.4

▲ 2.5

0.7

▲ 3.1

▲ 1.8

197,758

195,791

195,933

195,916

17,123

15,568

14,700

15,672

16,630

21,048

16,872

14,239

16,598

15,508

15,889

16,385

17,127

15,822

▲ 7.0

▲ 2.6

▲ 1.8

▲ 0.8

▲ 4.4

▲ 0.9

▲ 1.1

▲ 3.2

0.8

0.1

▲ 3.5

▲ 3.7

2.5

▲ 2.3

▲ 0.4

3.5

▲ 1.6

▲ 0.1

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 大型小売店販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 関東経済産業局 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（％）

●大型小売店販売額の前年比は既存店ベース

2009年

2010年

2011年

2012年

12年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

13年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

146,611

161,858

129,169

165,110

15,872

11,088

13,700

10,863

11,686

10,336

12,022

15,021

19,207

9,649

10,843

13,018

13,430

10,683

15,818

▲ 8.0

10.4

▲ 20.2

27.8

48.8

10.6

▲ 11.3

▲ 9.8

▲ 6.9

▲ 4.6

▲ 16.7

▲ 13.1

▲ 16.9

▲ 2.3

▲ 7.8

▲ 13.9

▲ 15.4

▲ 3.7

15.5

2,640,312

2,927,602

2,386,036

3,014,651

295,581

205,012

252,187

196,466

213,762

186,360

206,545

261,619

369,703

187,619

191,976

233,176

249,899

188,867

284,109

▲ 5.7

10.9

▲ 18.5

26.3

37.3

8.7

▲ 10.1

▲ 10.8

▲ 3.3

▲ 4.1

▲ 13.6

▲ 13.3

▲ 16.7

0.3

▲ 8.9

▲ 17.5

▲ 15.5

▲ 7.9

12.7

636

573

563

543

51

36

51

53

38

31

45

49

39

30

49

27

54

40

32

153,345

111,207

70,551

69,848

2,884

4,870

5,951

8,135

7,144

2,259

9,190

4,568

4,795

5,836

8,617

2,064

8,507

13,051

4,106

15,480

13,321

12,734

12,124

1,026

967

931

1,035

964

890

934

916

929

899

1,045

897

1,025

819

820

6,930,074

7,160,773

3,592,920

3,834,563

724,100 

216,634 

174,626 

239,354 

263,836 

208,346 

224,615 

171,971 

159,110 

685,987 

173,330 

383,704 

199,563 

166,259 

190,202 

101.0

100.0

99.9

100.3

99.9

99.9

100.1

100.3

100.0

100.2

100.2

99.9

100.0

100.4

100.5

100.5

100.9

101.2

▲ 1.1

▲ 1.0

▲ 0.1

0.4

▲ 0.3

▲ 0.5

▲ 0.1

▲ 0.2

0.4

0.4

▲ 0.1

▲ 0.6

▲ 0.9

▲ 0.2

0.1

0.5

1.0

1.3

100.7

100.0

99.7

99.7

99.3

99.4

99.6

99.6

99.2

99.3

99.3

99.2

99.4

99.7

99.8

99.8

100.0

100.3

▲ 1.4

▲ 0.7

▲ 0.3

0.0

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.3

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 0.1

▲ 0.3

▲ 0.7

▲ 0.9

▲ 0.7

▲ 0.3

0.2

0.7

0.9

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

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） 2010年=100 前年比（％）2010年=100 前年比（％）

2009年

2010年

2011年

2012年

12年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

13年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

78.6

91.5

89.0

88.5

87.4

85.9

81.3

84.4

81.5

83.5

80.0

80.1

81.5

84.1

84.2

78.7

82.0

▲ 22.3

16.4

▲ 2.7

▲ 0.6

3.9

▲ 1.7

▲ 5.4

3.8

▲ 3.4

2.5

▲ 4.2

0.1

1.7

3.2

0.1

▲ 6.5

4.2

86.5

100.0

97.2

97.8

97.5

96.1

94.0

94.3

93.4

94.7

94.1

94.9

95.0

95.9

97.7

94.7

97.9

97.0

▲ 21.9

15.6

▲ 2.8

0.6

▲ 0.5

▲ 1.4

▲ 2.2

0.3

▲ 1.0

1.4

▲ 0.6

0.9

0.1

0.9

1.9

▲ 3.1

3.4

▲ 0.9

66.8

88.1

64.8

105.5

94.5

95.6

98.8

104.6

106.2

99.5

94.4

80.9

66.2

64.2

64.9

65.2

64.7

▲ 39.3

31.9

▲ 26.4

62.8

4.5

1.2

3.3

5.9

1.5

▲ 6.3

▲ 5.1

▲ 14.3

▲ 18.2

▲ 3.0

1.1

0.5

▲ 0.8

100.5

102.9

105.0

110.5

111.8

112.2

112.2

112.2

111.8

110.4

108.6

107.3

106.6

107.4

107.0

107.0

108.7

108.5

▲ 17.6

2.4

2.0

5.2

1.5

0.4

0.0

0.0

▲ 0.4

▲ 1.3

▲ 1.6

▲ 1.2

▲ 0.7

0.8

▲ 0.4

0.0

1.6

▲ 0.2

1,722

2,042

2,166

2,705

288

153

241

133

296

144

263

236

448

292

261

227

275

140

▲ 49.8

18.6

6.1

24.9

▲ 1.2

▲ 4.3

76.2

▲ 13.8

84.0

▲ 28.3

17.0

80.7

126.6

110.1

▲ 22.2

▲ 46.5

▲ 4.3

▲ 8.8

42,947

44,521

47,254

50,184

4,208

4,447

4,700

4,545

4,107

4,540

3,890

4,324

4,701

5,050

4,614

4,854

4,853

4,612

▲ 29.6

3.7

6.1

6.2

▲ 3.0

▲ 0.6

33.6

15.0

7.3

21.7

0.2

23.2

27.9

25.9

14.3

7.3

15.3

3.7

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

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
2005年=100 前月比（％）2010年=100 前月比（％） 2005年=100 前月比（％）2010年=100 前月比（％） 1,000㎡ 前年比（％） 1,000㎡ 前年比（％）

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2009年

2010年

2011年

2012年

12年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

13年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

54,198

55,368

57,767

59,605

4,582

6,072

5,427

5,587

4,324

5,828

5,071

5,486

4,427

4,922

4,565

5,403

5,706

4,790

▲ 24.0

2.2

4.3

3.2

▲ 26.1

18.0

23.9

7.3

▲ 17.3

12.9

8.9

8.7

▲ 7.4

19.9

0.4

16.4

24.5

▲ 21.1

788,410

813,126

834,117

882,797

75,421

77,500

74,176

84,251

80,145

75,944

69,289

68,969

71,456

77,894

79,751

83,704

84,801

84,343

▲ 27.9

3.1

2.6

5.8

▲ 9.6

▲ 5.5

15.5

25.2

10.3

10.0

5.0

3.0

7.3

5.8

14.5

15.3

12.4

8.8

11.0

14.1

13.1

13.8

13.2

13.4

13.5

13.0

13.9

13.4

12.5

13.4

14.1

15.1

14.0

14.6

14.7

▲ 35.7

26.8

▲ 6.8

5.7

2.5

2.7

5.7

▲ 6.7

▲ 2.3

▲ 8.4

▲ 2.3

▲ 10.6

▲ 6.7

0.0

3.0

8.2

11.3

11.7

15.4

15.4

15.8

16.0

15.3

15.5

15.5

15.5

15.8

14.1

15.7

16.2

16.3

15.2

16.2

16.7

16.4

▲ 32.2

33.0

0.8

0.2

▲ 1.5

▲ 2.8

▲ 6.6

▲ 8.9

▲ 7.9

▲ 8.0

▲ 6.7

▲ 6.0

▲ 3.6

▲ 1.2

▲ 0.7

1.3

4.4

7.2

100.7

100.0

102.3

102.5

102.9

102.6

102.7

100.8

102.8

102.8

102.5

101.8

101.2

102.4

102.3

102.6

103.0

1.8

▲ 0.7

2.3

0.2

▲ 0.4

0.1

0.2

▲ 1.5

1.1

1.1

▲ 0.4

▲ 0.3

▲ 0.6

▲ 0.2

▲ 0.3

▲ 0.9

0.1

100.2

100.0

100.0

99.7

100.1

99.8

99.7

99.6

99.5

99.6

99.0

98.7

98.1

99.7

100.0

100.1

100.0

99.8

1.0

▲ 0.3

0.0

▲ 0.3

▲ 0.3

▲ 0.4

▲ 0.5

▲ 0.2

▲ 0.6

▲ 0.2

▲ 0.6

▲ 0.8

▲ 0.7

▲ 0.4

▲ 0.3

▲ 0.1

▲ 0.1

0.0

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（％）2010年=100 前年比（％）2010年=100 前年比（％）

埼玉県
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川島ＩＣ北側の川島インター産業団地

郷土料理「すったて」（左）と「呉汁」（右）

産業団地には、16社の企業が進出し、現在10社
が操業を開始しているほか、規模拡大により新たに
建設を始めたところもある。雇用の創出と財政力の
強化が図られ、地域経済の活性化と町の発展に大
きく寄与している。
今後は、圏央道という交通利便の優位性を活かし

て、さらにインターチェンジ南側区域について産業系
拠点の形成を目指し、市街地開発を段階的に推進し
ていく。

 町を代表するＢ級グルメ、すったて・呉汁

郷土料理「すったて」が平成22年度の「第６回埼
玉Ｂ級ご当地グルメ王決定戦」で優勝し、秋の同大

会では「かわじま呉汁」が５位入賞を果たした。今や
川島町を代表するふるさとの味でもある。
昔から稲作の裏作として小麦の栽培や、田の畔を

利用した大豆の栽培が行われていた。そこで、農繁
期の夏は手間をかけずに栄養が取れる冷汁うどん
の「すったて」、秋から冬には大豆を使った「呉汁」が
農家の郷土食としてよく食べられた。なお、「すった
て」とは、ゴマ、味噌、野菜などの具材を「すりたて」
で食べていたことが名の由来といわれている。
江戸時代から米どころとしても知られ、「川越藩の

お蔵米」と呼ばれるブランド米でも有名である。果物
では県内屈指のイチゴの産地として有名で、大規模
なハウスで栽培されている。近年では、健康食品とし
て話題のイチジクを新たな特産品とする取組が町を
挙げて進められている。
これらの観光資源を広くアピールするため、観光Ｐ

Ｒ看板の設置やマスコットキャラクター「かわべえ」
「かわみん」によるＰＲを行い、積極的に人を呼び込
む取組を進めている。

人口（平成25年9月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成24年10月１日現在）

面積

製造事業所数（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

資料「埼玉県市町村勢概要(平成25年3月)」ほか

21,555人

7,802世帯

46.2歳

41.72k㎡

83所

826.8億円

162店

294.1億円

48.6％

53.8％

●ＪＲ高崎線　桶川駅、鴻巣駅      西武線　本川越駅
　ＪＲ川越線・東武東上線　川越駅
●首都圏中央連絡自動車道　川島ＩＣから町役場まで約２km

主な交通機関

住む人に快適を 訪れる人に活力を 
笑顔で人がつながるまち かわじま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川島町長　高田 康男氏

川島町
川島町は、四方を川に囲まれた輪中の里として知られ、豊かな自然が今なお多く
残る農村地帯であります。一方で圏央道川島インターが開通して５年を経過し、イン
ター周辺には産業団地や大型商業施設が建設され町も大きく変わり、賑わいが増し
てきました。また、雇用の創出と財源確保に大きく寄与しております。
インター開通に伴い「都会に一番近い農村」がより近くになりましたので、自然環
境の保全とその魅力の創出に努め、産業と自然が調和した誰もが安心して住み続け
たいと思えるまちの実現に努めてまいります。

町長のメッセージ

　誰もが住み続けたいと思えるまちに

平成23年度に「第５次川島町総合振興計画」が
策定され、将来像「住む人に快適を　訪れる人に活
力を　笑顔で人がつながるまち」を目指して、まちづ
くりを進めている。
この計画では、減り続ける人口問題を行政課題と

し、「定住促進プロジェクト」、「交流・転入促進プロ
ジェクト」、「生活基盤充実プロジェクト」の３つのリー
ディングプロジェクトを掲げ、町内外の方々へ本町の
魅力を積極的にＰＲし、まずは多くの方に川島町を
知ってもらい、訪れる人に活力を与えるような施策を
展開している。
今年度から始めた施策として、若者の定住に係る

固定資産税の課税免除制度を開始した。これは、40
歳未満の人が新築住宅または中古住宅を取得した
場合に、固定資産税の課税を５年間免除するもので
ある。また、課題となっている公共交通対策について
は、地域の実情に即した公共交通を目指し、今年度
にバスによる試行運転が開始できるよう進めている。
特定課題への対応施策として、新庁舎の建設が

挙げられる。設計については、町の防災拠点として
の機能を確保するとともに、町民が使いやすい庁舎
の建設を目指し、本年度中に実施設計が完了する
予定。概算事業費は21億8,300万円（含む本体工
事、外構工事、設計等）を想定している。（山口祐次）

はじめに

川島町は、都心から約45㎞圏内で埼玉県のほぼ
中央に位置し、北は市野川を境として東松山市・吉
見町に、東は荒川で北本市・桶川市・上尾市に、南は
入間川で川越市に、西は越辺川で坂戸市に接して
おり、まさに“川に囲まれた島”そのものといえる。平
坦な地形と豊かな水に恵まれ、現在でも田園風景が
残り、農業が盛んな町である。
昭和29年、川島領と呼ばれた中山・伊草・三保

谷・出丸・八ツ保・小見野の６カ村が合併し、川島村
が誕生、昭和47年11月に町制を施行した。平成18
年には、かわじま合併50周年を記念して、全長
330.5ｍの日本一長いバラのトンネル「バラの小径」
が整備された（表紙参照）。
首都圏中央連絡自動車道（以下、圏央道）川島イ

ンターチェンジ（以下、ＩＣ）の開通に伴い周辺の開発
が進み、町は変革のときを迎えている。

　圏央道川島インター産業団地が操業開始

圏央道は、東北自動車道への乗り入れも近いこと
から、ＩＣ周辺は大きく変貌しつつある。ＩＣ北側の川
島インター産業団地は、乱開発を防止しながら田園
と調和した流通・工業・産業ゾーンが整備され、アク
セスのよさから企業の立地は進んでいる。

坂戸市

東松山市

川越市 さいたま市

こ み ち

川島町概要

川島町
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建設を始めたところもある。雇用の創出と財政力の
強化が図られ、地域経済の活性化と町の発展に大
きく寄与している。
今後は、圏央道という交通利便の優位性を活かし
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（％）

製造品
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市 町 村 計
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市町村経済データ

製造事業所数、製造品出荷額等（平成24年）

資料：埼玉県「工業統計調査結果報告（速報）」
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