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彩論  埼玉県産業技術総合センター センター長 中村雅範 氏
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公設試験研究機関（以下、公設試）。聞き慣れ
ない名称だと思いますが、埼玉県産業技術総合
センター（以下、SAITEC）は、全国におよそ70
ある工業系の公設試のひとつで、県内では唯一
の組織です。SAITECでは、強度試験や精密測
定などの結果を試験成績書として発行する依頼
試験をはじめとする技術支援、企業との共同研
究や企業からの要請で行う受託研究といった研
究開発支援、企業の製品開発を企画から顧客
開拓まで一貫してお手伝いする事業化支援、そ
して技術セミナーの開催や研究会活動などによ
る技術普及を主な機能として、県内企業の事業
活動を支援しています。
全国に数ある公設試の中で、SAITECの特
徴は関連する多くの組織と多様な連携をとり、そ
の役割を遂行していることにあると思います。一
見当たり前のことのようですが、このことを実現
していくためには連携する方々の理解と協力、そ
して相互の信頼関係が必要であり、これは長い
間に培われた貴重な財産であると考えています。
SAITECは、埼玉県産業振興公社と連携をと

り、県の企画した事業を推進するとともに、企業
の事業目的実現のために経営面、技術面からの
支援を行っています。先端産業創造プロジェクト
の推進はその代表的なものです。また、近接する
公設試との連携により、依頼試験や研究開発支
援の相互協力は勿論のこと、中小企業が海外へ
進出する際に必要となる海外規格に関する技術
支援などを行う目的で「広域首都圏輸出製品技

術センター」を組織し活動を行っています。さら
に、優れた技術を持つが自社商品がないという
中小企業を支援する目的で、大企業や大学など
の研究機関が持つ未利用特許の活用を仲立ち
し、新商品開発のお手伝いをしています。この方
式は「埼玉モデル」と呼ばれ、現在では全国の自
治体に広がりを見せています。このような特徴的
な連携形態とともに、大学や国の研究機関との
技術的な連携は、従来にも増して推進している
ところです。
このように、SAITECでは様々な組織との連
携を深めていますが、ここで重要なのがお互い
の力の組み合わせ方であると思います。私は
「モザイク型」を採るように心がけています。それ
は赤色と白色とを混ぜ合わせてピンク色をつく
るときに、絵の具のように混ぜ合わせてしまうの
ではなく、赤いタイルと白いタイルとをそれぞれ
の色合いを活かしながら、その大きさや数量や
配置を変えることで様々な色合いを作り出すと
いうことです。それぞれが自分の持つ力を、お互
いに調和をとりながら発揮する。その時に、それ
ぞれの持ち味は決して損なわない。このように、
お互いの力を尊重しながら連携を進めていけば、
息の長い、より力強い協力関係が築けるものと
思っています。
これからも、様々な機能を持つ組織とのネット
ワークを広げて連携を強めることで、県内企業
の事業支援を推進し、埼玉県経済の活性化に寄
与したいと考えています。

バームクーヘンや焼き菓子等で人気を誇るスイーツ専門メーカー。
「花園フォレスト」に次ぐ食の大型施設「上里カンターレ」を11月オープン
300以上の企業に焼き菓子や半生焼き菓子等の洋菓子をOEM供給するシェリエは、7年前、スイーツ専門の大型店
「花園フォレスト」で小売業に進出した。将来的にはOEM生産に力を入れながら、小売りの売り上げをより一層伸ばして
いく考えだ。同社の小売り事業を牽引するカギとなる「上里カンターレ」に注目が集まる。

株式会社シェリエ

●代 表 者 代表取締役　髙橋 博
●創　　業 昭和61年8月
●設　　立 昭和61年10月
●資 本 金 3,000万円
●従業員数 520名
●事業内容 バームクーヘン、クッキー、タルト、ダックワーズ、半生系洋菓子等の製造・卸・販売
●所 在 地 〒367-0213　埼玉県本庄市児玉町秋山2683-1
 TEL 0495-72-0633　FAX 0495-72-7236
●U R L http://www.cherier.co.jp

代表取締役　髙橋 博氏

使っておいしく安く提供する。この前も、乾麺を使った
パスタよりも生麺のほうが、もちもち感が出ておいしい
ということになり、急きょ変えました」
さらに、来館客により楽しんでもらうため、いくつか
のアミューズメントコーナーも併設。例えば、菓子・パ
ン教室や既製の皿に絵柄をつけてオリジナル食器を
つくるイベントの開催、子どもが自由に遊べるキッズス
ペースの設置、マッサージが体験できるリラクセー
ション施設、ローマ名所“真実の口”のレプリカの設置。
また、庭園には南イタリアの世界遺産・アルベロベッロ
のトゥルッリを再現するなど、イタリアンテイストあふれ
る施設になっている。さらに、大型モニターでイタリア
の映像を放映して旅行の疑似体験ができる空間づく
り、バームクーヘンやシュークリーム、パン等の製造工
程が見られる工場見学コースも用意されている。
「製品が流れるだけの一般的な工場のラインと
違って、バームクーヘンは作業員の仕事を見ながら、
でき上がりまでの工程を見学することができます。
シュークリームやパンも仕上がるまでの変化が見られ
ますので、驚きや楽しみがあると思いますよ」
おいしいものを食べて楽しんで観光気分を味わえ

る―上里カンターレが、新たな食のアミューズメント
施設として注目を集めることは間違いないだろう。

「今、伸びている業界はコンビニと観光市場」だと
語る髙橋社長。そこで、将来的には、小売りの割合を
現在の1割強から3割にまで伸ばし、長期的な視点で、
最終的に食の巨大テーマパークを目指す未来図を描
いている。
「農業法人をつくり、イチゴの食べ放題を楽しんで
もらったり、温浴施設をつくるのも面白いかなと」　
右腕となる社員をじっくり育てながら、しばらくは現

役続投で奮闘するという髙橋社長。上里カンターレが
多くの話題性と注目を集めて軌道に乗れば、社長が
思い描く未来図に大きく近づくことになるだろう。

「バームクーヘン1本で続けるのは、非常にリスクが
高いというのは感じていました。そんな時、また材料屋
さんから声がかかり、焼き菓子用の中古機械を購入し
たのです」
思い切って設備を導入し、クッキーの製造を始めた

ところ、“待ってました”とばかりにOEM先から焼き菓
子類の依頼も入るようになった。そうして、手がける商
品アイテム数を徐々に増やしていった。
やがて、同社の品質と安全性の評判が業界で広が

り、口コミによって自然と市場が開拓されていく。今で
は、大手ホテル、有名洋菓子店やコンビニエンススト
ア、コーヒーショップ等、幅広いマーケットに商品を納
入している。製造アイテム数も細かいものまで入れる
と1,000を超えるという。
「自分でもいくつあるか分からない状態です(笑)。
でも、多様なアイテムをつくることが、その後の小売り
に結びついたと思います。1品や2品で小売りをやろう
と思っても無理ですからね」
OEM生産では、相手先企業から品質・安全・コスト

の厳格な管理体制を求められる。つまり、お手頃価格
でかつ安全にエンドユーザーが満足する“おいしさ”
を提供しなければならない。同社は各企業の製品ごと
に要求される課題をクリアすると同時に、そのノウハ
ウを財産として蓄積していった。OEMで培った技術
や経験が、同社が小売業へと進出するアドバンテー
ジになっていったのだ。
「小売りは、お客さまの反応が見られて利益率が高
く、現金取引である点がメリットです。売れると思えば
設備投資をしてそれを充実させ、コストダウンすること
ができます。なによりも、お客さまの顔が直接見られる
というのは、仕事をするうえでとてもやりがいを感じま
すね」
そして、満を持して埼玉県深谷市に同社の関連会
社・株式会社フォレストが運営する大型スイーツ専門
店・花園フォレストを開店させたのである。

11月13日、関越自動車道上里サービスエリアのス
マートインターチェンジ(12月開通予定)を降りてすぐ
の場所に、南イタリアのリゾートホテルをモチーフとし
た施設がオープンする。その名は「上里カンターレ」。
スイーツ、パン、イタリア料理等、建物丸ごとが“イタリ
ア”をテーマにした食の大型施設だ。経営・運営するの
は、株式会社シェリエ。埼玉県深谷市にある同社関連
会社が運営する大型スイーツ専門店「花園フォレス
ト」に続く、大型施設の開設となる。
「これからの時代、ただ物を売るだけの施設では、
大手ショッピングモールにはかなわないわけですよ。
どうやって差別化するかといったら、どう魅力的に見
せるか、楽しんでもらえるか、という点が非常に重要に
なってくると思うんですね」（髙橋博社長）　
シェリエはバームクーヘンやパウンドケーキ、タルト
等の半生焼き菓子、クッキー等の焼き菓子を製造し、
自社ブランドで販売するほか、一流ホテルや有名洋菓
子店、コンビニエンスストアを中心にOEM生産を行う。
同社の現在の売上比率は小売りが１割強、残りが
OEM生産だ。髙橋社長は今後、上里カンターレの開
設を機に小売りの割合をさらに、かつ着実に増やして

バームクーヘンに絞って製造を開始

平成20（2008）年2月、関越自動車道花園イン
ターチェンジを降りてすぐの場所にオープンした花園
フォレスト。美しいバラが咲く広大な庭園に、ヨーロッ
パの閑静な邸宅をイメージした建物で、訪れる人を異
国へと誘う。バームクーヘンショップをはじめ、ケーキ、
パン、アイスクリーム、和菓子等、和洋合わせて7つの
ショップとカフェが入ったスイーツのテーマパークだ。
1階のショップでは、２階の工場で製造したできたて

スイーツが販売されるほか、カフェではスイーツや軽
食が食べ放題で楽しめる。地の利の良さから、地元客
以外に他県からも人が集まるほか、大型観光バスも乗
りつけるなどして、年間150万～200万人の人が訪れ
る観光スポットとなっている。
「開店当初、2年くらいは苦労しましたね。実は、最
初は少し気取って、単価を高く設定していたんです。
それが間違いだと気づいて価格を下げ、レストランの
値段もお手頃価格にして、アウトレット販売を導入しま
した。その分、各店舗のレジを集中レジ方式に変えて

コスト削減を図りました」
“安くておいしくて品数が豊富”―口コミで噂が
広まり、花園フォレストの集客は右肩上がりに伸びて
いった。
「小売りはOEMと比べて利益率が高い。集客数が
増えてくると売り上げも伸び、工場稼働率が上がって
年間を通して安定して利益を出すことができます。粗
利も大切ですが、工場の稼働率を上げて生産性を高
めることで、少しでも安くておいしいものをお客さまに
提供したいのです」

オープン目前の上里カンターレ。売り場には定番人
気のスイーツやパンと合わせて、イタリアならではの
アイテムが並ぶ予定だ。レストランは定番料理のパス
タやピザに、海産物や野菜をふんだんに使ったイタリ
アの家庭料理がビュッフェスタイルで味わえる店づく
りになっている。当然、ここでも同社のおいしさを追求
する姿勢は変わらない。
「材料をケチると味は落ちます。だから、いい材料を

埼玉県産業技術総合センター 
センター長 中村 雅範氏

多様な連携から生まれる
力強い企業支援を目指して

いく考えだ。

創業は昭和61（1986）年。洋菓子メーカーに勤め
ていた髙橋社長が独立し、5名の社員と一緒に東京
足立区で1歩を踏み出したのが、同社の始まりとなる。
創業時は資金がなかったため、製品をバームクーヘン
単品に絞った。その理由は、バームクーヘンは設備投
資を必要とするため、一般の洋菓子店では扱う店が
少なかったからだ。そこに着目したのである。
「私は本当に人に恵まれています。勤めていた時に
つき合いのあった材料屋さんが、中古機械を買わな
いかと声をかけてくれたり、創業したてで何の信用も
ないのに材料費の掛け売りに応じてくれたり、製品を
買ってくれるという人まで現れた。それでスタートでき
たんです。それでも最初の2年は苦しかった」
洋菓子店に卸していた同社のバームクーヘンが、
大手ホテルチェーンのブライダル担当者の目に留まっ
たことでOEM依頼が舞い込み、経営は徐々に軌道に
乗っていった。
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公設試験研究機関（以下、公設試）。聞き慣れ
ない名称だと思いますが、埼玉県産業技術総合
センター（以下、SAITEC）は、全国におよそ70
ある工業系の公設試のひとつで、県内では唯一
の組織です。SAITECでは、強度試験や精密測
定などの結果を試験成績書として発行する依頼
試験をはじめとする技術支援、企業との共同研
究や企業からの要請で行う受託研究といった研
究開発支援、企業の製品開発を企画から顧客
開拓まで一貫してお手伝いする事業化支援、そ
して技術セミナーの開催や研究会活動などによ
る技術普及を主な機能として、県内企業の事業
活動を支援しています。
全国に数ある公設試の中で、SAITECの特
徴は関連する多くの組織と多様な連携をとり、そ
の役割を遂行していることにあると思います。一
見当たり前のことのようですが、このことを実現
していくためには連携する方々の理解と協力、そ
して相互の信頼関係が必要であり、これは長い
間に培われた貴重な財産であると考えています。
SAITECは、埼玉県産業振興公社と連携をと

り、県の企画した事業を推進するとともに、企業
の事業目的実現のために経営面、技術面からの
支援を行っています。先端産業創造プロジェクト
の推進はその代表的なものです。また、近接する
公設試との連携により、依頼試験や研究開発支
援の相互協力は勿論のこと、中小企業が海外へ
進出する際に必要となる海外規格に関する技術
支援などを行う目的で「広域首都圏輸出製品技

術センター」を組織し活動を行っています。さら
に、優れた技術を持つが自社商品がないという
中小企業を支援する目的で、大企業や大学など
の研究機関が持つ未利用特許の活用を仲立ち
し、新商品開発のお手伝いをしています。この方
式は「埼玉モデル」と呼ばれ、現在では全国の自
治体に広がりを見せています。このような特徴的
な連携形態とともに、大学や国の研究機関との
技術的な連携は、従来にも増して推進している
ところです。
このように、SAITECでは様々な組織との連
携を深めていますが、ここで重要なのがお互い
の力の組み合わせ方であると思います。私は
「モザイク型」を採るように心がけています。それ
は赤色と白色とを混ぜ合わせてピンク色をつく
るときに、絵の具のように混ぜ合わせてしまうの
ではなく、赤いタイルと白いタイルとをそれぞれ
の色合いを活かしながら、その大きさや数量や
配置を変えることで様々な色合いを作り出すと
いうことです。それぞれが自分の持つ力を、お互
いに調和をとりながら発揮する。その時に、それ
ぞれの持ち味は決して損なわない。このように、
お互いの力を尊重しながら連携を進めていけば、
息の長い、より力強い協力関係が築けるものと
思っています。
これからも、様々な機能を持つ組織とのネット
ワークを広げて連携を強めることで、県内企業
の事業支援を推進し、埼玉県経済の活性化に寄
与したいと考えています。

バームクーヘンや焼き菓子等で人気を誇るスイーツ専門メーカー。
「花園フォレスト」に次ぐ食の大型施設「上里カンターレ」を11月オープン
300以上の企業に焼き菓子や半生焼き菓子等の洋菓子をOEM供給するシェリエは、7年前、スイーツ専門の大型店
「花園フォレスト」で小売業に進出した。将来的にはOEM生産に力を入れながら、小売りの売り上げをより一層伸ばして
いく考えだ。同社の小売り事業を牽引するカギとなる「上里カンターレ」に注目が集まる。

株式会社シェリエ

●代 表 者 代表取締役　髙橋 博
●創　　業 昭和61年8月
●設　　立 昭和61年10月
●資 本 金 3,000万円
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 TEL 0495-72-0633　FAX 0495-72-7236
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代表取締役　髙橋 博氏

使っておいしく安く提供する。この前も、乾麺を使った
パスタよりも生麺のほうが、もちもち感が出ておいしい
ということになり、急きょ変えました」
さらに、来館客により楽しんでもらうため、いくつか
のアミューズメントコーナーも併設。例えば、菓子・パ
ン教室や既製の皿に絵柄をつけてオリジナル食器を
つくるイベントの開催、子どもが自由に遊べるキッズス
ペースの設置、マッサージが体験できるリラクセー
ション施設、ローマ名所“真実の口”のレプリカの設置。
また、庭園には南イタリアの世界遺産・アルベロベッロ
のトゥルッリを再現するなど、イタリアンテイストあふれ
る施設になっている。さらに、大型モニターでイタリア
の映像を放映して旅行の疑似体験ができる空間づく
り、バームクーヘンやシュークリーム、パン等の製造工
程が見られる工場見学コースも用意されている。
「製品が流れるだけの一般的な工場のラインと
違って、バームクーヘンは作業員の仕事を見ながら、
でき上がりまでの工程を見学することができます。
シュークリームやパンも仕上がるまでの変化が見られ
ますので、驚きや楽しみがあると思いますよ」
おいしいものを食べて楽しんで観光気分を味わえ

る―上里カンターレが、新たな食のアミューズメント
施設として注目を集めることは間違いないだろう。

「今、伸びている業界はコンビニと観光市場」だと
語る髙橋社長。そこで、将来的には、小売りの割合を
現在の1割強から3割にまで伸ばし、長期的な視点で、
最終的に食の巨大テーマパークを目指す未来図を描
いている。
「農業法人をつくり、イチゴの食べ放題を楽しんで
もらったり、温浴施設をつくるのも面白いかなと」　
右腕となる社員をじっくり育てながら、しばらくは現

役続投で奮闘するという髙橋社長。上里カンターレが
多くの話題性と注目を集めて軌道に乗れば、社長が
思い描く未来図に大きく近づくことになるだろう。

「バームクーヘン1本で続けるのは、非常にリスクが
高いというのは感じていました。そんな時、また材料屋
さんから声がかかり、焼き菓子用の中古機械を購入し
たのです」
思い切って設備を導入し、クッキーの製造を始めた

ところ、“待ってました”とばかりにOEM先から焼き菓
子類の依頼も入るようになった。そうして、手がける商
品アイテム数を徐々に増やしていった。
やがて、同社の品質と安全性の評判が業界で広が

り、口コミによって自然と市場が開拓されていく。今で
は、大手ホテル、有名洋菓子店やコンビニエンススト
ア、コーヒーショップ等、幅広いマーケットに商品を納
入している。製造アイテム数も細かいものまで入れる
と1,000を超えるという。
「自分でもいくつあるか分からない状態です(笑)。
でも、多様なアイテムをつくることが、その後の小売り
に結びついたと思います。1品や2品で小売りをやろう
と思っても無理ですからね」
OEM生産では、相手先企業から品質・安全・コスト

の厳格な管理体制を求められる。つまり、お手頃価格
でかつ安全にエンドユーザーが満足する“おいしさ”
を提供しなければならない。同社は各企業の製品ごと
に要求される課題をクリアすると同時に、そのノウハ
ウを財産として蓄積していった。OEMで培った技術
や経験が、同社が小売業へと進出するアドバンテー
ジになっていったのだ。
「小売りは、お客さまの反応が見られて利益率が高
く、現金取引である点がメリットです。売れると思えば
設備投資をしてそれを充実させ、コストダウンすること
ができます。なによりも、お客さまの顔が直接見られる
というのは、仕事をするうえでとてもやりがいを感じま
すね」
そして、満を持して埼玉県深谷市に同社の関連会
社・株式会社フォレストが運営する大型スイーツ専門
店・花園フォレストを開店させたのである。

11月13日、関越自動車道上里サービスエリアのス
マートインターチェンジ(12月開通予定)を降りてすぐ
の場所に、南イタリアのリゾートホテルをモチーフとし
た施設がオープンする。その名は「上里カンターレ」。
スイーツ、パン、イタリア料理等、建物丸ごとが“イタリ
ア”をテーマにした食の大型施設だ。経営・運営するの
は、株式会社シェリエ。埼玉県深谷市にある同社関連
会社が運営する大型スイーツ専門店「花園フォレス
ト」に続く、大型施設の開設となる。
「これからの時代、ただ物を売るだけの施設では、
大手ショッピングモールにはかなわないわけですよ。
どうやって差別化するかといったら、どう魅力的に見
せるか、楽しんでもらえるか、という点が非常に重要に
なってくると思うんですね」（髙橋博社長）　
シェリエはバームクーヘンやパウンドケーキ、タルト
等の半生焼き菓子、クッキー等の焼き菓子を製造し、
自社ブランドで販売するほか、一流ホテルや有名洋菓
子店、コンビニエンスストアを中心にOEM生産を行う。
同社の現在の売上比率は小売りが１割強、残りが
OEM生産だ。髙橋社長は今後、上里カンターレの開
設を機に小売りの割合をさらに、かつ着実に増やして

バームクーヘンに絞って製造を開始

平成20（2008）年2月、関越自動車道花園イン
ターチェンジを降りてすぐの場所にオープンした花園
フォレスト。美しいバラが咲く広大な庭園に、ヨーロッ
パの閑静な邸宅をイメージした建物で、訪れる人を異
国へと誘う。バームクーヘンショップをはじめ、ケーキ、
パン、アイスクリーム、和菓子等、和洋合わせて7つの
ショップとカフェが入ったスイーツのテーマパークだ。
1階のショップでは、２階の工場で製造したできたて

スイーツが販売されるほか、カフェではスイーツや軽
食が食べ放題で楽しめる。地の利の良さから、地元客
以外に他県からも人が集まるほか、大型観光バスも乗
りつけるなどして、年間150万～200万人の人が訪れ
る観光スポットとなっている。
「開店当初、2年くらいは苦労しましたね。実は、最
初は少し気取って、単価を高く設定していたんです。
それが間違いだと気づいて価格を下げ、レストランの
値段もお手頃価格にして、アウトレット販売を導入しま
した。その分、各店舗のレジを集中レジ方式に変えて

コスト削減を図りました」
“安くておいしくて品数が豊富”―口コミで噂が
広まり、花園フォレストの集客は右肩上がりに伸びて
いった。
「小売りはOEMと比べて利益率が高い。集客数が
増えてくると売り上げも伸び、工場稼働率が上がって
年間を通して安定して利益を出すことができます。粗
利も大切ですが、工場の稼働率を上げて生産性を高
めることで、少しでも安くておいしいものをお客さまに
提供したいのです」

オープン目前の上里カンターレ。売り場には定番人
気のスイーツやパンと合わせて、イタリアならではの
アイテムが並ぶ予定だ。レストランは定番料理のパス
タやピザに、海産物や野菜をふんだんに使ったイタリ
アの家庭料理がビュッフェスタイルで味わえる店づく
りになっている。当然、ここでも同社のおいしさを追求
する姿勢は変わらない。
「材料をケチると味は落ちます。だから、いい材料を

埼玉県産業技術総合センター 
センター長 中村 雅範氏

多様な連携から生まれる
力強い企業支援を目指して

いく考えだ。

創業は昭和61（1986）年。洋菓子メーカーに勤め
ていた髙橋社長が独立し、5名の社員と一緒に東京
足立区で1歩を踏み出したのが、同社の始まりとなる。
創業時は資金がなかったため、製品をバームクーヘン
単品に絞った。その理由は、バームクーヘンは設備投
資を必要とするため、一般の洋菓子店では扱う店が
少なかったからだ。そこに着目したのである。
「私は本当に人に恵まれています。勤めていた時に
つき合いのあった材料屋さんが、中古機械を買わな
いかと声をかけてくれたり、創業したてで何の信用も
ないのに材料費の掛け売りに応じてくれたり、製品を
買ってくれるという人まで現れた。それでスタートでき
たんです。それでも最初の2年は苦しかった」
洋菓子店に卸していた同社のバームクーヘンが、
大手ホテルチェーンのブライダル担当者の目に留まっ
たことでOEM依頼が舞い込み、経営は徐々に軌道に
乗っていった。
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ということになり、急きょ変えました」
さらに、来館客により楽しんでもらうため、いくつか
のアミューズメントコーナーも併設。例えば、菓子・パ
ン教室や既製の皿に絵柄をつけてオリジナル食器を
つくるイベントの開催、子どもが自由に遊べるキッズス
ペースの設置、マッサージが体験できるリラクセー
ション施設、ローマ名所“真実の口”のレプリカの設置。
また、庭園には南イタリアの世界遺産・アルベロベッロ
のトゥルッリを再現するなど、イタリアンテイストあふれ
る施設になっている。さらに、大型モニターでイタリア
の映像を放映して旅行の疑似体験ができる空間づく
り、バームクーヘンやシュークリーム、パン等の製造工
程が見られる工場見学コースも用意されている。
「製品が流れるだけの一般的な工場のラインと
違って、バームクーヘンは作業員の仕事を見ながら、
でき上がりまでの工程を見学することができます。
シュークリームやパンも仕上がるまでの変化が見られ
ますので、驚きや楽しみがあると思いますよ」
おいしいものを食べて楽しんで観光気分を味わえ

る―上里カンターレが、新たな食のアミューズメント
施設として注目を集めることは間違いないだろう。

「今、伸びている業界はコンビニと観光市場」だと
語る髙橋社長。そこで、将来的には、小売りの割合を
現在の1割強から3割にまで伸ばし、長期的な視点で、
最終的に食の巨大テーマパークを目指す未来図を描
いている。
「農業法人をつくり、イチゴの食べ放題を楽しんで
もらったり、温浴施設をつくるのも面白いかなと」　
右腕となる社員をじっくり育てながら、しばらくは現
役続投で奮闘するという髙橋社長。上里カンターレが
多くの話題性と注目を集めて軌道に乗れば、社長が
思い描く未来図に大きく近づくことになるだろう。

「バームクーヘン1本で続けるのは、非常にリスクが
高いというのは感じていました。そんな時、また材料屋
さんから声がかかり、焼き菓子用の中古機械を購入し
たのです」
思い切って設備を導入し、クッキーの製造を始めた

ところ、“待ってました”とばかりにOEM先から焼き菓
子類の依頼も入るようになった。そうして、手がける商
品アイテム数を徐々に増やしていった。
やがて、同社の品質と安全性の評判が業界で広が

り、口コミによって自然と市場が開拓されていく。今で
は、大手ホテル、有名洋菓子店やコンビニエンススト
ア、コーヒーショップ等、幅広いマーケットに商品を納
入している。製造アイテム数も細かいものまで入れる
と1,000を超えるという。
「自分でもいくつあるか分からない状態です(笑)。
でも、多様なアイテムをつくることが、その後の小売り
に結びついたと思います。1品や2品で小売りをやろう
と思っても無理ですからね」
OEM生産では、相手先企業から品質・安全・コスト

の厳格な管理体制を求められる。つまり、お手頃価格
でかつ安全にエンドユーザーが満足する“おいしさ”
を提供しなければならない。同社は各企業の製品ごと
に要求される課題をクリアすると同時に、そのノウハ
ウを財産として蓄積していった。OEMで培った技術
や経験が、同社が小売業へと進出するアドバンテー
ジになっていったのだ。
「小売りは、お客さまの反応が見られて利益率が高
く、現金取引である点がメリットです。売れると思えば
設備投資をしてそれを充実させ、コストダウンすること
ができます。なによりも、お客さまの顔が直接見られる
というのは、仕事をするうえでとてもやりがいを感じま
すね」
そして、満を持して埼玉県深谷市に同社の関連会
社・株式会社フォレストが運営する大型スイーツ専門
店・花園フォレストを開店させたのである。

11月13日、関越自動車道上里サービスエリアのス
マートインターチェンジ(12月開通予定)を降りてすぐ
の場所に、南イタリアのリゾートホテルをモチーフとし
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ト」に続く、大型施設の開設となる。
「これからの時代、ただ物を売るだけの施設では、
大手ショッピングモールにはかなわないわけですよ。
どうやって差別化するかといったら、どう魅力的に見
せるか、楽しんでもらえるか、という点が非常に重要に
なってくると思うんですね」（髙橋博社長）　
シェリエはバームクーヘンやパウンドケーキ、タルト
等の半生焼き菓子、クッキー等の焼き菓子を製造し、
自社ブランドで販売するほか、一流ホテルや有名洋菓
子店、コンビニエンスストアを中心にOEM生産を行う。
同社の現在の売上比率は小売りが１割強、残りが
OEM生産だ。髙橋社長は今後、上里カンターレの開
設を機に小売りの割合をさらに、かつ着実に増やして
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平成20（2008）年2月、関越自動車道花園イン
ターチェンジを降りてすぐの場所にオープンした花園
フォレスト。美しいバラが咲く広大な庭園に、ヨーロッ
パの閑静な邸宅をイメージした建物で、訪れる人を異
国へと誘う。バームクーヘンショップをはじめ、ケーキ、
パン、アイスクリーム、和菓子等、和洋合わせて7つの
ショップとカフェが入ったスイーツのテーマパークだ。
1階のショップでは、２階の工場で製造したできたて

スイーツが販売されるほか、カフェではスイーツや軽
食が食べ放題で楽しめる。地の利の良さから、地元客
以外に他県からも人が集まるほか、大型観光バスも乗
りつけるなどして、年間150万～200万人の人が訪れ
る観光スポットとなっている。
「開店当初、2年くらいは苦労しましたね。実は、最
初は少し気取って、単価を高く設定していたんです。
それが間違いだと気づいて価格を下げ、レストランの
値段もお手頃価格にして、アウトレット販売を導入しま
した。その分、各店舗のレジを集中レジ方式に変えて

コスト削減を図りました」
“安くておいしくて品数が豊富”―口コミで噂が
広まり、花園フォレストの集客は右肩上がりに伸びて
いった。
「小売りはOEMと比べて利益率が高い。集客数が
増えてくると売り上げも伸び、工場稼働率が上がって
年間を通して安定して利益を出すことができます。粗
利も大切ですが、工場の稼働率を上げて生産性を高
めることで、少しでも安くておいしいものをお客さまに
提供したいのです」

オープン目前の上里カンターレ。売り場には定番人
気のスイーツやパンと合わせて、イタリアならではの
アイテムが並ぶ予定だ。レストランは定番料理のパス
タやピザに、海産物や野菜をふんだんに使ったイタリ
アの家庭料理がビュッフェスタイルで味わえる店づく
りになっている。当然、ここでも同社のおいしさを追求
する姿勢は変わらない。
「材料をケチると味は落ちます。だから、いい材料を

花園フォレスト 上里カンターレ

真実の口のレプリカ 上里カンターレ、フロアマップフォレストクーヘンバニラ クッキーセレクション

11月、上里カンターレ開店！

観光名所となった花園フォレストOEMの経験を小売り事業への財産に

いく考えだ。

創業は昭和61（1986）年。洋菓子メーカーに勤め
ていた髙橋社長が独立し、5名の社員と一緒に東京
足立区で1歩を踏み出したのが、同社の始まりとなる。
創業時は資金がなかったため、製品をバームクーヘン
単品に絞った。その理由は、バームクーヘンは設備投
資を必要とするため、一般の洋菓子店では扱う店が
少なかったからだ。そこに着目したのである。
「私は本当に人に恵まれています。勤めていた時に
つき合いのあった材料屋さんが、中古機械を買わな
いかと声をかけてくれたり、創業したてで何の信用も
ないのに材料費の掛け売りに応じてくれたり、製品を
買ってくれるという人まで現れた。それでスタートでき
たんです。それでも最初の2年は苦しかった」
洋菓子店に卸していた同社のバームクーヘンが、
大手ホテルチェーンのブライダル担当者の目に留まっ
たことでOEM依頼が舞い込み、経営は徐々に軌道に
乗っていった。
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使っておいしく安く提供する。この前も、乾麺を使った
パスタよりも生麺のほうが、もちもち感が出ておいしい
ということになり、急きょ変えました」
さらに、来館客により楽しんでもらうため、いくつか
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ン教室や既製の皿に絵柄をつけてオリジナル食器を
つくるイベントの開催、子どもが自由に遊べるキッズス
ペースの設置、マッサージが体験できるリラクセー
ション施設、ローマ名所“真実の口”のレプリカの設置。
また、庭園には南イタリアの世界遺産・アルベロベッロ
のトゥルッリを再現するなど、イタリアンテイストあふれ
る施設になっている。さらに、大型モニターでイタリア
の映像を放映して旅行の疑似体験ができる空間づく
り、バームクーヘンやシュークリーム、パン等の製造工
程が見られる工場見学コースも用意されている。
「製品が流れるだけの一般的な工場のラインと
違って、バームクーヘンは作業員の仕事を見ながら、
でき上がりまでの工程を見学することができます。
シュークリームやパンも仕上がるまでの変化が見られ
ますので、驚きや楽しみがあると思いますよ」
おいしいものを食べて楽しんで観光気分を味わえ

る―上里カンターレが、新たな食のアミューズメント
施設として注目を集めることは間違いないだろう。

「今、伸びている業界はコンビニと観光市場」だと
語る髙橋社長。そこで、将来的には、小売りの割合を
現在の1割強から3割にまで伸ばし、長期的な視点で、
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「バームクーヘン1本で続けるのは、非常にリスクが
高いというのは感じていました。そんな時、また材料屋
さんから声がかかり、焼き菓子用の中古機械を購入し
たのです」
思い切って設備を導入し、クッキーの製造を始めた

ところ、“待ってました”とばかりにOEM先から焼き菓
子類の依頼も入るようになった。そうして、手がける商
品アイテム数を徐々に増やしていった。
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の場所に、南イタリアのリゾートホテルをモチーフとし
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はじめに
まち・ひと・しごと創生法の施行に伴い、各地方
自治体は、「地方人口ビジョン」及び「地方版総合
戦略」の平成27年度中の策定に取り組んでいる。
国が示す政策の基本方向としては、
「地方における安定した雇用を創出する」
「地方への新しい人の流れをつくる」
「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」
「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
とともに、地域と地域を連携する」ことが例示され
ている。
こうした方向性に対応する施策や事業は、地方
自治体の総合振興計画との対応も考えると、多岐
にわたるものと考えられる。
他方、政策を検討するに当たっての原則として、

地方において、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」
が「しごと」を呼び込む「好循環」を確立することで、
地方への新たな人の流れを生み出すとともに、そ
の「好循環」を支える「まち」に活力を取り戻すこと
に取り組むこととしている。本稿では、こうした観点
から、雇用と移動を中心に地方創生のための方策
を検討してみたい。

総人口の減少要因
まず、「ひと」に関して、人口増加に向けた諸課
題を考えるにあたり、地域の人口構造変化をもたら

す要因を示した。（図１）

少子・高齢化が言われて久しいが、人口減少の
時代となって、生産年齢人口の減少が強く意識さ
れるようになった。なかでも出産適齢期の女性の
減少は、出生数の減少に直接的につながるが、子
どもをもうける世代の減少は彼らの出生時点で既
に定まっていることから、出生率の上昇に期待する
よりほかない。しかし現実は、出生率の低迷、晩婚
化の進展、生涯未婚率の上昇が出生数の減少を
さらに促進している。
政府は、国民の希望が実現した場合の出生率

（国民希望出生率）を1.8としているが、果たして実
現性は如何なものだろうか。合計特殊出生率は
1985年以降の30年間、1.8を超えたことはない。
平成２（1990）年の1.57ショックを契機に子育て
支援に取り組んできたが、平成26（2014）年でも
1.42と低位にとどまったままである。また、生涯未
婚率も近年は上昇スピードが高まっており、初婚年
齢も上昇している。（図２）
こうした現実を見る限り、出生率の低迷は、個人

個人の選択の結果であり、ライフスタイルとなって
いる感がある。

出生率の低迷、ひいては少子化の原因について
は国も理解しているようで、平成27年版少子化社
会対策白書には次のような記述がある。『我が国は、
欧州諸国に比べて現金給付、現物給付を通じた家
族政策全体の財政的な規模が小さいことが指摘さ
れている。国民負担率などの違いもあり単純に比
較はできないが、家族関係社会支出の対GDP比
をみると、我が国は、1.32％（2012年度）となって
おり、フランスやスウェーデンなどの欧州諸国と比
べておよそ４割程度となっている。』家庭の経済的
な支援は避けて通れない問題と言える。（図３）

地域における人口構造変化の要因
出生率が低迷する背景を鑑みると、地方が出生

率の向上に与え得る力には限りがあり、定住や転
入の促進といった社会移動の吸収に力を入れざる

を得ないと思われる。そこで次に、「ひと」の移動と
「しごと」の関係を、社会増減・自然増減と地域経
済の関係で見ることにする。
各都道府県の社会増減率と自然増減率の平成

20～24年の平均値をプロットすると、社会増減率と
自然増減率の関係は右肩上がりとなり、両者の相
関係数（－1～1の値で絶対値が１に近いほど関連
性が強い）は0.74の強い相関が認められる。（図４）

社会増減率と自然増減率に加え、県内総生産
（実質）、生産性（県内総生産÷就業者数）、生活水
準（県内総生産÷人口）の平成20～24年の平均
値がどのような相関関係にあるかを見ると、県内
総生産と社会増減率の相関係数は0.64、自然増
減率とは0.44、生産性と社会増減率の相関係数
は0.56、自然増減率とは0.39となっている。人の
移動は、地域の経済規模に引き寄せられる傾向が
あるようだ。（図５）
生活水準との相関はそれより低いが、収入を得

る人が多ければそれだけ生活水準が高まることか

ら、生活水準と就業率の相関係数は0.72と高い。
地域の生活水準を高めるには、雇用の増大とそれ
を吸収するだけの生産性の向上に取り組まなけれ
ばならない。
また、就業に関する指標として、育児をしている
者の有業率（平成24年就業構造基本調査）と合
計特殊出生率（平成20～24年人口動態保健所・
市区町村別統計）の関係を見ると、相関係数は
0.50で中程度の相関があった。職業を得られるか
どうかは、育児をするうえで重要な環境要因と言え
そうである。
これらを総合すると、社会増減率、自然増減率と

も高い地域は、雇用があり生活しやすい。生産性が
高く賃金の良い仕事があれば、結婚しやすく子ども
をもうけやすい。こうした地域では、さらに社会増と
自然増につながる好循環ができていると言えよう。

産業構造要因より地域特殊要因
続いて、「しごと」については、都道府県別の従
業者数の増減について見ることにする。
平成24年の経済センサスでは、平成21年と比
較して全国の従業者数は▲8.45％と減少した。全
ての都道府県で減少しているが、全国を上回る減
少となる地域があれば、それほど減少していない地
域もある。こうした地域間の差は、成長産業と停滞
産業の従業者の割合が地域によって異なるなどの
産業構成の違いによって生じる「産業構造要因」と、
産業の集積効果など地域特有の事情によって各産
業の成長率が全国の水準と異なるなどの「地域特

地域経済の底上げには雇用吸収と成
長維持が必要
地域特殊要因のばらつきが大きいことは、産業
活性化に向けた地域の努力によって地域間の差が
生じやすいということでもある。では、何をターゲッ
トに対応策を検討するべきなのだろうか。国民経済
計算から、国内総生産（実質）と就業者数を、平成６
（1994）年を100として、縦軸に国内総生産、横軸
に就業者数を産業別に平成24（2012）年までプ
ロットすることで、産業別の成長過程を把握できる。
右に行くほど雇用が増大し、１対１のラインより上に
行けば生産性が向上していることになる。（図７）
製造業は、就業者数では減少傾向にあるが、国

内総生産は増加しており、生産性が向上している。
これは、製造業がグローバルな競争にさらされてい
ることが大きく影響していると考えられる。
情報通信業は、就業者数、国内総生産とも増加

し、生産性が高まるという成長産業の様相を呈して
いる。ただし、平成24年経済センサスから従業者数
の特化係数（地域のある産業が全国の構成比に比
べてどれだけ特化しているかを見る指標）を算出し
てみると、１（全国と同じ構成比）を上回るのは東京
都、神奈川県、大阪府のみで、なかでも東京都が突
出しており、立地に偏りの強い産業でもある。
これに対して、サービス業（経済センサスの分類と

は異なるが、表１のＬ～Ｒに概ね相当）は、就業者数、
国内総生産とも増加しているものの、生産性は向上
していない。しかし、サービス業の就業者数は、全国
では全産業の34.3％、埼玉県では31.5％を占めて
いる（平成24年国民経済計算・県民経済計算）。
サービス業はその特性である「同時性（提供と同時
に消滅する）」から、比較的狭いエリアでの競争環境
となりやすい。労働吸収力が高い反面、経営体制が
脆弱な場合も多く、経営改善にはなかなか意識が向
きにくい。このような分野における生産性の向上は、
地域経済の底上げに大きく貢献すると考えられる。
なお、生産性は、付加価値額を労働投入量（労
働時間あるいは労働者数）で除すことであり、その
向上には、付加価値額の増大を図ることと、労働投
入量を減らして生産効率を向上させる方法がある。
しかし、生産効率向上のために人減らしが進むので
は本末転倒であって、サービス業のもう一つの基本
特性である「無形性（行為、機能、情報等の形を持
たないもの）」という特性を活かし、洗練された味や
技術、おもてなしなど、そこでしか得られないサービ
スや顧客からの信頼によって付加価値の増大を図
り、雇用の吸収につなげることが肝要である。

定住の促進と豊かな地域社会の実現に向けて
平成14～24年の10年間に人口増加が続いた

のは、埼玉、東京、神奈川、滋賀、沖縄の５都県の
みであった。この間の埼玉、東京、神奈川の人口増
加の年率平均は0.5％、同じく生産性の増加率は
1.0％、生活水準の増加率は0.4％である。年率
１％であっても10年経てば10.5％の増加になる。
地道な積み重ねが大きな差となって地域の魅力に
反映されることだろう。そうであるならば、経営改
善に効果的な施策の重要性はますます高くなる。
埼玉県においても、商工会・商工会議所等の地域
の経営支援団体と一体となって、サービス産業を
はじめとした地域産業の生産性向上にさらに取り
組むことが、定住の促進とより豊かな地域社会の
実現につながるのではないかと考える。

本年度の地域研究レポートは、「地方創生」を
統一テーマに、地方創生にかかわる事象を取り
上げ、埼玉県、県内市町村の取り組むべき課題
を提示していく。

「しごと」と「ひと」の好循環をつくる
～地道な成長支援で地域経済の底上げを～

地方創生シリーズ 殊要因」に分解することができる。このような増減
要因の分解手法を「シフト・シェア分析」という。
埼玉県の従業者数の減少率は▲7.76％であっ

た。全国の▲8.45％との差0.69％を要因別に見る
と、産業構造要因が▲0.16％、地域特殊要因が
0.85％となっている。産業別では「Ｅ 製造業」「Ｒ 
サービス業」「Ｐ 医療，福祉」の増加率が高く、「Ｍ 
宿泊業，飲食サービス業」「Ｉ 卸売業，小売業」「Ｊ 
金融業，保険業」がそれに続いている。（表１）
ほとんどの都道府県では、地域特殊要因の方が
産業構造要因よりも雇用に与える影響力が大きく
なっている。産業構造要因の都道府県平均は▲
0.07％、標準偏差は0.21、地域特殊要因の平均
は▲0.63％、標準偏差は1.76となっており、地域
特殊要因の方がばらつきが大きい。（図６）

わが国経済は、このところ一部に鈍い動きもみら
れるが、緩やかな回復基調が続いている。個人消費
は総じてみれば底堅い動き、生産はこのところ横ば
い、企業収益は改善しており、雇用情勢は改善傾向
にある。先行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続
くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復
していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は緩やかに持ち直し、先行きは
横ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が建設、曇が電気
機械、輸送機械、大型小売店、小雨が一般機械、鉄
鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、わずかながらも前年を上回っ
た模様である。先行きは、現状より弱含みで推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや上回った。産業向
けや北米向けの自動車関連が引き続き順調だった。
先行きは、中国経済の減速から不透明感が増して
いる。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、一部の車種を国内生産に切り替え
る動きがあり、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を若干下回った。先行きも、現
状より弱含みで推移する可能性が高い。
○建設は、公共工事、民間工事ともに前年並みで推
移。先行きは、受注残に余裕があることから、当面
は順調に推移すると見込まれる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が充分なことから堅

（1) 一般機械…わずかに前年を上回る
７～９月期の一般機械の生産は、わずかながらも
前年を上回った模様である。発電用タービンや歯車
などの汎用機械は比較的底堅く推移したものの、マ
シニングセンタなどの工作機械は、伸び率が若干鈍
化した。中国など海外経済減速の影響を受けて、油
圧ショベルをはじめとする建設機械は、依然として
大幅に落ち込んでいる。
為替の円安基調などもあって、金型などの一部で
海外から仕事が戻る例がみられるものの、まだ本格
的な動きにはつながっていないようだ。
先行きの一般機械の生産は、現状より弱含みで
推移するとみられる。液晶などスマホ関連部品が動
き始めることを期待する声が聞かれたものの、もの
づくり補助金の効果が一巡してきたこともあり、足元
では工作機械受注額の伸びが一服している。中国
経済の減速を受けて、ロボットなど建設機械以外で
も輸出の伸びが鈍化するケースがみられ、景気の
先行きに不透明感が強まっている。
団塊の世代が65歳を超え、本格的にリタイアし
始めたこともあって、人を採用したいという企業が
増えている。しかし、工業高校の新規学卒者の数を、
企業の求人数が大幅に上回るような状況にあり、待
遇面などで劣る中小企業では新卒者の採用は難し
くなっている。パート・アルバイトなどでカバーすると

大型タイプが好調であった。
一方、薄型テレビは、販売単価の下落基調を伴い

ながら、消費増税の反動減が一巡した後も、前年を
下回る動きが続いている。ただ、フルハイビジョンの
約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買替需要が拡
大しており、前年比で大幅に増加している。生産数
量が薄型テレビの１割強と増加してきており、中国か
らの低価格製品による価格の低下が懸念される。ま
た、４Ｋテレビの本格的な普及には、コンテンツ（テレ
ビ番組など）が未だ少なく、時間がかかりそうである。

先行きは、足元の販売の動きが鈍いこともあり、
県内の販売台数はやや低調に推移するとみられる。
生産については、販売台数の動きを受けて弱い動
きとなるものの、これまで海外で生産していた一部
の車種を国内生産に切り替える動きがあり、徐々に
持ち直していくと予想される。
トラック関連：トラックは7～9月期も高水準の生産
が続いたようだ。震災の復興需要や都市部の再開
発需要、2020年の東京オリンピック関連の建設需
要などで国内販売が好調だった。
国内販売は、先行きも底堅く推移するだろう。建
設需要が旺盛で国内のトラック需要は堅調に推移
すると見込まれる。一方、海外では原油をはじめと
する資源安や中国経済の減速等の影響で、資源開
発が低迷するなど減少が続くとみられる。
海外の落ち込みを国内の増加がカバーし、先行

きも生産は高水準での推移が続くだろう。
部品メーカー：7～9月期の生産は、トラック部品メー
カーでは、好調な国内販売を受けて工場のフル稼
働が続いたところがあるなど高水準の生産が続い
たようだ。このため人手が不足気味で、時給を上げ
ても派遣社員やパートタイムの採用が難しくなった
との声もあった。一方、乗用車部品メーカーの生産
は、完成車メ－カーの生産が低調なため、前年を下
回ったとみられる。
先行きは、乗用車の生産が弱い動きとなるため、
部品メーカー全体としては弱含みでの推移が予想
される。

調に推移すると見込まれる。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。一部
で工場のリフォームなどの動きがみられる。先行き
は、収益の回復などから、民間工事の引き合いの
増加を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、回復の動きがみられ
た。先行きは、2017年の消費増税を控えて優良な
物件には、購入意欲が高まっている。
〇大型小売店販売は、百貨店は前年割れ、スーパー
は前年を上回ったとみられる。先行きも、現状並み
での推移が予想される。

ころが多いが、非正規社員の時給も上昇しており、
企業の負担は増加している。
大企業に比べて、業績の回復が遅れている中小
企業では、引き続き設備投資に慎重な姿勢の企業
が少なくない。

（2) 電気機械…前年をやや上回って推移
７～９月期の生産は、前年が消費増税に伴う駆け
込み需要の反動減からやや低水準だったこともあり、
前年をやや上回って推移した。
産業向けは、国内での更新需要を中心とした設
備投資を背景に堅調を維持している。電装化が進
む自動車関連は北米向けが順調に推移しており、
電子部品・半導体の需要拡大が続いている。白物
家電等は、８月上旬に猛暑日が続いたものの、追加
生産はなく、生産量は期初の計画通りに留まった。
インバータのルームエアコンは、７月上旬は天候
不順等の影響もあり前年並みとなったが、中旬以降
は気温の高い日が多く、各地で猛暑日も続き、販売
は好調であった。一方、生産では、前年並みの期初
計画をしていたこと、気温が高くなるのが７月中旬
以降と遅れたことなどから、追加生産には結びつか
ず、期初計画通りの生産に留まり、前年並みで推移
した。ただ、販売が好調だったことから、メーカー在
庫や流通在庫が減少しているとみられる。新モデル
の生産が始まる10～12月期から、生産計画が増加
することを期待している。電気冷蔵庫も、猛暑だった
ことから順調に推移した。特に、401リットル以上の

電子部品関係は、中国経済の減速により、スマホ
向けは停滞しているものの、北米向けを中心に自動
車関連部品が引き続き順調に推移している。今後
も環境規制強化への対応に向けた自動車の更なる
電装化の進展が期待される。ただ、フォルクスワー
ゲン問題もあり、自動車関連部品の生産計画が下
方修正される懸念がある。
日本の家電メーカーは競争力の低下を受けて、
国外の事業縮小が続いている。一旦、海外へ進出
した工場等の日本生産回帰については、①新興国
向け生産の再構築、②日本国内の地震リスク、高
額な電気料金、工場等への安全装置等への高額
な投資などを総合的に考慮すると、難しいとみられ
ている。
先行きは、競合や価格下落による収益悪化も懸
念されている。中国経済の減速など不透明感が増
しており、各社が生産計画を下方修正する可能性
が高い。各社とも安定した収益確保が期待できるＢ
toＢ事業へシフトする動きを加速させている。

（3) 輸送機械…前年割れ続く
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続いた。消費増税の影響が一巡した今年
4月以降も、県内の乗用車販売は勢いを欠いた状況
が続いている。内訳をみると、登録車（普通乗用車
＋小型乗用車）は前年水準近くまで戻ってきている
が、軽自動車は前年比2ケタの減少となった。4月か
らの軽自動車税の増税の影響等があり低調に推移
している。
生産動向をみると、完成車メーカーの販売が昨
年は比較的好調だった反動もあり前年割れとなって
いるため、7～9月期の県内生産も引き続き前年を
下回ったとみられる。県内の輸送機械（乗用車のほ
かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、4～6月期が前年比▲21.8％、7月が同▲
4.9％と前年を下回り、生産は低調に推移している。

（4) 鉄鋼…前年を若干下回る
７～９月期の棒鋼の生産は、前年を若干下回った。
首都圏では、ホテルなどの建設は引き続き堅調に推
移しているものの、これまで好調だった大型物流施
設や医療・介護施設の伸びがやや鈍化しており、郊
外型のマンションの回復は遅れている。先行きも、
都内の大型賃貸ビルを含め、竣工予定時期を後ず
れさせる案件が出始めていることなどから、棒鋼の
生産は、現状より弱含みで推移する可能性が高い。
棒鋼の原料であるスクラップの価格が下落してい

る。この要因の一つは、世界最大の粗鋼生産能力を
持つ中国にある。現在、中国の高炉メーカーは、価
格下落が続く鉄鉱石を使って、国内需要を上回る粗
鋼生産を行っており、余剰分を韓国や台湾、ベトナム
など海外への輸出に振り向けている。輸出品の主体
は、精錬をすませ、一定サイズにそろえられたビレット
と呼ばれる半製品で、電炉を持たないメーカーでも、
圧延などを施すだけで、棒鋼の完成品に加工するこ
とができる。これまで韓国などは、不足するスクラッ
プを日本から相当量買い付けていたが、このところ
中国製ビレットの利用を増やしており、これが日本国
内におけるスクラップの余剰感につながっている。
収益面では、引き続き高額な電気料金が電炉

メーカーの経営を圧迫しているものの、スクラップ価
格の下落が先行したため、一時的に収支は改善して
いる。但し、棒鋼の製品価格も徐々に低下しており、
既に相当低い水準まで下がったスクラップ価格との
スプレッドは、今後縮小していく可能性が高い。逆に
スクラップ価格が上げ局面に転じた場合、製品価格
引き上げには時間を要するとみられることから、先行
きの収益は、急激な悪化に転じる可能性がある。
７～９月期の鋳物の生産は、前年を下回った。建設
機械の動きが止まっており、一時、堅調に推移してい
た工作機械でも、企業ごとの業績にバラツキがみら
れるようになっている。先行きも、受注残が減ってい
る企業が多く、年内の生産は引き続き減少基調で

推移する可能性が高い。スクラップ価格に加え、鋳
物用銑鉄の価格も下落傾向にあるものの、電力料
金引き上げに伴う価格転嫁が十分に進まないなか、
逆に製品価格への引き下げ圧力が強まることが懸
念されており、収益面は厳しい状況が続くとみられる。

(5) 建設…前年並みに推移
７～９月期の建設は、公共工事、民間工事ともに
前年並みで推移した。
中国経済の減速などから資材費が、人員の配置

の適正化などから労務費が落ち着いてきたが、その
水準は依然として高い。資材費や労務費には下げ
止まった感がみられ、今後の災害復旧や2020年の
オリンピックなどにより、再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの河川関連の工事が中心で、道路関連の工事は
少ない。

先行きは、受注残に余裕があることから、当面は
堅調に推移するとみられている。一般的に下期は受
注が減少するが、災害復旧や2020年の東京オリン
ピックなどの関連案件の受注を期待している。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、収益が回復してきたこと、足元での資
材費や労務費の上昇が落ち着いてきたことなどか
ら、様子見状態であった民間工事の引き合いにやや
動きがみられる。今までは、工場を修繕、補修、補強
などで繕っていたが、一部に工場のリフォームの動
きがみられるようになってきた。新たに工場を建て直
す場合、建設費が仮に10億円が必要であったもの
が、リフォームだと２～３億円で済むという。かつ、工
場の主要な柱が頑丈であれば十分長期的にも持ち
こたえることができる。
先行きは、収益の回復などから、工場や倉庫、ビル

などの民間工事の引き合いの増加を期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の駆け込み需要の反動減の一巡から、回復の動き
がみられるようになった。
県内建設業者は、一部地域を除いて、建築コスト

の上昇分を販売価格に転嫁できないため、無理し
て供給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物
件に絞り込んで対応しているようだ。また、高齢者の
住宅などで手すりや浴槽、内装などのリフォームの
需要は根強くある。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県における

マンション契約率は、2015年４月57.2％（首都圏
75.5％）、５月57.6％（同71.1％）、６月58.7％（同
78.1％）と首都圏平均を下回っており、かつ好不調
の目安と言われている70％を下回って推移するこ
とが多かった。７月の契約率は82.2％（同83.7％）と
久々に80％を超え、かつ販売戸数も814戸と大きく
増加した。８月の契約率（66.3％）、販売戸数（181
戸）は、ともに低下したが、業界では消費増税に伴う

反動減の影響が一巡し、在庫も減少していることか
ら、本格的な回復への期待が高まっている。
戸建住宅は、見学会等への来場者数は予想以上

であるが、成約率は来場者数と比較すると見劣りが
する。2017年の消費増税前の物件購入のための
下調べ等で、見学会へ来場しているとみられる。
先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、2017年の消費増税を控え
て、優良な物件であれば、購入意欲が高まっている。
県内の建設業者では、大手企業の採用が本格化

した夏以降、複数の内々定を得た学生の辞退が続
いており、計画人数の７割程度しか採用が出来てい
ない企業もある。

(6） 大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、前年を
やや下回ったとみられる。消費増税から1年以上が
経過し、その影響は一巡したが、回復の動きは総じ
て鈍い。大規模商業施設の開業があったことも影
響しているとみられる。
品目別では主力の一般衣料品の動きが鈍い。か

つてはボーナスが出ると、通常の服や雑貨が動いて
いたが、今はボーナスが出ても洋服はあまり動かな
いという。賃上げやボーナスの増加による消費への
影響は、シニア層の顧客が多いため、あまり感じら
れないとするところが多い。
各市町村で発行されたプレミアム付商品券によ

る購入は、食料品等の日用品と、宝飾品・寝具・婦人
服等の比較的高額な商品に2極化しているが、全体
の売上を押し上げるほどではない。また、インバウン
ド消費は増えているものの、全体に占める割合は小
さく売上全体への影響も小さい。
一方、宝飾品、時計、貴金属、ハイエンドブランド
品や美術品等の高額品はコンスタントに売れている。

仏具、茶道具、食器などの金製品を集めた黄金展
の売上が大きく伸びたところもあり、富裕層の消費
は堅調に推移しているようだ。
ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢いを
欠いている。日常品や野菜などの価格が上がってい
るため、価格志向・節約志向が強まり、普段の買い
物はスーパーを利用し特売品を狙う、といった生活
防衛色が強い買い物となっている。消費者の購買
意欲が上がっているとは言えないようだ。
先行きも大きな増加は期待しにくく、現状並みの
売上で推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回った模様だ。消費増税の影響が一巡した4月
以降、前年を上回る月が多く、百貨店に比べ堅調に
推移している。衣料品の売上はやや低調だったが、
主力の食料品が増加した。野菜や肉などの相場高
が売上を押し上げている面があり、消費者の購買意
欲が高まっているわけではないようだ。
むしろ、円安や原材料の高騰を背景に食料品や

身の回り品などの生活必需品が相次いで値上がり
しており、家計は不要不急の支出を抑えるなど、慎
重な買い物姿勢が続いている。中間所得層の節約
意識は強く、これまでより吟味して買い物をするよう
になっている。賃上げやボーナス増で家計の所得は
増えているものの、同時に物価も上昇しており、本
格的な回復には至っていない。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年対比微増での推移が予想される。

●図１ 地域の人口構造変化をもたらす要因

資料：総務省統計局「人口推計」

資料：総務省統計局「人口推計」、内閣府「県民経済計算」

資料：家族関係社会支出の対GDP比はwww.oecd.orgより
　　 合計特殊出生率は「平成27年版少子化社会対策白書」

●図３ 家族関係社会支出の対GDP比の国際比較

●図４ 都道府県の社会増減率と自然増減率

●図５ 社会増減・自然増減と都道府県経済との相関関係

図中の数値は、各指標（都道
府県別・平成20～24年の
平均値）間の相関係数。

●図２ 生涯未婚率と初婚年齢（SMAM※）

(年）
資料：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」
※SMAMは、人口静態統計の年齢別未婚率から計算する結婚年齢
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はじめに
まち・ひと・しごと創生法の施行に伴い、各地方
自治体は、「地方人口ビジョン」及び「地方版総合
戦略」の平成27年度中の策定に取り組んでいる。
国が示す政策の基本方向としては、
「地方における安定した雇用を創出する」
「地方への新しい人の流れをつくる」
「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」
「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
とともに、地域と地域を連携する」ことが例示され
ている。
こうした方向性に対応する施策や事業は、地方
自治体の総合振興計画との対応も考えると、多岐
にわたるものと考えられる。
他方、政策を検討するに当たっての原則として、

地方において、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」
が「しごと」を呼び込む「好循環」を確立することで、
地方への新たな人の流れを生み出すとともに、そ
の「好循環」を支える「まち」に活力を取り戻すこと
に取り組むこととしている。本稿では、こうした観点
から、雇用と移動を中心に地方創生のための方策
を検討してみたい。

総人口の減少要因
まず、「ひと」に関して、人口増加に向けた諸課
題を考えるにあたり、地域の人口構造変化をもたら

す要因を示した。（図１）

少子・高齢化が言われて久しいが、人口減少の
時代となって、生産年齢人口の減少が強く意識さ
れるようになった。なかでも出産適齢期の女性の
減少は、出生数の減少に直接的につながるが、子
どもをもうける世代の減少は彼らの出生時点で既
に定まっていることから、出生率の上昇に期待する
よりほかない。しかし現実は、出生率の低迷、晩婚
化の進展、生涯未婚率の上昇が出生数の減少を
さらに促進している。
政府は、国民の希望が実現した場合の出生率

（国民希望出生率）を1.8としているが、果たして実
現性は如何なものだろうか。合計特殊出生率は
1985年以降の30年間、1.8を超えたことはない。
平成２（1990）年の1.57ショックを契機に子育て
支援に取り組んできたが、平成26（2014）年でも
1.42と低位にとどまったままである。また、生涯未
婚率も近年は上昇スピードが高まっており、初婚年
齢も上昇している。（図２）
こうした現実を見る限り、出生率の低迷は、個人

個人の選択の結果であり、ライフスタイルとなって
いる感がある。

出生率の低迷、ひいては少子化の原因について
は国も理解しているようで、平成27年版少子化社
会対策白書には次のような記述がある。『我が国は、
欧州諸国に比べて現金給付、現物給付を通じた家
族政策全体の財政的な規模が小さいことが指摘さ
れている。国民負担率などの違いもあり単純に比
較はできないが、家族関係社会支出の対GDP比
をみると、我が国は、1.32％（2012年度）となって
おり、フランスやスウェーデンなどの欧州諸国と比
べておよそ４割程度となっている。』家庭の経済的
な支援は避けて通れない問題と言える。（図３）

地域における人口構造変化の要因
出生率が低迷する背景を鑑みると、地方が出生

率の向上に与え得る力には限りがあり、定住や転
入の促進といった社会移動の吸収に力を入れざる

を得ないと思われる。そこで次に、「ひと」の移動と
「しごと」の関係を、社会増減・自然増減と地域経
済の関係で見ることにする。
各都道府県の社会増減率と自然増減率の平成

20～24年の平均値をプロットすると、社会増減率と
自然増減率の関係は右肩上がりとなり、両者の相
関係数（－1～1の値で絶対値が１に近いほど関連
性が強い）は0.74の強い相関が認められる。（図４）

社会増減率と自然増減率に加え、県内総生産
（実質）、生産性（県内総生産÷就業者数）、生活水
準（県内総生産÷人口）の平成20～24年の平均
値がどのような相関関係にあるかを見ると、県内
総生産と社会増減率の相関係数は0.64、自然増
減率とは0.44、生産性と社会増減率の相関係数
は0.56、自然増減率とは0.39となっている。人の
移動は、地域の経済規模に引き寄せられる傾向が
あるようだ。（図５）
生活水準との相関はそれより低いが、収入を得

る人が多ければそれだけ生活水準が高まることか

ら、生活水準と就業率の相関係数は0.72と高い。
地域の生活水準を高めるには、雇用の増大とそれ
を吸収するだけの生産性の向上に取り組まなけれ
ばならない。
また、就業に関する指標として、育児をしている
者の有業率（平成24年就業構造基本調査）と合
計特殊出生率（平成20～24年人口動態保健所・
市区町村別統計）の関係を見ると、相関係数は
0.50で中程度の相関があった。職業を得られるか
どうかは、育児をするうえで重要な環境要因と言え
そうである。
これらを総合すると、社会増減率、自然増減率と

も高い地域は、雇用があり生活しやすい。生産性が
高く賃金の良い仕事があれば、結婚しやすく子ども
をもうけやすい。こうした地域では、さらに社会増と
自然増につながる好循環ができていると言えよう。

産業構造要因より地域特殊要因
続いて、「しごと」については、都道府県別の従
業者数の増減について見ることにする。
平成24年の経済センサスでは、平成21年と比
較して全国の従業者数は▲8.45％と減少した。全
ての都道府県で減少しているが、全国を上回る減
少となる地域があれば、それほど減少していない地
域もある。こうした地域間の差は、成長産業と停滞
産業の従業者の割合が地域によって異なるなどの
産業構成の違いによって生じる「産業構造要因」と、
産業の集積効果など地域特有の事情によって各産
業の成長率が全国の水準と異なるなどの「地域特

地域経済の底上げには雇用吸収と成
長維持が必要
地域特殊要因のばらつきが大きいことは、産業
活性化に向けた地域の努力によって地域間の差が
生じやすいということでもある。では、何をターゲッ
トに対応策を検討するべきなのだろうか。国民経済
計算から、国内総生産（実質）と就業者数を、平成６
（1994）年を100として、縦軸に国内総生産、横軸
に就業者数を産業別に平成24（2012）年までプ
ロットすることで、産業別の成長過程を把握できる。
右に行くほど雇用が増大し、１対１のラインより上に
行けば生産性が向上していることになる。（図７）
製造業は、就業者数では減少傾向にあるが、国

内総生産は増加しており、生産性が向上している。
これは、製造業がグローバルな競争にさらされてい
ることが大きく影響していると考えられる。
情報通信業は、就業者数、国内総生産とも増加

し、生産性が高まるという成長産業の様相を呈して
いる。ただし、平成24年経済センサスから従業者数
の特化係数（地域のある産業が全国の構成比に比
べてどれだけ特化しているかを見る指標）を算出し
てみると、１（全国と同じ構成比）を上回るのは東京
都、神奈川県、大阪府のみで、なかでも東京都が突
出しており、立地に偏りの強い産業でもある。
これに対して、サービス業（経済センサスの分類と

は異なるが、表１のＬ～Ｒに概ね相当）は、就業者数、
国内総生産とも増加しているものの、生産性は向上
していない。しかし、サービス業の就業者数は、全国
では全産業の34.3％、埼玉県では31.5％を占めて
いる（平成24年国民経済計算・県民経済計算）。
サービス業はその特性である「同時性（提供と同時
に消滅する）」から、比較的狭いエリアでの競争環境
となりやすい。労働吸収力が高い反面、経営体制が
脆弱な場合も多く、経営改善にはなかなか意識が向
きにくい。このような分野における生産性の向上は、
地域経済の底上げに大きく貢献すると考えられる。
なお、生産性は、付加価値額を労働投入量（労
働時間あるいは労働者数）で除すことであり、その
向上には、付加価値額の増大を図ることと、労働投
入量を減らして生産効率を向上させる方法がある。
しかし、生産効率向上のために人減らしが進むので
は本末転倒であって、サービス業のもう一つの基本
特性である「無形性（行為、機能、情報等の形を持
たないもの）」という特性を活かし、洗練された味や
技術、おもてなしなど、そこでしか得られないサービ
スや顧客からの信頼によって付加価値の増大を図
り、雇用の吸収につなげることが肝要である。

定住の促進と豊かな地域社会の実現に向けて
平成14～24年の10年間に人口増加が続いた

のは、埼玉、東京、神奈川、滋賀、沖縄の５都県の
みであった。この間の埼玉、東京、神奈川の人口増
加の年率平均は0.5％、同じく生産性の増加率は
1.0％、生活水準の増加率は0.4％である。年率
１％であっても10年経てば10.5％の増加になる。
地道な積み重ねが大きな差となって地域の魅力に
反映されることだろう。そうであるならば、経営改
善に効果的な施策の重要性はますます高くなる。
埼玉県においても、商工会・商工会議所等の地域
の経営支援団体と一体となって、サービス産業を
はじめとした地域産業の生産性向上にさらに取り
組むことが、定住の促進とより豊かな地域社会の
実現につながるのではないかと考える。

本年度の地域研究レポートは、「地方創生」を
統一テーマに、地方創生にかかわる事象を取り
上げ、埼玉県、県内市町村の取り組むべき課題
を提示していく。

「しごと」と「ひと」の好循環をつくる
～地道な成長支援で地域経済の底上げを～

地方創生シリーズ 殊要因」に分解することができる。このような増減
要因の分解手法を「シフト・シェア分析」という。
埼玉県の従業者数の減少率は▲7.76％であっ

た。全国の▲8.45％との差0.69％を要因別に見る
と、産業構造要因が▲0.16％、地域特殊要因が
0.85％となっている。産業別では「Ｅ 製造業」「Ｒ 
サービス業」「Ｐ 医療，福祉」の増加率が高く、「Ｍ 
宿泊業，飲食サービス業」「Ｉ 卸売業，小売業」「Ｊ 
金融業，保険業」がそれに続いている。（表１）
ほとんどの都道府県では、地域特殊要因の方が
産業構造要因よりも雇用に与える影響力が大きく
なっている。産業構造要因の都道府県平均は▲
0.07％、標準偏差は0.21、地域特殊要因の平均
は▲0.63％、標準偏差は1.76となっており、地域
特殊要因の方がばらつきが大きい。（図６）

わが国経済は、このところ一部に鈍い動きもみら
れるが、緩やかな回復基調が続いている。個人消費
は総じてみれば底堅い動き、生産はこのところ横ば
い、企業収益は改善しており、雇用情勢は改善傾向
にある。先行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続
くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復
していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は緩やかに持ち直し、先行きは
横ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が建設、曇が電気
機械、輸送機械、大型小売店、小雨が一般機械、鉄
鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、わずかながらも前年を上回っ
た模様である。先行きは、現状より弱含みで推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや上回った。産業向
けや北米向けの自動車関連が引き続き順調だった。
先行きは、中国経済の減速から不透明感が増して
いる。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、一部の車種を国内生産に切り替え
る動きがあり、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を若干下回った。先行きも、現
状より弱含みで推移する可能性が高い。
○建設は、公共工事、民間工事ともに前年並みで推
移。先行きは、受注残に余裕があることから、当面
は順調に推移すると見込まれる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が充分なことから堅

（1) 一般機械…わずかに前年を上回る
７～９月期の一般機械の生産は、わずかながらも
前年を上回った模様である。発電用タービンや歯車
などの汎用機械は比較的底堅く推移したものの、マ
シニングセンタなどの工作機械は、伸び率が若干鈍
化した。中国など海外経済減速の影響を受けて、油
圧ショベルをはじめとする建設機械は、依然として
大幅に落ち込んでいる。
為替の円安基調などもあって、金型などの一部で
海外から仕事が戻る例がみられるものの、まだ本格
的な動きにはつながっていないようだ。
先行きの一般機械の生産は、現状より弱含みで
推移するとみられる。液晶などスマホ関連部品が動
き始めることを期待する声が聞かれたものの、もの
づくり補助金の効果が一巡してきたこともあり、足元
では工作機械受注額の伸びが一服している。中国
経済の減速を受けて、ロボットなど建設機械以外で
も輸出の伸びが鈍化するケースがみられ、景気の
先行きに不透明感が強まっている。
団塊の世代が65歳を超え、本格的にリタイアし
始めたこともあって、人を採用したいという企業が
増えている。しかし、工業高校の新規学卒者の数を、
企業の求人数が大幅に上回るような状況にあり、待
遇面などで劣る中小企業では新卒者の採用は難し
くなっている。パート・アルバイトなどでカバーすると

大型タイプが好調であった。
一方、薄型テレビは、販売単価の下落基調を伴い

ながら、消費増税の反動減が一巡した後も、前年を
下回る動きが続いている。ただ、フルハイビジョンの
約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買替需要が拡
大しており、前年比で大幅に増加している。生産数
量が薄型テレビの１割強と増加してきており、中国か
らの低価格製品による価格の低下が懸念される。ま
た、４Ｋテレビの本格的な普及には、コンテンツ（テレ
ビ番組など）が未だ少なく、時間がかかりそうである。

先行きは、足元の販売の動きが鈍いこともあり、
県内の販売台数はやや低調に推移するとみられる。
生産については、販売台数の動きを受けて弱い動
きとなるものの、これまで海外で生産していた一部
の車種を国内生産に切り替える動きがあり、徐々に
持ち直していくと予想される。
トラック関連：トラックは7～9月期も高水準の生産
が続いたようだ。震災の復興需要や都市部の再開
発需要、2020年の東京オリンピック関連の建設需
要などで国内販売が好調だった。
国内販売は、先行きも底堅く推移するだろう。建
設需要が旺盛で国内のトラック需要は堅調に推移
すると見込まれる。一方、海外では原油をはじめと
する資源安や中国経済の減速等の影響で、資源開
発が低迷するなど減少が続くとみられる。
海外の落ち込みを国内の増加がカバーし、先行

きも生産は高水準での推移が続くだろう。
部品メーカー：7～9月期の生産は、トラック部品メー
カーでは、好調な国内販売を受けて工場のフル稼
働が続いたところがあるなど高水準の生産が続い
たようだ。このため人手が不足気味で、時給を上げ
ても派遣社員やパートタイムの採用が難しくなった
との声もあった。一方、乗用車部品メーカーの生産
は、完成車メ－カーの生産が低調なため、前年を下
回ったとみられる。
先行きは、乗用車の生産が弱い動きとなるため、
部品メーカー全体としては弱含みでの推移が予想
される。

調に推移すると見込まれる。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。一部
で工場のリフォームなどの動きがみられる。先行き
は、収益の回復などから、民間工事の引き合いの
増加を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、回復の動きがみられ
た。先行きは、2017年の消費増税を控えて優良な
物件には、購入意欲が高まっている。
〇大型小売店販売は、百貨店は前年割れ、スーパー
は前年を上回ったとみられる。先行きも、現状並み
での推移が予想される。

ころが多いが、非正規社員の時給も上昇しており、
企業の負担は増加している。
大企業に比べて、業績の回復が遅れている中小
企業では、引き続き設備投資に慎重な姿勢の企業
が少なくない。

（2) 電気機械…前年をやや上回って推移
７～９月期の生産は、前年が消費増税に伴う駆け
込み需要の反動減からやや低水準だったこともあり、
前年をやや上回って推移した。
産業向けは、国内での更新需要を中心とした設
備投資を背景に堅調を維持している。電装化が進
む自動車関連は北米向けが順調に推移しており、
電子部品・半導体の需要拡大が続いている。白物
家電等は、８月上旬に猛暑日が続いたものの、追加
生産はなく、生産量は期初の計画通りに留まった。
インバータのルームエアコンは、７月上旬は天候
不順等の影響もあり前年並みとなったが、中旬以降
は気温の高い日が多く、各地で猛暑日も続き、販売
は好調であった。一方、生産では、前年並みの期初
計画をしていたこと、気温が高くなるのが７月中旬
以降と遅れたことなどから、追加生産には結びつか
ず、期初計画通りの生産に留まり、前年並みで推移
した。ただ、販売が好調だったことから、メーカー在
庫や流通在庫が減少しているとみられる。新モデル
の生産が始まる10～12月期から、生産計画が増加
することを期待している。電気冷蔵庫も、猛暑だった
ことから順調に推移した。特に、401リットル以上の

電子部品関係は、中国経済の減速により、スマホ
向けは停滞しているものの、北米向けを中心に自動
車関連部品が引き続き順調に推移している。今後
も環境規制強化への対応に向けた自動車の更なる
電装化の進展が期待される。ただ、フォルクスワー
ゲン問題もあり、自動車関連部品の生産計画が下
方修正される懸念がある。
日本の家電メーカーは競争力の低下を受けて、
国外の事業縮小が続いている。一旦、海外へ進出
した工場等の日本生産回帰については、①新興国
向け生産の再構築、②日本国内の地震リスク、高
額な電気料金、工場等への安全装置等への高額
な投資などを総合的に考慮すると、難しいとみられ
ている。
先行きは、競合や価格下落による収益悪化も懸
念されている。中国経済の減速など不透明感が増
しており、各社が生産計画を下方修正する可能性
が高い。各社とも安定した収益確保が期待できるＢ
toＢ事業へシフトする動きを加速させている。

（3) 輸送機械…前年割れ続く
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続いた。消費増税の影響が一巡した今年
4月以降も、県内の乗用車販売は勢いを欠いた状況
が続いている。内訳をみると、登録車（普通乗用車
＋小型乗用車）は前年水準近くまで戻ってきている
が、軽自動車は前年比2ケタの減少となった。4月か
らの軽自動車税の増税の影響等があり低調に推移
している。
生産動向をみると、完成車メーカーの販売が昨
年は比較的好調だった反動もあり前年割れとなって
いるため、7～9月期の県内生産も引き続き前年を
下回ったとみられる。県内の輸送機械（乗用車のほ
かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、4～6月期が前年比▲21.8％、7月が同▲
4.9％と前年を下回り、生産は低調に推移している。

（4) 鉄鋼…前年を若干下回る
７～９月期の棒鋼の生産は、前年を若干下回った。
首都圏では、ホテルなどの建設は引き続き堅調に推
移しているものの、これまで好調だった大型物流施
設や医療・介護施設の伸びがやや鈍化しており、郊
外型のマンションの回復は遅れている。先行きも、
都内の大型賃貸ビルを含め、竣工予定時期を後ず
れさせる案件が出始めていることなどから、棒鋼の
生産は、現状より弱含みで推移する可能性が高い。
棒鋼の原料であるスクラップの価格が下落してい

る。この要因の一つは、世界最大の粗鋼生産能力を
持つ中国にある。現在、中国の高炉メーカーは、価
格下落が続く鉄鉱石を使って、国内需要を上回る粗
鋼生産を行っており、余剰分を韓国や台湾、ベトナム
など海外への輸出に振り向けている。輸出品の主体
は、精錬をすませ、一定サイズにそろえられたビレット
と呼ばれる半製品で、電炉を持たないメーカーでも、
圧延などを施すだけで、棒鋼の完成品に加工するこ
とができる。これまで韓国などは、不足するスクラッ
プを日本から相当量買い付けていたが、このところ
中国製ビレットの利用を増やしており、これが日本国
内におけるスクラップの余剰感につながっている。
収益面では、引き続き高額な電気料金が電炉

メーカーの経営を圧迫しているものの、スクラップ価
格の下落が先行したため、一時的に収支は改善して
いる。但し、棒鋼の製品価格も徐々に低下しており、
既に相当低い水準まで下がったスクラップ価格との
スプレッドは、今後縮小していく可能性が高い。逆に
スクラップ価格が上げ局面に転じた場合、製品価格
引き上げには時間を要するとみられることから、先行
きの収益は、急激な悪化に転じる可能性がある。
７～９月期の鋳物の生産は、前年を下回った。建設
機械の動きが止まっており、一時、堅調に推移してい
た工作機械でも、企業ごとの業績にバラツキがみら
れるようになっている。先行きも、受注残が減ってい
る企業が多く、年内の生産は引き続き減少基調で

推移する可能性が高い。スクラップ価格に加え、鋳
物用銑鉄の価格も下落傾向にあるものの、電力料
金引き上げに伴う価格転嫁が十分に進まないなか、
逆に製品価格への引き下げ圧力が強まることが懸
念されており、収益面は厳しい状況が続くとみられる。

(5) 建設…前年並みに推移
７～９月期の建設は、公共工事、民間工事ともに
前年並みで推移した。
中国経済の減速などから資材費が、人員の配置

の適正化などから労務費が落ち着いてきたが、その
水準は依然として高い。資材費や労務費には下げ
止まった感がみられ、今後の災害復旧や2020年の
オリンピックなどにより、再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの河川関連の工事が中心で、道路関連の工事は
少ない。

先行きは、受注残に余裕があることから、当面は
堅調に推移するとみられている。一般的に下期は受
注が減少するが、災害復旧や2020年の東京オリン
ピックなどの関連案件の受注を期待している。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、収益が回復してきたこと、足元での資
材費や労務費の上昇が落ち着いてきたことなどか
ら、様子見状態であった民間工事の引き合いにやや
動きがみられる。今までは、工場を修繕、補修、補強
などで繕っていたが、一部に工場のリフォームの動
きがみられるようになってきた。新たに工場を建て直
す場合、建設費が仮に10億円が必要であったもの
が、リフォームだと２～３億円で済むという。かつ、工
場の主要な柱が頑丈であれば十分長期的にも持ち
こたえることができる。
先行きは、収益の回復などから、工場や倉庫、ビル

などの民間工事の引き合いの増加を期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の駆け込み需要の反動減の一巡から、回復の動き
がみられるようになった。
県内建設業者は、一部地域を除いて、建築コスト

の上昇分を販売価格に転嫁できないため、無理し
て供給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物
件に絞り込んで対応しているようだ。また、高齢者の
住宅などで手すりや浴槽、内装などのリフォームの
需要は根強くある。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県における

マンション契約率は、2015年４月57.2％（首都圏
75.5％）、５月57.6％（同71.1％）、６月58.7％（同
78.1％）と首都圏平均を下回っており、かつ好不調
の目安と言われている70％を下回って推移するこ
とが多かった。７月の契約率は82.2％（同83.7％）と
久々に80％を超え、かつ販売戸数も814戸と大きく
増加した。８月の契約率（66.3％）、販売戸数（181
戸）は、ともに低下したが、業界では消費増税に伴う

反動減の影響が一巡し、在庫も減少していることか
ら、本格的な回復への期待が高まっている。
戸建住宅は、見学会等への来場者数は予想以上

であるが、成約率は来場者数と比較すると見劣りが
する。2017年の消費増税前の物件購入のための
下調べ等で、見学会へ来場しているとみられる。
先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、2017年の消費増税を控え
て、優良な物件であれば、購入意欲が高まっている。
県内の建設業者では、大手企業の採用が本格化

した夏以降、複数の内々定を得た学生の辞退が続
いており、計画人数の７割程度しか採用が出来てい
ない企業もある。

(6） 大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、前年を
やや下回ったとみられる。消費増税から1年以上が
経過し、その影響は一巡したが、回復の動きは総じ
て鈍い。大規模商業施設の開業があったことも影
響しているとみられる。
品目別では主力の一般衣料品の動きが鈍い。か

つてはボーナスが出ると、通常の服や雑貨が動いて
いたが、今はボーナスが出ても洋服はあまり動かな
いという。賃上げやボーナスの増加による消費への
影響は、シニア層の顧客が多いため、あまり感じら
れないとするところが多い。
各市町村で発行されたプレミアム付商品券によ

る購入は、食料品等の日用品と、宝飾品・寝具・婦人
服等の比較的高額な商品に2極化しているが、全体
の売上を押し上げるほどではない。また、インバウン
ド消費は増えているものの、全体に占める割合は小
さく売上全体への影響も小さい。
一方、宝飾品、時計、貴金属、ハイエンドブランド
品や美術品等の高額品はコンスタントに売れている。

仏具、茶道具、食器などの金製品を集めた黄金展
の売上が大きく伸びたところもあり、富裕層の消費
は堅調に推移しているようだ。
ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢いを
欠いている。日常品や野菜などの価格が上がってい
るため、価格志向・節約志向が強まり、普段の買い
物はスーパーを利用し特売品を狙う、といった生活
防衛色が強い買い物となっている。消費者の購買
意欲が上がっているとは言えないようだ。
先行きも大きな増加は期待しにくく、現状並みの
売上で推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回った模様だ。消費増税の影響が一巡した4月
以降、前年を上回る月が多く、百貨店に比べ堅調に
推移している。衣料品の売上はやや低調だったが、
主力の食料品が増加した。野菜や肉などの相場高
が売上を押し上げている面があり、消費者の購買意
欲が高まっているわけではないようだ。
むしろ、円安や原材料の高騰を背景に食料品や

身の回り品などの生活必需品が相次いで値上がり
しており、家計は不要不急の支出を抑えるなど、慎
重な買い物姿勢が続いている。中間所得層の節約
意識は強く、これまでより吟味して買い物をするよう
になっている。賃上げやボーナス増で家計の所得は
増えているものの、同時に物価も上昇しており、本
格的な回復には至っていない。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年対比微増での推移が予想される。

●図１ 地域の人口構造変化をもたらす要因

資料：総務省統計局「人口推計」

資料：総務省統計局「人口推計」、内閣府「県民経済計算」

資料：家族関係社会支出の対GDP比はwww.oecd.orgより
　　 合計特殊出生率は「平成27年版少子化社会対策白書」

●図３ 家族関係社会支出の対GDP比の国際比較

●図４ 都道府県の社会増減率と自然増減率

●図５ 社会増減・自然増減と都道府県経済との相関関係

図中の数値は、各指標（都道
府県別・平成20～24年の
平均値）間の相関係数。

●図２ 生涯未婚率と初婚年齢（SMAM※）

(年）
資料：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」
※SMAMは、人口静態統計の年齢別未婚率から計算する結婚年齢
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はじめに
まち・ひと・しごと創生法の施行に伴い、各地方
自治体は、「地方人口ビジョン」及び「地方版総合
戦略」の平成27年度中の策定に取り組んでいる。
国が示す政策の基本方向としては、
「地方における安定した雇用を創出する」
「地方への新しい人の流れをつくる」
「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」
「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
とともに、地域と地域を連携する」ことが例示され
ている。
こうした方向性に対応する施策や事業は、地方
自治体の総合振興計画との対応も考えると、多岐
にわたるものと考えられる。
他方、政策を検討するに当たっての原則として、
地方において、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」
が「しごと」を呼び込む「好循環」を確立することで、
地方への新たな人の流れを生み出すとともに、そ
の「好循環」を支える「まち」に活力を取り戻すこと
に取り組むこととしている。本稿では、こうした観点
から、雇用と移動を中心に地方創生のための方策
を検討してみたい。

総人口の減少要因
まず、「ひと」に関して、人口増加に向けた諸課
題を考えるにあたり、地域の人口構造変化をもたら

す要因を示した。（図１）

少子・高齢化が言われて久しいが、人口減少の
時代となって、生産年齢人口の減少が強く意識さ
れるようになった。なかでも出産適齢期の女性の
減少は、出生数の減少に直接的につながるが、子
どもをもうける世代の減少は彼らの出生時点で既
に定まっていることから、出生率の上昇に期待する
よりほかない。しかし現実は、出生率の低迷、晩婚
化の進展、生涯未婚率の上昇が出生数の減少を
さらに促進している。
政府は、国民の希望が実現した場合の出生率

（国民希望出生率）を1.8としているが、果たして実
現性は如何なものだろうか。合計特殊出生率は
1985年以降の30年間、1.8を超えたことはない。
平成２（1990）年の1.57ショックを契機に子育て
支援に取り組んできたが、平成26（2014）年でも
1.42と低位にとどまったままである。また、生涯未
婚率も近年は上昇スピードが高まっており、初婚年
齢も上昇している。（図２）
こうした現実を見る限り、出生率の低迷は、個人

個人の選択の結果であり、ライフスタイルとなって
いる感がある。

出生率の低迷、ひいては少子化の原因について
は国も理解しているようで、平成27年版少子化社
会対策白書には次のような記述がある。『我が国は、
欧州諸国に比べて現金給付、現物給付を通じた家
族政策全体の財政的な規模が小さいことが指摘さ
れている。国民負担率などの違いもあり単純に比
較はできないが、家族関係社会支出の対GDP比
をみると、我が国は、1.32％（2012年度）となって
おり、フランスやスウェーデンなどの欧州諸国と比
べておよそ４割程度となっている。』家庭の経済的
な支援は避けて通れない問題と言える。（図３）

地域における人口構造変化の要因
出生率が低迷する背景を鑑みると、地方が出生

率の向上に与え得る力には限りがあり、定住や転
入の促進といった社会移動の吸収に力を入れざる

を得ないと思われる。そこで次に、「ひと」の移動と
「しごと」の関係を、社会増減・自然増減と地域経
済の関係で見ることにする。
各都道府県の社会増減率と自然増減率の平成

20～24年の平均値をプロットすると、社会増減率と
自然増減率の関係は右肩上がりとなり、両者の相
関係数（－1～1の値で絶対値が１に近いほど関連
性が強い）は0.74の強い相関が認められる。（図４）

社会増減率と自然増減率に加え、県内総生産
（実質）、生産性（県内総生産÷就業者数）、生活水
準（県内総生産÷人口）の平成20～24年の平均
値がどのような相関関係にあるかを見ると、県内
総生産と社会増減率の相関係数は0.64、自然増
減率とは0.44、生産性と社会増減率の相関係数
は0.56、自然増減率とは0.39となっている。人の
移動は、地域の経済規模に引き寄せられる傾向が
あるようだ。（図５）
生活水準との相関はそれより低いが、収入を得

る人が多ければそれだけ生活水準が高まることか

ら、生活水準と就業率の相関係数は0.72と高い。
地域の生活水準を高めるには、雇用の増大とそれ
を吸収するだけの生産性の向上に取り組まなけれ
ばならない。
また、就業に関する指標として、育児をしている
者の有業率（平成24年就業構造基本調査）と合
計特殊出生率（平成20～24年人口動態保健所・
市区町村別統計）の関係を見ると、相関係数は
0.50で中程度の相関があった。職業を得られるか
どうかは、育児をするうえで重要な環境要因と言え
そうである。
これらを総合すると、社会増減率、自然増減率と

も高い地域は、雇用があり生活しやすい。生産性が
高く賃金の良い仕事があれば、結婚しやすく子ども
をもうけやすい。こうした地域では、さらに社会増と
自然増につながる好循環ができていると言えよう。

産業構造要因より地域特殊要因
続いて、「しごと」については、都道府県別の従

業者数の増減について見ることにする。
平成24年の経済センサスでは、平成21年と比

較して全国の従業者数は▲8.45％と減少した。全
ての都道府県で減少しているが、全国を上回る減
少となる地域があれば、それほど減少していない地
域もある。こうした地域間の差は、成長産業と停滞
産業の従業者の割合が地域によって異なるなどの
産業構成の違いによって生じる「産業構造要因」と、
産業の集積効果など地域特有の事情によって各産
業の成長率が全国の水準と異なるなどの「地域特

地域経済の底上げには雇用吸収と成
長維持が必要
地域特殊要因のばらつきが大きいことは、産業

活性化に向けた地域の努力によって地域間の差が
生じやすいということでもある。では、何をターゲッ
トに対応策を検討するべきなのだろうか。国民経済
計算から、国内総生産（実質）と就業者数を、平成６
（1994）年を100として、縦軸に国内総生産、横軸
に就業者数を産業別に平成24（2012）年までプ
ロットすることで、産業別の成長過程を把握できる。
右に行くほど雇用が増大し、１対１のラインより上に
行けば生産性が向上していることになる。（図７）
製造業は、就業者数では減少傾向にあるが、国

内総生産は増加しており、生産性が向上している。
これは、製造業がグローバルな競争にさらされてい
ることが大きく影響していると考えられる。
情報通信業は、就業者数、国内総生産とも増加

し、生産性が高まるという成長産業の様相を呈して
いる。ただし、平成24年経済センサスから従業者数
の特化係数（地域のある産業が全国の構成比に比
べてどれだけ特化しているかを見る指標）を算出し
てみると、１（全国と同じ構成比）を上回るのは東京
都、神奈川県、大阪府のみで、なかでも東京都が突
出しており、立地に偏りの強い産業でもある。
これに対して、サービス業（経済センサスの分類と

は異なるが、表１のＬ～Ｒに概ね相当）は、就業者数、
国内総生産とも増加しているものの、生産性は向上
していない。しかし、サービス業の就業者数は、全国
では全産業の34.3％、埼玉県では31.5％を占めて
いる（平成24年国民経済計算・県民経済計算）。
サービス業はその特性である「同時性（提供と同時
に消滅する）」から、比較的狭いエリアでの競争環境
となりやすい。労働吸収力が高い反面、経営体制が
脆弱な場合も多く、経営改善にはなかなか意識が向
きにくい。このような分野における生産性の向上は、
地域経済の底上げに大きく貢献すると考えられる。
なお、生産性は、付加価値額を労働投入量（労
働時間あるいは労働者数）で除すことであり、その
向上には、付加価値額の増大を図ることと、労働投
入量を減らして生産効率を向上させる方法がある。
しかし、生産効率向上のために人減らしが進むので
は本末転倒であって、サービス業のもう一つの基本
特性である「無形性（行為、機能、情報等の形を持
たないもの）」という特性を活かし、洗練された味や
技術、おもてなしなど、そこでしか得られないサービ
スや顧客からの信頼によって付加価値の増大を図
り、雇用の吸収につなげることが肝要である。

定住の促進と豊かな地域社会の実現に向けて
平成14～24年の10年間に人口増加が続いた

のは、埼玉、東京、神奈川、滋賀、沖縄の５都県の
みであった。この間の埼玉、東京、神奈川の人口増
加の年率平均は0.5％、同じく生産性の増加率は
1.0％、生活水準の増加率は0.4％である。年率
１％であっても10年経てば10.5％の増加になる。
地道な積み重ねが大きな差となって地域の魅力に
反映されることだろう。そうであるならば、経営改
善に効果的な施策の重要性はますます高くなる。
埼玉県においても、商工会・商工会議所等の地域
の経営支援団体と一体となって、サービス産業を
はじめとした地域産業の生産性向上にさらに取り
組むことが、定住の促進とより豊かな地域社会の
実現につながるのではないかと考える。

殊要因」に分解することができる。このような増減
要因の分解手法を「シフト・シェア分析」という。
埼玉県の従業者数の減少率は▲7.76％であっ

た。全国の▲8.45％との差0.69％を要因別に見る
と、産業構造要因が▲0.16％、地域特殊要因が
0.85％となっている。産業別では「Ｅ 製造業」「Ｒ 
サービス業」「Ｐ 医療，福祉」の増加率が高く、「Ｍ 
宿泊業，飲食サービス業」「Ｉ 卸売業，小売業」「Ｊ 
金融業，保険業」がそれに続いている。（表１）
ほとんどの都道府県では、地域特殊要因の方が
産業構造要因よりも雇用に与える影響力が大きく
なっている。産業構造要因の都道府県平均は▲
0.07％、標準偏差は0.21、地域特殊要因の平均
は▲0.63％、標準偏差は1.76となっており、地域
特殊要因の方がばらつきが大きい。（図６）

わが国経済は、このところ一部に鈍い動きもみら
れるが、緩やかな回復基調が続いている。個人消費
は総じてみれば底堅い動き、生産はこのところ横ば
い、企業収益は改善しており、雇用情勢は改善傾向
にある。先行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続
くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復
していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は緩やかに持ち直し、先行きは
横ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が建設、曇が電気
機械、輸送機械、大型小売店、小雨が一般機械、鉄
鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、わずかながらも前年を上回っ
た模様である。先行きは、現状より弱含みで推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや上回った。産業向
けや北米向けの自動車関連が引き続き順調だった。
先行きは、中国経済の減速から不透明感が増して
いる。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、一部の車種を国内生産に切り替え
る動きがあり、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を若干下回った。先行きも、現
状より弱含みで推移する可能性が高い。
○建設は、公共工事、民間工事ともに前年並みで推
移。先行きは、受注残に余裕があることから、当面
は順調に推移すると見込まれる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が充分なことから堅

（1) 一般機械…わずかに前年を上回る
７～９月期の一般機械の生産は、わずかながらも
前年を上回った模様である。発電用タービンや歯車
などの汎用機械は比較的底堅く推移したものの、マ
シニングセンタなどの工作機械は、伸び率が若干鈍
化した。中国など海外経済減速の影響を受けて、油
圧ショベルをはじめとする建設機械は、依然として
大幅に落ち込んでいる。
為替の円安基調などもあって、金型などの一部で
海外から仕事が戻る例がみられるものの、まだ本格
的な動きにはつながっていないようだ。
先行きの一般機械の生産は、現状より弱含みで
推移するとみられる。液晶などスマホ関連部品が動
き始めることを期待する声が聞かれたものの、もの
づくり補助金の効果が一巡してきたこともあり、足元
では工作機械受注額の伸びが一服している。中国
経済の減速を受けて、ロボットなど建設機械以外で
も輸出の伸びが鈍化するケースがみられ、景気の
先行きに不透明感が強まっている。
団塊の世代が65歳を超え、本格的にリタイアし
始めたこともあって、人を採用したいという企業が
増えている。しかし、工業高校の新規学卒者の数を、
企業の求人数が大幅に上回るような状況にあり、待
遇面などで劣る中小企業では新卒者の採用は難し
くなっている。パート・アルバイトなどでカバーすると

大型タイプが好調であった。
一方、薄型テレビは、販売単価の下落基調を伴い

ながら、消費増税の反動減が一巡した後も、前年を
下回る動きが続いている。ただ、フルハイビジョンの
約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買替需要が拡
大しており、前年比で大幅に増加している。生産数
量が薄型テレビの１割強と増加してきており、中国か
らの低価格製品による価格の低下が懸念される。ま
た、４Ｋテレビの本格的な普及には、コンテンツ（テレ
ビ番組など）が未だ少なく、時間がかかりそうである。

先行きは、足元の販売の動きが鈍いこともあり、
県内の販売台数はやや低調に推移するとみられる。
生産については、販売台数の動きを受けて弱い動
きとなるものの、これまで海外で生産していた一部
の車種を国内生産に切り替える動きがあり、徐々に
持ち直していくと予想される。
トラック関連：トラックは7～9月期も高水準の生産
が続いたようだ。震災の復興需要や都市部の再開
発需要、2020年の東京オリンピック関連の建設需
要などで国内販売が好調だった。
国内販売は、先行きも底堅く推移するだろう。建
設需要が旺盛で国内のトラック需要は堅調に推移
すると見込まれる。一方、海外では原油をはじめと
する資源安や中国経済の減速等の影響で、資源開
発が低迷するなど減少が続くとみられる。
海外の落ち込みを国内の増加がカバーし、先行

きも生産は高水準での推移が続くだろう。
部品メーカー：7～9月期の生産は、トラック部品メー
カーでは、好調な国内販売を受けて工場のフル稼
働が続いたところがあるなど高水準の生産が続い
たようだ。このため人手が不足気味で、時給を上げ
ても派遣社員やパートタイムの採用が難しくなった
との声もあった。一方、乗用車部品メーカーの生産
は、完成車メ－カーの生産が低調なため、前年を下
回ったとみられる。
先行きは、乗用車の生産が弱い動きとなるため、
部品メーカー全体としては弱含みでの推移が予想
される。

調に推移すると見込まれる。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。一部
で工場のリフォームなどの動きがみられる。先行き
は、収益の回復などから、民間工事の引き合いの
増加を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、回復の動きがみられ
た。先行きは、2017年の消費増税を控えて優良な
物件には、購入意欲が高まっている。
〇大型小売店販売は、百貨店は前年割れ、スーパー
は前年を上回ったとみられる。先行きも、現状並み
での推移が予想される。

ころが多いが、非正規社員の時給も上昇しており、
企業の負担は増加している。
大企業に比べて、業績の回復が遅れている中小
企業では、引き続き設備投資に慎重な姿勢の企業
が少なくない。

（2) 電気機械…前年をやや上回って推移
７～９月期の生産は、前年が消費増税に伴う駆け
込み需要の反動減からやや低水準だったこともあり、
前年をやや上回って推移した。
産業向けは、国内での更新需要を中心とした設
備投資を背景に堅調を維持している。電装化が進
む自動車関連は北米向けが順調に推移しており、
電子部品・半導体の需要拡大が続いている。白物
家電等は、８月上旬に猛暑日が続いたものの、追加
生産はなく、生産量は期初の計画通りに留まった。
インバータのルームエアコンは、７月上旬は天候
不順等の影響もあり前年並みとなったが、中旬以降
は気温の高い日が多く、各地で猛暑日も続き、販売
は好調であった。一方、生産では、前年並みの期初
計画をしていたこと、気温が高くなるのが７月中旬
以降と遅れたことなどから、追加生産には結びつか
ず、期初計画通りの生産に留まり、前年並みで推移
した。ただ、販売が好調だったことから、メーカー在
庫や流通在庫が減少しているとみられる。新モデル
の生産が始まる10～12月期から、生産計画が増加
することを期待している。電気冷蔵庫も、猛暑だった
ことから順調に推移した。特に、401リットル以上の

電子部品関係は、中国経済の減速により、スマホ
向けは停滞しているものの、北米向けを中心に自動
車関連部品が引き続き順調に推移している。今後
も環境規制強化への対応に向けた自動車の更なる
電装化の進展が期待される。ただ、フォルクスワー
ゲン問題もあり、自動車関連部品の生産計画が下
方修正される懸念がある。
日本の家電メーカーは競争力の低下を受けて、
国外の事業縮小が続いている。一旦、海外へ進出
した工場等の日本生産回帰については、①新興国
向け生産の再構築、②日本国内の地震リスク、高
額な電気料金、工場等への安全装置等への高額
な投資などを総合的に考慮すると、難しいとみられ
ている。
先行きは、競合や価格下落による収益悪化も懸
念されている。中国経済の減速など不透明感が増
しており、各社が生産計画を下方修正する可能性
が高い。各社とも安定した収益確保が期待できるＢ
toＢ事業へシフトする動きを加速させている。

（3) 輸送機械…前年割れ続く
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続いた。消費増税の影響が一巡した今年
4月以降も、県内の乗用車販売は勢いを欠いた状況
が続いている。内訳をみると、登録車（普通乗用車
＋小型乗用車）は前年水準近くまで戻ってきている
が、軽自動車は前年比2ケタの減少となった。4月か
らの軽自動車税の増税の影響等があり低調に推移
している。
生産動向をみると、完成車メーカーの販売が昨
年は比較的好調だった反動もあり前年割れとなって
いるため、7～9月期の県内生産も引き続き前年を
下回ったとみられる。県内の輸送機械（乗用車のほ
かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、4～6月期が前年比▲21.8％、7月が同▲
4.9％と前年を下回り、生産は低調に推移している。

（4) 鉄鋼…前年を若干下回る
７～９月期の棒鋼の生産は、前年を若干下回った。
首都圏では、ホテルなどの建設は引き続き堅調に推
移しているものの、これまで好調だった大型物流施
設や医療・介護施設の伸びがやや鈍化しており、郊
外型のマンションの回復は遅れている。先行きも、
都内の大型賃貸ビルを含め、竣工予定時期を後ず
れさせる案件が出始めていることなどから、棒鋼の
生産は、現状より弱含みで推移する可能性が高い。
棒鋼の原料であるスクラップの価格が下落してい

る。この要因の一つは、世界最大の粗鋼生産能力を
持つ中国にある。現在、中国の高炉メーカーは、価
格下落が続く鉄鉱石を使って、国内需要を上回る粗
鋼生産を行っており、余剰分を韓国や台湾、ベトナム
など海外への輸出に振り向けている。輸出品の主体
は、精錬をすませ、一定サイズにそろえられたビレット
と呼ばれる半製品で、電炉を持たないメーカーでも、
圧延などを施すだけで、棒鋼の完成品に加工するこ
とができる。これまで韓国などは、不足するスクラッ
プを日本から相当量買い付けていたが、このところ
中国製ビレットの利用を増やしており、これが日本国
内におけるスクラップの余剰感につながっている。
収益面では、引き続き高額な電気料金が電炉

メーカーの経営を圧迫しているものの、スクラップ価
格の下落が先行したため、一時的に収支は改善して
いる。但し、棒鋼の製品価格も徐々に低下しており、
既に相当低い水準まで下がったスクラップ価格との
スプレッドは、今後縮小していく可能性が高い。逆に
スクラップ価格が上げ局面に転じた場合、製品価格
引き上げには時間を要するとみられることから、先行
きの収益は、急激な悪化に転じる可能性がある。
７～９月期の鋳物の生産は、前年を下回った。建設
機械の動きが止まっており、一時、堅調に推移してい
た工作機械でも、企業ごとの業績にバラツキがみら
れるようになっている。先行きも、受注残が減ってい
る企業が多く、年内の生産は引き続き減少基調で

推移する可能性が高い。スクラップ価格に加え、鋳
物用銑鉄の価格も下落傾向にあるものの、電力料
金引き上げに伴う価格転嫁が十分に進まないなか、
逆に製品価格への引き下げ圧力が強まることが懸
念されており、収益面は厳しい状況が続くとみられる。

(5) 建設…前年並みに推移
７～９月期の建設は、公共工事、民間工事ともに
前年並みで推移した。
中国経済の減速などから資材費が、人員の配置

の適正化などから労務費が落ち着いてきたが、その
水準は依然として高い。資材費や労務費には下げ
止まった感がみられ、今後の災害復旧や2020年の
オリンピックなどにより、再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの河川関連の工事が中心で、道路関連の工事は
少ない。

先行きは、受注残に余裕があることから、当面は
堅調に推移するとみられている。一般的に下期は受
注が減少するが、災害復旧や2020年の東京オリン
ピックなどの関連案件の受注を期待している。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、収益が回復してきたこと、足元での資
材費や労務費の上昇が落ち着いてきたことなどか
ら、様子見状態であった民間工事の引き合いにやや
動きがみられる。今までは、工場を修繕、補修、補強
などで繕っていたが、一部に工場のリフォームの動
きがみられるようになってきた。新たに工場を建て直
す場合、建設費が仮に10億円が必要であったもの
が、リフォームだと２～３億円で済むという。かつ、工
場の主要な柱が頑丈であれば十分長期的にも持ち
こたえることができる。
先行きは、収益の回復などから、工場や倉庫、ビル

などの民間工事の引き合いの増加を期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の駆け込み需要の反動減の一巡から、回復の動き
がみられるようになった。
県内建設業者は、一部地域を除いて、建築コスト

の上昇分を販売価格に転嫁できないため、無理し
て供給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物
件に絞り込んで対応しているようだ。また、高齢者の
住宅などで手すりや浴槽、内装などのリフォームの
需要は根強くある。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県における

マンション契約率は、2015年４月57.2％（首都圏
75.5％）、５月57.6％（同71.1％）、６月58.7％（同
78.1％）と首都圏平均を下回っており、かつ好不調
の目安と言われている70％を下回って推移するこ
とが多かった。７月の契約率は82.2％（同83.7％）と
久々に80％を超え、かつ販売戸数も814戸と大きく
増加した。８月の契約率（66.3％）、販売戸数（181
戸）は、ともに低下したが、業界では消費増税に伴う

反動減の影響が一巡し、在庫も減少していることか
ら、本格的な回復への期待が高まっている。
戸建住宅は、見学会等への来場者数は予想以上

であるが、成約率は来場者数と比較すると見劣りが
する。2017年の消費増税前の物件購入のための
下調べ等で、見学会へ来場しているとみられる。
先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、2017年の消費増税を控え
て、優良な物件であれば、購入意欲が高まっている。
県内の建設業者では、大手企業の採用が本格化

した夏以降、複数の内々定を得た学生の辞退が続
いており、計画人数の７割程度しか採用が出来てい
ない企業もある。

(6） 大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、前年を
やや下回ったとみられる。消費増税から1年以上が
経過し、その影響は一巡したが、回復の動きは総じ
て鈍い。大規模商業施設の開業があったことも影
響しているとみられる。
品目別では主力の一般衣料品の動きが鈍い。か

つてはボーナスが出ると、通常の服や雑貨が動いて
いたが、今はボーナスが出ても洋服はあまり動かな
いという。賃上げやボーナスの増加による消費への
影響は、シニア層の顧客が多いため、あまり感じら
れないとするところが多い。
各市町村で発行されたプレミアム付商品券によ

る購入は、食料品等の日用品と、宝飾品・寝具・婦人
服等の比較的高額な商品に2極化しているが、全体
の売上を押し上げるほどではない。また、インバウン
ド消費は増えているものの、全体に占める割合は小
さく売上全体への影響も小さい。
一方、宝飾品、時計、貴金属、ハイエンドブランド
品や美術品等の高額品はコンスタントに売れている。

仏具、茶道具、食器などの金製品を集めた黄金展
の売上が大きく伸びたところもあり、富裕層の消費
は堅調に推移しているようだ。
ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢いを
欠いている。日常品や野菜などの価格が上がってい
るため、価格志向・節約志向が強まり、普段の買い
物はスーパーを利用し特売品を狙う、といった生活
防衛色が強い買い物となっている。消費者の購買
意欲が上がっているとは言えないようだ。
先行きも大きな増加は期待しにくく、現状並みの
売上で推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回った模様だ。消費増税の影響が一巡した4月
以降、前年を上回る月が多く、百貨店に比べ堅調に
推移している。衣料品の売上はやや低調だったが、
主力の食料品が増加した。野菜や肉などの相場高
が売上を押し上げている面があり、消費者の購買意
欲が高まっているわけではないようだ。
むしろ、円安や原材料の高騰を背景に食料品や

身の回り品などの生活必需品が相次いで値上がり
しており、家計は不要不急の支出を抑えるなど、慎
重な買い物姿勢が続いている。中間所得層の節約
意識は強く、これまでより吟味して買い物をするよう
になっている。賃上げやボーナス増で家計の所得は
増えているものの、同時に物価も上昇しており、本
格的な回復には至っていない。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年対比微増での推移が予想される。

●図６ 従業者数増減率の要因分解

●図７ 国内総生産と就業者数の産業別推移
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●表１ 埼玉県の従業者数増減率の要因分解

AＢ
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

農業，林業，漁業
鉱業，採石業，砂利採取業
建設業
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業，郵便業
卸売業，小売業
金融業，保険業
不動産業，物品賃貸業
学術研究，専門・技術サービス業
宿泊業，飲食サービス業
生活関連サービス業，娯楽業
教育，学習支援業
医療，福祉
複合サービス事業
サービス業（他に分類されないもの）
　　　　　 計

計地域特殊要因産業構造要因
0.001%
-0.006%
-0.133%
0.475%
-0.097%
0.025%
-0.011%
0.202%
0.180%
0.090%
-0.093%
0.265%
0.049%
-1.926%
0.520%
-0.034%
0.328%
-0.163%

0.033%
0.001%
-0.136%
0.518%
-0.024%
0.052%
-0.137%
-0.025%
-0.030%
-0.041%
0.009%
0.035%
-0.072%
0.024%
0.202%
0.038%
0.401%
0.849%

0.034%
-0.005%
-0.270%
0.993%
-0.121%
0.077%
-0.147%
0.177%
0.151%
0.050%
-0.084%
0.300%
-0.023%
-1.902%
0.722%
0.004%
0.729%
0.687%

資料：総務省統計局「経済センサス」

産業構造要因＝（全国の当該業種の増減率と全業種の増減率の差）×（当該地域の当該業種の構成比）を業種に関して足し合わせた分
地域特殊要因＝各業種が全国と同じ増減率だったと仮定した場合の各地域の従業者増減数と実際の増減数の乖離分
資料：総務省統計局「経済センサス」 資料：国民経済計算
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はじめに
まち・ひと・しごと創生法の施行に伴い、各地方
自治体は、「地方人口ビジョン」及び「地方版総合
戦略」の平成27年度中の策定に取り組んでいる。
国が示す政策の基本方向としては、
「地方における安定した雇用を創出する」
「地方への新しい人の流れをつくる」
「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」
「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
とともに、地域と地域を連携する」ことが例示され
ている。
こうした方向性に対応する施策や事業は、地方
自治体の総合振興計画との対応も考えると、多岐
にわたるものと考えられる。
他方、政策を検討するに当たっての原則として、
地方において、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」
が「しごと」を呼び込む「好循環」を確立することで、
地方への新たな人の流れを生み出すとともに、そ
の「好循環」を支える「まち」に活力を取り戻すこと
に取り組むこととしている。本稿では、こうした観点
から、雇用と移動を中心に地方創生のための方策
を検討してみたい。

総人口の減少要因
まず、「ひと」に関して、人口増加に向けた諸課
題を考えるにあたり、地域の人口構造変化をもたら

す要因を示した。（図１）

少子・高齢化が言われて久しいが、人口減少の
時代となって、生産年齢人口の減少が強く意識さ
れるようになった。なかでも出産適齢期の女性の
減少は、出生数の減少に直接的につながるが、子
どもをもうける世代の減少は彼らの出生時点で既
に定まっていることから、出生率の上昇に期待する
よりほかない。しかし現実は、出生率の低迷、晩婚
化の進展、生涯未婚率の上昇が出生数の減少を
さらに促進している。
政府は、国民の希望が実現した場合の出生率

（国民希望出生率）を1.8としているが、果たして実
現性は如何なものだろうか。合計特殊出生率は
1985年以降の30年間、1.8を超えたことはない。
平成２（1990）年の1.57ショックを契機に子育て
支援に取り組んできたが、平成26（2014）年でも
1.42と低位にとどまったままである。また、生涯未
婚率も近年は上昇スピードが高まっており、初婚年
齢も上昇している。（図２）
こうした現実を見る限り、出生率の低迷は、個人

個人の選択の結果であり、ライフスタイルとなって
いる感がある。

出生率の低迷、ひいては少子化の原因について
は国も理解しているようで、平成27年版少子化社
会対策白書には次のような記述がある。『我が国は、
欧州諸国に比べて現金給付、現物給付を通じた家
族政策全体の財政的な規模が小さいことが指摘さ
れている。国民負担率などの違いもあり単純に比
較はできないが、家族関係社会支出の対GDP比
をみると、我が国は、1.32％（2012年度）となって
おり、フランスやスウェーデンなどの欧州諸国と比
べておよそ４割程度となっている。』家庭の経済的
な支援は避けて通れない問題と言える。（図３）

地域における人口構造変化の要因
出生率が低迷する背景を鑑みると、地方が出生

率の向上に与え得る力には限りがあり、定住や転
入の促進といった社会移動の吸収に力を入れざる

を得ないと思われる。そこで次に、「ひと」の移動と
「しごと」の関係を、社会増減・自然増減と地域経
済の関係で見ることにする。
各都道府県の社会増減率と自然増減率の平成
20～24年の平均値をプロットすると、社会増減率と
自然増減率の関係は右肩上がりとなり、両者の相
関係数（－1～1の値で絶対値が１に近いほど関連
性が強い）は0.74の強い相関が認められる。（図４）

社会増減率と自然増減率に加え、県内総生産
（実質）、生産性（県内総生産÷就業者数）、生活水
準（県内総生産÷人口）の平成20～24年の平均
値がどのような相関関係にあるかを見ると、県内
総生産と社会増減率の相関係数は0.64、自然増
減率とは0.44、生産性と社会増減率の相関係数
は0.56、自然増減率とは0.39となっている。人の
移動は、地域の経済規模に引き寄せられる傾向が
あるようだ。（図５）
生活水準との相関はそれより低いが、収入を得

る人が多ければそれだけ生活水準が高まることか

ら、生活水準と就業率の相関係数は0.72と高い。
地域の生活水準を高めるには、雇用の増大とそれ
を吸収するだけの生産性の向上に取り組まなけれ
ばならない。
また、就業に関する指標として、育児をしている
者の有業率（平成24年就業構造基本調査）と合
計特殊出生率（平成20～24年人口動態保健所・
市区町村別統計）の関係を見ると、相関係数は
0.50で中程度の相関があった。職業を得られるか
どうかは、育児をするうえで重要な環境要因と言え
そうである。
これらを総合すると、社会増減率、自然増減率と

も高い地域は、雇用があり生活しやすい。生産性が
高く賃金の良い仕事があれば、結婚しやすく子ども
をもうけやすい。こうした地域では、さらに社会増と
自然増につながる好循環ができていると言えよう。

産業構造要因より地域特殊要因
続いて、「しごと」については、都道府県別の従

業者数の増減について見ることにする。
平成24年の経済センサスでは、平成21年と比

較して全国の従業者数は▲8.45％と減少した。全
ての都道府県で減少しているが、全国を上回る減
少となる地域があれば、それほど減少していない地
域もある。こうした地域間の差は、成長産業と停滞
産業の従業者の割合が地域によって異なるなどの
産業構成の違いによって生じる「産業構造要因」と、
産業の集積効果など地域特有の事情によって各産
業の成長率が全国の水準と異なるなどの「地域特

地域経済の底上げには雇用吸収と成
長維持が必要
地域特殊要因のばらつきが大きいことは、産業

活性化に向けた地域の努力によって地域間の差が
生じやすいということでもある。では、何をターゲッ
トに対応策を検討するべきなのだろうか。国民経済
計算から、国内総生産（実質）と就業者数を、平成６
（1994）年を100として、縦軸に国内総生産、横軸
に就業者数を産業別に平成24（2012）年までプ
ロットすることで、産業別の成長過程を把握できる。
右に行くほど雇用が増大し、１対１のラインより上に
行けば生産性が向上していることになる。（図７）
製造業は、就業者数では減少傾向にあるが、国

内総生産は増加しており、生産性が向上している。
これは、製造業がグローバルな競争にさらされてい
ることが大きく影響していると考えられる。
情報通信業は、就業者数、国内総生産とも増加

し、生産性が高まるという成長産業の様相を呈して
いる。ただし、平成24年経済センサスから従業者数
の特化係数（地域のある産業が全国の構成比に比
べてどれだけ特化しているかを見る指標）を算出し
てみると、１（全国と同じ構成比）を上回るのは東京
都、神奈川県、大阪府のみで、なかでも東京都が突
出しており、立地に偏りの強い産業でもある。
これに対して、サービス業（経済センサスの分類と

は異なるが、表１のＬ～Ｒに概ね相当）は、就業者数、
国内総生産とも増加しているものの、生産性は向上
していない。しかし、サービス業の就業者数は、全国
では全産業の34.3％、埼玉県では31.5％を占めて
いる（平成24年国民経済計算・県民経済計算）。
サービス業はその特性である「同時性（提供と同時
に消滅する）」から、比較的狭いエリアでの競争環境
となりやすい。労働吸収力が高い反面、経営体制が
脆弱な場合も多く、経営改善にはなかなか意識が向
きにくい。このような分野における生産性の向上は、
地域経済の底上げに大きく貢献すると考えられる。
なお、生産性は、付加価値額を労働投入量（労
働時間あるいは労働者数）で除すことであり、その
向上には、付加価値額の増大を図ることと、労働投
入量を減らして生産効率を向上させる方法がある。
しかし、生産効率向上のために人減らしが進むので
は本末転倒であって、サービス業のもう一つの基本
特性である「無形性（行為、機能、情報等の形を持
たないもの）」という特性を活かし、洗練された味や
技術、おもてなしなど、そこでしか得られないサービ
スや顧客からの信頼によって付加価値の増大を図
り、雇用の吸収につなげることが肝要である。

定住の促進と豊かな地域社会の実現に向けて
平成14～24年の10年間に人口増加が続いた

のは、埼玉、東京、神奈川、滋賀、沖縄の５都県の
みであった。この間の埼玉、東京、神奈川の人口増
加の年率平均は0.5％、同じく生産性の増加率は
1.0％、生活水準の増加率は0.4％である。年率
１％であっても10年経てば10.5％の増加になる。
地道な積み重ねが大きな差となって地域の魅力に
反映されることだろう。そうであるならば、経営改
善に効果的な施策の重要性はますます高くなる。
埼玉県においても、商工会・商工会議所等の地域
の経営支援団体と一体となって、サービス産業を
はじめとした地域産業の生産性向上にさらに取り
組むことが、定住の促進とより豊かな地域社会の
実現につながるのではないかと考える。

殊要因」に分解することができる。このような増減
要因の分解手法を「シフト・シェア分析」という。
埼玉県の従業者数の減少率は▲7.76％であっ

た。全国の▲8.45％との差0.69％を要因別に見る
と、産業構造要因が▲0.16％、地域特殊要因が
0.85％となっている。産業別では「Ｅ 製造業」「Ｒ 
サービス業」「Ｐ 医療，福祉」の増加率が高く、「Ｍ 
宿泊業，飲食サービス業」「Ｉ 卸売業，小売業」「Ｊ 
金融業，保険業」がそれに続いている。（表１）
ほとんどの都道府県では、地域特殊要因の方が
産業構造要因よりも雇用に与える影響力が大きく
なっている。産業構造要因の都道府県平均は▲
0.07％、標準偏差は0.21、地域特殊要因の平均
は▲0.63％、標準偏差は1.76となっており、地域
特殊要因の方がばらつきが大きい。（図６）

わが国経済は、このところ一部に鈍い動きもみら
れるが、緩やかな回復基調が続いている。個人消費
は総じてみれば底堅い動き、生産はこのところ横ば
い、企業収益は改善しており、雇用情勢は改善傾向
にある。先行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続
くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復
していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は緩やかに持ち直し、先行きは
横ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が建設、曇が電気
機械、輸送機械、大型小売店、小雨が一般機械、鉄
鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、わずかながらも前年を上回っ
た模様である。先行きは、現状より弱含みで推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや上回った。産業向
けや北米向けの自動車関連が引き続き順調だった。
先行きは、中国経済の減速から不透明感が増して
いる。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、一部の車種を国内生産に切り替え
る動きがあり、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を若干下回った。先行きも、現
状より弱含みで推移する可能性が高い。
○建設は、公共工事、民間工事ともに前年並みで推
移。先行きは、受注残に余裕があることから、当面
は順調に推移すると見込まれる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が充分なことから堅

（1) 一般機械…わずかに前年を上回る
７～９月期の一般機械の生産は、わずかながらも
前年を上回った模様である。発電用タービンや歯車
などの汎用機械は比較的底堅く推移したものの、マ
シニングセンタなどの工作機械は、伸び率が若干鈍
化した。中国など海外経済減速の影響を受けて、油
圧ショベルをはじめとする建設機械は、依然として
大幅に落ち込んでいる。
為替の円安基調などもあって、金型などの一部で
海外から仕事が戻る例がみられるものの、まだ本格
的な動きにはつながっていないようだ。
先行きの一般機械の生産は、現状より弱含みで
推移するとみられる。液晶などスマホ関連部品が動
き始めることを期待する声が聞かれたものの、もの
づくり補助金の効果が一巡してきたこともあり、足元
では工作機械受注額の伸びが一服している。中国
経済の減速を受けて、ロボットなど建設機械以外で
も輸出の伸びが鈍化するケースがみられ、景気の
先行きに不透明感が強まっている。
団塊の世代が65歳を超え、本格的にリタイアし
始めたこともあって、人を採用したいという企業が
増えている。しかし、工業高校の新規学卒者の数を、
企業の求人数が大幅に上回るような状況にあり、待
遇面などで劣る中小企業では新卒者の採用は難し
くなっている。パート・アルバイトなどでカバーすると

大型タイプが好調であった。
一方、薄型テレビは、販売単価の下落基調を伴い

ながら、消費増税の反動減が一巡した後も、前年を
下回る動きが続いている。ただ、フルハイビジョンの
約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買替需要が拡
大しており、前年比で大幅に増加している。生産数
量が薄型テレビの１割強と増加してきており、中国か
らの低価格製品による価格の低下が懸念される。ま
た、４Ｋテレビの本格的な普及には、コンテンツ（テレ
ビ番組など）が未だ少なく、時間がかかりそうである。

先行きは、足元の販売の動きが鈍いこともあり、
県内の販売台数はやや低調に推移するとみられる。
生産については、販売台数の動きを受けて弱い動
きとなるものの、これまで海外で生産していた一部
の車種を国内生産に切り替える動きがあり、徐々に
持ち直していくと予想される。
トラック関連：トラックは7～9月期も高水準の生産
が続いたようだ。震災の復興需要や都市部の再開
発需要、2020年の東京オリンピック関連の建設需
要などで国内販売が好調だった。
国内販売は、先行きも底堅く推移するだろう。建
設需要が旺盛で国内のトラック需要は堅調に推移
すると見込まれる。一方、海外では原油をはじめと
する資源安や中国経済の減速等の影響で、資源開
発が低迷するなど減少が続くとみられる。
海外の落ち込みを国内の増加がカバーし、先行

きも生産は高水準での推移が続くだろう。
部品メーカー：7～9月期の生産は、トラック部品メー
カーでは、好調な国内販売を受けて工場のフル稼
働が続いたところがあるなど高水準の生産が続い
たようだ。このため人手が不足気味で、時給を上げ
ても派遣社員やパートタイムの採用が難しくなった
との声もあった。一方、乗用車部品メーカーの生産
は、完成車メ－カーの生産が低調なため、前年を下
回ったとみられる。
先行きは、乗用車の生産が弱い動きとなるため、
部品メーカー全体としては弱含みでの推移が予想
される。

調に推移すると見込まれる。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。一部
で工場のリフォームなどの動きがみられる。先行き
は、収益の回復などから、民間工事の引き合いの
増加を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、回復の動きがみられ
た。先行きは、2017年の消費増税を控えて優良な
物件には、購入意欲が高まっている。
〇大型小売店販売は、百貨店は前年割れ、スーパー
は前年を上回ったとみられる。先行きも、現状並み
での推移が予想される。

ころが多いが、非正規社員の時給も上昇しており、
企業の負担は増加している。
大企業に比べて、業績の回復が遅れている中小
企業では、引き続き設備投資に慎重な姿勢の企業
が少なくない。

（2) 電気機械…前年をやや上回って推移
７～９月期の生産は、前年が消費増税に伴う駆け
込み需要の反動減からやや低水準だったこともあり、
前年をやや上回って推移した。
産業向けは、国内での更新需要を中心とした設
備投資を背景に堅調を維持している。電装化が進
む自動車関連は北米向けが順調に推移しており、
電子部品・半導体の需要拡大が続いている。白物
家電等は、８月上旬に猛暑日が続いたものの、追加
生産はなく、生産量は期初の計画通りに留まった。
インバータのルームエアコンは、７月上旬は天候
不順等の影響もあり前年並みとなったが、中旬以降
は気温の高い日が多く、各地で猛暑日も続き、販売
は好調であった。一方、生産では、前年並みの期初
計画をしていたこと、気温が高くなるのが７月中旬
以降と遅れたことなどから、追加生産には結びつか
ず、期初計画通りの生産に留まり、前年並みで推移
した。ただ、販売が好調だったことから、メーカー在
庫や流通在庫が減少しているとみられる。新モデル
の生産が始まる10～12月期から、生産計画が増加
することを期待している。電気冷蔵庫も、猛暑だった
ことから順調に推移した。特に、401リットル以上の

電子部品関係は、中国経済の減速により、スマホ
向けは停滞しているものの、北米向けを中心に自動
車関連部品が引き続き順調に推移している。今後
も環境規制強化への対応に向けた自動車の更なる
電装化の進展が期待される。ただ、フォルクスワー
ゲン問題もあり、自動車関連部品の生産計画が下
方修正される懸念がある。
日本の家電メーカーは競争力の低下を受けて、
国外の事業縮小が続いている。一旦、海外へ進出
した工場等の日本生産回帰については、①新興国
向け生産の再構築、②日本国内の地震リスク、高
額な電気料金、工場等への安全装置等への高額
な投資などを総合的に考慮すると、難しいとみられ
ている。
先行きは、競合や価格下落による収益悪化も懸
念されている。中国経済の減速など不透明感が増
しており、各社が生産計画を下方修正する可能性
が高い。各社とも安定した収益確保が期待できるＢ
toＢ事業へシフトする動きを加速させている。

（3) 輸送機械…前年割れ続く
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続いた。消費増税の影響が一巡した今年
4月以降も、県内の乗用車販売は勢いを欠いた状況
が続いている。内訳をみると、登録車（普通乗用車
＋小型乗用車）は前年水準近くまで戻ってきている
が、軽自動車は前年比2ケタの減少となった。4月か
らの軽自動車税の増税の影響等があり低調に推移
している。
生産動向をみると、完成車メーカーの販売が昨
年は比較的好調だった反動もあり前年割れとなって
いるため、7～9月期の県内生産も引き続き前年を
下回ったとみられる。県内の輸送機械（乗用車のほ
かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、4～6月期が前年比▲21.8％、7月が同▲
4.9％と前年を下回り、生産は低調に推移している。

（4) 鉄鋼…前年を若干下回る
７～９月期の棒鋼の生産は、前年を若干下回った。
首都圏では、ホテルなどの建設は引き続き堅調に推
移しているものの、これまで好調だった大型物流施
設や医療・介護施設の伸びがやや鈍化しており、郊
外型のマンションの回復は遅れている。先行きも、
都内の大型賃貸ビルを含め、竣工予定時期を後ず
れさせる案件が出始めていることなどから、棒鋼の
生産は、現状より弱含みで推移する可能性が高い。
棒鋼の原料であるスクラップの価格が下落してい

る。この要因の一つは、世界最大の粗鋼生産能力を
持つ中国にある。現在、中国の高炉メーカーは、価
格下落が続く鉄鉱石を使って、国内需要を上回る粗
鋼生産を行っており、余剰分を韓国や台湾、ベトナム
など海外への輸出に振り向けている。輸出品の主体
は、精錬をすませ、一定サイズにそろえられたビレット
と呼ばれる半製品で、電炉を持たないメーカーでも、
圧延などを施すだけで、棒鋼の完成品に加工するこ
とができる。これまで韓国などは、不足するスクラッ
プを日本から相当量買い付けていたが、このところ
中国製ビレットの利用を増やしており、これが日本国
内におけるスクラップの余剰感につながっている。
収益面では、引き続き高額な電気料金が電炉

メーカーの経営を圧迫しているものの、スクラップ価
格の下落が先行したため、一時的に収支は改善して
いる。但し、棒鋼の製品価格も徐々に低下しており、
既に相当低い水準まで下がったスクラップ価格との
スプレッドは、今後縮小していく可能性が高い。逆に
スクラップ価格が上げ局面に転じた場合、製品価格
引き上げには時間を要するとみられることから、先行
きの収益は、急激な悪化に転じる可能性がある。
７～９月期の鋳物の生産は、前年を下回った。建設
機械の動きが止まっており、一時、堅調に推移してい
た工作機械でも、企業ごとの業績にバラツキがみら
れるようになっている。先行きも、受注残が減ってい
る企業が多く、年内の生産は引き続き減少基調で

推移する可能性が高い。スクラップ価格に加え、鋳
物用銑鉄の価格も下落傾向にあるものの、電力料
金引き上げに伴う価格転嫁が十分に進まないなか、
逆に製品価格への引き下げ圧力が強まることが懸
念されており、収益面は厳しい状況が続くとみられる。

(5) 建設…前年並みに推移
７～９月期の建設は、公共工事、民間工事ともに
前年並みで推移した。
中国経済の減速などから資材費が、人員の配置

の適正化などから労務費が落ち着いてきたが、その
水準は依然として高い。資材費や労務費には下げ
止まった感がみられ、今後の災害復旧や2020年の
オリンピックなどにより、再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの河川関連の工事が中心で、道路関連の工事は
少ない。

先行きは、受注残に余裕があることから、当面は
堅調に推移するとみられている。一般的に下期は受
注が減少するが、災害復旧や2020年の東京オリン
ピックなどの関連案件の受注を期待している。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、収益が回復してきたこと、足元での資
材費や労務費の上昇が落ち着いてきたことなどか
ら、様子見状態であった民間工事の引き合いにやや
動きがみられる。今までは、工場を修繕、補修、補強
などで繕っていたが、一部に工場のリフォームの動
きがみられるようになってきた。新たに工場を建て直
す場合、建設費が仮に10億円が必要であったもの
が、リフォームだと２～３億円で済むという。かつ、工
場の主要な柱が頑丈であれば十分長期的にも持ち
こたえることができる。
先行きは、収益の回復などから、工場や倉庫、ビル

などの民間工事の引き合いの増加を期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の駆け込み需要の反動減の一巡から、回復の動き
がみられるようになった。
県内建設業者は、一部地域を除いて、建築コスト

の上昇分を販売価格に転嫁できないため、無理し
て供給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物
件に絞り込んで対応しているようだ。また、高齢者の
住宅などで手すりや浴槽、内装などのリフォームの
需要は根強くある。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県における

マンション契約率は、2015年４月57.2％（首都圏
75.5％）、５月57.6％（同71.1％）、６月58.7％（同
78.1％）と首都圏平均を下回っており、かつ好不調
の目安と言われている70％を下回って推移するこ
とが多かった。７月の契約率は82.2％（同83.7％）と
久々に80％を超え、かつ販売戸数も814戸と大きく
増加した。８月の契約率（66.3％）、販売戸数（181
戸）は、ともに低下したが、業界では消費増税に伴う

反動減の影響が一巡し、在庫も減少していることか
ら、本格的な回復への期待が高まっている。
戸建住宅は、見学会等への来場者数は予想以上

であるが、成約率は来場者数と比較すると見劣りが
する。2017年の消費増税前の物件購入のための
下調べ等で、見学会へ来場しているとみられる。
先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、2017年の消費増税を控え
て、優良な物件であれば、購入意欲が高まっている。
県内の建設業者では、大手企業の採用が本格化

した夏以降、複数の内々定を得た学生の辞退が続
いており、計画人数の７割程度しか採用が出来てい
ない企業もある。

(6） 大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、前年を
やや下回ったとみられる。消費増税から1年以上が
経過し、その影響は一巡したが、回復の動きは総じ
て鈍い。大規模商業施設の開業があったことも影
響しているとみられる。
品目別では主力の一般衣料品の動きが鈍い。か

つてはボーナスが出ると、通常の服や雑貨が動いて
いたが、今はボーナスが出ても洋服はあまり動かな
いという。賃上げやボーナスの増加による消費への
影響は、シニア層の顧客が多いため、あまり感じら
れないとするところが多い。
各市町村で発行されたプレミアム付商品券によ

る購入は、食料品等の日用品と、宝飾品・寝具・婦人
服等の比較的高額な商品に2極化しているが、全体
の売上を押し上げるほどではない。また、インバウン
ド消費は増えているものの、全体に占める割合は小
さく売上全体への影響も小さい。
一方、宝飾品、時計、貴金属、ハイエンドブランド
品や美術品等の高額品はコンスタントに売れている。

仏具、茶道具、食器などの金製品を集めた黄金展
の売上が大きく伸びたところもあり、富裕層の消費
は堅調に推移しているようだ。
ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢いを
欠いている。日常品や野菜などの価格が上がってい
るため、価格志向・節約志向が強まり、普段の買い
物はスーパーを利用し特売品を狙う、といった生活
防衛色が強い買い物となっている。消費者の購買
意欲が上がっているとは言えないようだ。
先行きも大きな増加は期待しにくく、現状並みの
売上で推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回った模様だ。消費増税の影響が一巡した4月
以降、前年を上回る月が多く、百貨店に比べ堅調に
推移している。衣料品の売上はやや低調だったが、
主力の食料品が増加した。野菜や肉などの相場高
が売上を押し上げている面があり、消費者の購買意
欲が高まっているわけではないようだ。
むしろ、円安や原材料の高騰を背景に食料品や

身の回り品などの生活必需品が相次いで値上がり
しており、家計は不要不急の支出を抑えるなど、慎
重な買い物姿勢が続いている。中間所得層の節約
意識は強く、これまでより吟味して買い物をするよう
になっている。賃上げやボーナス増で家計の所得は
増えているものの、同時に物価も上昇しており、本
格的な回復には至っていない。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年対比微増での推移が予想される。

●図６ 従業者数増減率の要因分解

●図７ 国内総生産と就業者数の産業別推移
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●表１ 埼玉県の従業者数増減率の要因分解

AＢ
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

農業，林業，漁業
鉱業，採石業，砂利採取業
建設業
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業，郵便業
卸売業，小売業
金融業，保険業
不動産業，物品賃貸業
学術研究，専門・技術サービス業
宿泊業，飲食サービス業
生活関連サービス業，娯楽業
教育，学習支援業
医療，福祉
複合サービス事業
サービス業（他に分類されないもの）
　　　　　 計

計地域特殊要因産業構造要因
0.001%
-0.006%
-0.133%
0.475%
-0.097%
0.025%
-0.011%
0.202%
0.180%
0.090%
-0.093%
0.265%
0.049%
-1.926%
0.520%
-0.034%
0.328%
-0.163%

0.033%
0.001%
-0.136%
0.518%
-0.024%
0.052%
-0.137%
-0.025%
-0.030%
-0.041%
0.009%
0.035%
-0.072%
0.024%
0.202%
0.038%
0.401%
0.849%

0.034%
-0.005%
-0.270%
0.993%
-0.121%
0.077%
-0.147%
0.177%
0.151%
0.050%
-0.084%
0.300%
-0.023%
-1.902%
0.722%
0.004%
0.729%
0.687%

資料：総務省統計局「経済センサス」

産業構造要因＝（全国の当該業種の増減率と全業種の増減率の差）×（当該地域の当該業種の構成比）を業種に関して足し合わせた分
地域特殊要因＝各業種が全国と同じ増減率だったと仮定した場合の各地域の従業者増減数と実際の増減数の乖離分
資料：総務省統計局「経済センサス」 資料：国民経済計算
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埼玉県における産業動向と見通し
生産は緩やかに持ち直し、先行きは横ばいで推移

わが国経済は、このところ一部に鈍い動きもみら
れるが、緩やかな回復基調が続いている。個人消費
は総じてみれば底堅い動き、生産はこのところ横ば
い、企業収益は改善しており、雇用情勢は改善傾向
にある。先行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続
くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復
していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は緩やかに持ち直し、先行きは
横ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が建設、曇が電気
機械、輸送機械、大型小売店、小雨が一般機械、鉄
鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、わずかながらも前年を上回っ
た模様である。先行きは、現状より弱含みで推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや上回った。産業向
けや北米向けの自動車関連が引き続き順調だった。
先行きは、中国経済の減速から不透明感が増して
いる。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、一部の車種を国内生産に切り替え
る動きがあり、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を若干下回った。先行きも、現
状より弱含みで推移する可能性が高い。
○建設は、公共工事、民間工事ともに前年並みで推
移。先行きは、受注残に余裕があることから、当面
は順調に推移すると見込まれる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が充分なことから堅

（1) 一般機械…わずかに前年を上回る
７～９月期の一般機械の生産は、わずかながらも
前年を上回った模様である。発電用タービンや歯車
などの汎用機械は比較的底堅く推移したものの、マ
シニングセンタなどの工作機械は、伸び率が若干鈍
化した。中国など海外経済減速の影響を受けて、油
圧ショベルをはじめとする建設機械は、依然として
大幅に落ち込んでいる。
為替の円安基調などもあって、金型などの一部で
海外から仕事が戻る例がみられるものの、まだ本格
的な動きにはつながっていないようだ。
先行きの一般機械の生産は、現状より弱含みで
推移するとみられる。液晶などスマホ関連部品が動
き始めることを期待する声が聞かれたものの、もの
づくり補助金の効果が一巡してきたこともあり、足元
では工作機械受注額の伸びが一服している。中国
経済の減速を受けて、ロボットなど建設機械以外で
も輸出の伸びが鈍化するケースがみられ、景気の
先行きに不透明感が強まっている。
団塊の世代が65歳を超え、本格的にリタイアし
始めたこともあって、人を採用したいという企業が
増えている。しかし、工業高校の新規学卒者の数を、
企業の求人数が大幅に上回るような状況にあり、待
遇面などで劣る中小企業では新卒者の採用は難し
くなっている。パート・アルバイトなどでカバーすると

概況

主要産業の動向

大型タイプが好調であった。
一方、薄型テレビは、販売単価の下落基調を伴い

ながら、消費増税の反動減が一巡した後も、前年を
下回る動きが続いている。ただ、フルハイビジョンの
約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買替需要が拡
大しており、前年比で大幅に増加している。生産数
量が薄型テレビの１割強と増加してきており、中国か
らの低価格製品による価格の低下が懸念される。ま
た、４Ｋテレビの本格的な普及には、コンテンツ（テレ
ビ番組など）が未だ少なく、時間がかかりそうである。

先行きは、足元の販売の動きが鈍いこともあり、
県内の販売台数はやや低調に推移するとみられる。
生産については、販売台数の動きを受けて弱い動
きとなるものの、これまで海外で生産していた一部
の車種を国内生産に切り替える動きがあり、徐々に
持ち直していくと予想される。
トラック関連：トラックは7～9月期も高水準の生産
が続いたようだ。震災の復興需要や都市部の再開
発需要、2020年の東京オリンピック関連の建設需
要などで国内販売が好調だった。
国内販売は、先行きも底堅く推移するだろう。建
設需要が旺盛で国内のトラック需要は堅調に推移
すると見込まれる。一方、海外では原油をはじめと
する資源安や中国経済の減速等の影響で、資源開
発が低迷するなど減少が続くとみられる。
海外の落ち込みを国内の増加がカバーし、先行

きも生産は高水準での推移が続くだろう。
部品メーカー：7～9月期の生産は、トラック部品メー
カーでは、好調な国内販売を受けて工場のフル稼
働が続いたところがあるなど高水準の生産が続い
たようだ。このため人手が不足気味で、時給を上げ
ても派遣社員やパートタイムの採用が難しくなった
との声もあった。一方、乗用車部品メーカーの生産
は、完成車メ－カーの生産が低調なため、前年を下
回ったとみられる。
先行きは、乗用車の生産が弱い動きとなるため、
部品メーカー全体としては弱含みでの推移が予想
される。

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

電気機械

輸送機械

一般機械

鉄　　鋼

建　　設

大型小売店

調に推移すると見込まれる。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。一部
で工場のリフォームなどの動きがみられる。先行き
は、収益の回復などから、民間工事の引き合いの
増加を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、回復の動きがみられ
た。先行きは、2017年の消費増税を控えて優良な
物件には、購入意欲が高まっている。
〇大型小売店販売は、百貨店は前年割れ、スーパー
は前年を上回ったとみられる。先行きも、現状並み
での推移が予想される。

ころが多いが、非正規社員の時給も上昇しており、
企業の負担は増加している。
大企業に比べて、業績の回復が遅れている中小
企業では、引き続き設備投資に慎重な姿勢の企業
が少なくない。

（2) 電気機械…前年をやや上回って推移
７～９月期の生産は、前年が消費増税に伴う駆け
込み需要の反動減からやや低水準だったこともあり、
前年をやや上回って推移した。
産業向けは、国内での更新需要を中心とした設
備投資を背景に堅調を維持している。電装化が進
む自動車関連は北米向けが順調に推移しており、
電子部品・半導体の需要拡大が続いている。白物
家電等は、８月上旬に猛暑日が続いたものの、追加
生産はなく、生産量は期初の計画通りに留まった。
インバータのルームエアコンは、７月上旬は天候
不順等の影響もあり前年並みとなったが、中旬以降
は気温の高い日が多く、各地で猛暑日も続き、販売
は好調であった。一方、生産では、前年並みの期初
計画をしていたこと、気温が高くなるのが７月中旬
以降と遅れたことなどから、追加生産には結びつか
ず、期初計画通りの生産に留まり、前年並みで推移
した。ただ、販売が好調だったことから、メーカー在
庫や流通在庫が減少しているとみられる。新モデル
の生産が始まる10～12月期から、生産計画が増加
することを期待している。電気冷蔵庫も、猛暑だった
ことから順調に推移した。特に、401リットル以上の

電子部品関係は、中国経済の減速により、スマホ
向けは停滞しているものの、北米向けを中心に自動
車関連部品が引き続き順調に推移している。今後
も環境規制強化への対応に向けた自動車の更なる
電装化の進展が期待される。ただ、フォルクスワー
ゲン問題もあり、自動車関連部品の生産計画が下
方修正される懸念がある。
日本の家電メーカーは競争力の低下を受けて、
国外の事業縮小が続いている。一旦、海外へ進出
した工場等の日本生産回帰については、①新興国
向け生産の再構築、②日本国内の地震リスク、高
額な電気料金、工場等への安全装置等への高額
な投資などを総合的に考慮すると、難しいとみられ
ている。
先行きは、競合や価格下落による収益悪化も懸
念されている。中国経済の減速など不透明感が増
しており、各社が生産計画を下方修正する可能性
が高い。各社とも安定した収益確保が期待できるＢ
toＢ事業へシフトする動きを加速させている。

（3) 輸送機械…前年割れ続く
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続いた。消費増税の影響が一巡した今年
4月以降も、県内の乗用車販売は勢いを欠いた状況
が続いている。内訳をみると、登録車（普通乗用車
＋小型乗用車）は前年水準近くまで戻ってきている
が、軽自動車は前年比2ケタの減少となった。4月か
らの軽自動車税の増税の影響等があり低調に推移
している。
生産動向をみると、完成車メーカーの販売が昨
年は比較的好調だった反動もあり前年割れとなって
いるため、7～9月期の県内生産も引き続き前年を
下回ったとみられる。県内の輸送機械（乗用車のほ
かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、4～6月期が前年比▲21.8％、7月が同▲
4.9％と前年を下回り、生産は低調に推移している。

（4) 鉄鋼…前年を若干下回る
７～９月期の棒鋼の生産は、前年を若干下回った。
首都圏では、ホテルなどの建設は引き続き堅調に推
移しているものの、これまで好調だった大型物流施
設や医療・介護施設の伸びがやや鈍化しており、郊
外型のマンションの回復は遅れている。先行きも、
都内の大型賃貸ビルを含め、竣工予定時期を後ず
れさせる案件が出始めていることなどから、棒鋼の
生産は、現状より弱含みで推移する可能性が高い。
棒鋼の原料であるスクラップの価格が下落してい

る。この要因の一つは、世界最大の粗鋼生産能力を
持つ中国にある。現在、中国の高炉メーカーは、価
格下落が続く鉄鉱石を使って、国内需要を上回る粗
鋼生産を行っており、余剰分を韓国や台湾、ベトナム
など海外への輸出に振り向けている。輸出品の主体
は、精錬をすませ、一定サイズにそろえられたビレット
と呼ばれる半製品で、電炉を持たないメーカーでも、
圧延などを施すだけで、棒鋼の完成品に加工するこ
とができる。これまで韓国などは、不足するスクラッ
プを日本から相当量買い付けていたが、このところ
中国製ビレットの利用を増やしており、これが日本国
内におけるスクラップの余剰感につながっている。
収益面では、引き続き高額な電気料金が電炉

メーカーの経営を圧迫しているものの、スクラップ価
格の下落が先行したため、一時的に収支は改善して
いる。但し、棒鋼の製品価格も徐々に低下しており、
既に相当低い水準まで下がったスクラップ価格との
スプレッドは、今後縮小していく可能性が高い。逆に
スクラップ価格が上げ局面に転じた場合、製品価格
引き上げには時間を要するとみられることから、先行
きの収益は、急激な悪化に転じる可能性がある。
７～９月期の鋳物の生産は、前年を下回った。建設
機械の動きが止まっており、一時、堅調に推移してい
た工作機械でも、企業ごとの業績にバラツキがみら
れるようになっている。先行きも、受注残が減ってい
る企業が多く、年内の生産は引き続き減少基調で

推移する可能性が高い。スクラップ価格に加え、鋳
物用銑鉄の価格も下落傾向にあるものの、電力料
金引き上げに伴う価格転嫁が十分に進まないなか、
逆に製品価格への引き下げ圧力が強まることが懸
念されており、収益面は厳しい状況が続くとみられる。

(5) 建設…前年並みに推移
７～９月期の建設は、公共工事、民間工事ともに
前年並みで推移した。
中国経済の減速などから資材費が、人員の配置

の適正化などから労務費が落ち着いてきたが、その
水準は依然として高い。資材費や労務費には下げ
止まった感がみられ、今後の災害復旧や2020年の
オリンピックなどにより、再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの河川関連の工事が中心で、道路関連の工事は
少ない。

先行きは、受注残に余裕があることから、当面は
堅調に推移するとみられている。一般的に下期は受
注が減少するが、災害復旧や2020年の東京オリン
ピックなどの関連案件の受注を期待している。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、収益が回復してきたこと、足元での資
材費や労務費の上昇が落ち着いてきたことなどか
ら、様子見状態であった民間工事の引き合いにやや
動きがみられる。今までは、工場を修繕、補修、補強
などで繕っていたが、一部に工場のリフォームの動
きがみられるようになってきた。新たに工場を建て直
す場合、建設費が仮に10億円が必要であったもの
が、リフォームだと２～３億円で済むという。かつ、工
場の主要な柱が頑丈であれば十分長期的にも持ち
こたえることができる。
先行きは、収益の回復などから、工場や倉庫、ビル

などの民間工事の引き合いの増加を期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の駆け込み需要の反動減の一巡から、回復の動き
がみられるようになった。
県内建設業者は、一部地域を除いて、建築コスト

の上昇分を販売価格に転嫁できないため、無理し
て供給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物
件に絞り込んで対応しているようだ。また、高齢者の
住宅などで手すりや浴槽、内装などのリフォームの
需要は根強くある。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県における

マンション契約率は、2015年４月57.2％（首都圏
75.5％）、５月57.6％（同71.1％）、６月58.7％（同
78.1％）と首都圏平均を下回っており、かつ好不調
の目安と言われている70％を下回って推移するこ
とが多かった。７月の契約率は82.2％（同83.7％）と
久々に80％を超え、かつ販売戸数も814戸と大きく
増加した。８月の契約率（66.3％）、販売戸数（181
戸）は、ともに低下したが、業界では消費増税に伴う

反動減の影響が一巡し、在庫も減少していることか
ら、本格的な回復への期待が高まっている。
戸建住宅は、見学会等への来場者数は予想以上

であるが、成約率は来場者数と比較すると見劣りが
する。2017年の消費増税前の物件購入のための
下調べ等で、見学会へ来場しているとみられる。
先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、2017年の消費増税を控え
て、優良な物件であれば、購入意欲が高まっている。
県内の建設業者では、大手企業の採用が本格化

した夏以降、複数の内々定を得た学生の辞退が続
いており、計画人数の７割程度しか採用が出来てい
ない企業もある。

(6） 大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、前年を
やや下回ったとみられる。消費増税から1年以上が
経過し、その影響は一巡したが、回復の動きは総じ
て鈍い。大規模商業施設の開業があったことも影
響しているとみられる。
品目別では主力の一般衣料品の動きが鈍い。か

つてはボーナスが出ると、通常の服や雑貨が動いて
いたが、今はボーナスが出ても洋服はあまり動かな
いという。賃上げやボーナスの増加による消費への
影響は、シニア層の顧客が多いため、あまり感じら
れないとするところが多い。
各市町村で発行されたプレミアム付商品券によ

る購入は、食料品等の日用品と、宝飾品・寝具・婦人
服等の比較的高額な商品に2極化しているが、全体
の売上を押し上げるほどではない。また、インバウン
ド消費は増えているものの、全体に占める割合は小
さく売上全体への影響も小さい。
一方、宝飾品、時計、貴金属、ハイエンドブランド
品や美術品等の高額品はコンスタントに売れている。

仏具、茶道具、食器などの金製品を集めた黄金展
の売上が大きく伸びたところもあり、富裕層の消費
は堅調に推移しているようだ。
ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢いを
欠いている。日常品や野菜などの価格が上がってい
るため、価格志向・節約志向が強まり、普段の買い
物はスーパーを利用し特売品を狙う、といった生活
防衛色が強い買い物となっている。消費者の購買
意欲が上がっているとは言えないようだ。
先行きも大きな増加は期待しにくく、現状並みの
売上で推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回った模様だ。消費増税の影響が一巡した4月
以降、前年を上回る月が多く、百貨店に比べ堅調に
推移している。衣料品の売上はやや低調だったが、
主力の食料品が増加した。野菜や肉などの相場高
が売上を押し上げている面があり、消費者の購買意
欲が高まっているわけではないようだ。
むしろ、円安や原材料の高騰を背景に食料品や

身の回り品などの生活必需品が相次いで値上がり
しており、家計は不要不急の支出を抑えるなど、慎
重な買い物姿勢が続いている。中間所得層の節約
意識は強く、これまでより吟味して買い物をするよう
になっている。賃上げやボーナス増で家計の所得は
増えているものの、同時に物価も上昇しており、本
格的な回復には至っていない。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年対比微増での推移が予想される。

●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」
（注）一般機械＝はん用機械＋生産用機械＋業務用機械
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埼玉県における産業動向と見通し
生産は緩やかに持ち直し、先行きは横ばいで推移

わが国経済は、このところ一部に鈍い動きもみら
れるが、緩やかな回復基調が続いている。個人消費
は総じてみれば底堅い動き、生産はこのところ横ば
い、企業収益は改善しており、雇用情勢は改善傾向
にある。先行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続
くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復
していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は緩やかに持ち直し、先行きは
横ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が建設、曇が電気
機械、輸送機械、大型小売店、小雨が一般機械、鉄
鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、わずかながらも前年を上回っ
た模様である。先行きは、現状より弱含みで推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや上回った。産業向
けや北米向けの自動車関連が引き続き順調だった。
先行きは、中国経済の減速から不透明感が増して
いる。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、一部の車種を国内生産に切り替え
る動きがあり、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を若干下回った。先行きも、現
状より弱含みで推移する可能性が高い。
○建設は、公共工事、民間工事ともに前年並みで推
移。先行きは、受注残に余裕があることから、当面
は順調に推移すると見込まれる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が充分なことから堅

（1) 一般機械…わずかに前年を上回る
７～９月期の一般機械の生産は、わずかながらも
前年を上回った模様である。発電用タービンや歯車
などの汎用機械は比較的底堅く推移したものの、マ
シニングセンタなどの工作機械は、伸び率が若干鈍
化した。中国など海外経済減速の影響を受けて、油
圧ショベルをはじめとする建設機械は、依然として
大幅に落ち込んでいる。
為替の円安基調などもあって、金型などの一部で
海外から仕事が戻る例がみられるものの、まだ本格
的な動きにはつながっていないようだ。
先行きの一般機械の生産は、現状より弱含みで
推移するとみられる。液晶などスマホ関連部品が動
き始めることを期待する声が聞かれたものの、もの
づくり補助金の効果が一巡してきたこともあり、足元
では工作機械受注額の伸びが一服している。中国
経済の減速を受けて、ロボットなど建設機械以外で
も輸出の伸びが鈍化するケースがみられ、景気の
先行きに不透明感が強まっている。
団塊の世代が65歳を超え、本格的にリタイアし
始めたこともあって、人を採用したいという企業が
増えている。しかし、工業高校の新規学卒者の数を、
企業の求人数が大幅に上回るような状況にあり、待
遇面などで劣る中小企業では新卒者の採用は難し
くなっている。パート・アルバイトなどでカバーすると

概況

主要産業の動向

大型タイプが好調であった。
一方、薄型テレビは、販売単価の下落基調を伴い

ながら、消費増税の反動減が一巡した後も、前年を
下回る動きが続いている。ただ、フルハイビジョンの
約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買替需要が拡
大しており、前年比で大幅に増加している。生産数
量が薄型テレビの１割強と増加してきており、中国か
らの低価格製品による価格の低下が懸念される。ま
た、４Ｋテレビの本格的な普及には、コンテンツ（テレ
ビ番組など）が未だ少なく、時間がかかりそうである。

先行きは、足元の販売の動きが鈍いこともあり、
県内の販売台数はやや低調に推移するとみられる。
生産については、販売台数の動きを受けて弱い動
きとなるものの、これまで海外で生産していた一部
の車種を国内生産に切り替える動きがあり、徐々に
持ち直していくと予想される。
トラック関連：トラックは7～9月期も高水準の生産
が続いたようだ。震災の復興需要や都市部の再開
発需要、2020年の東京オリンピック関連の建設需
要などで国内販売が好調だった。
国内販売は、先行きも底堅く推移するだろう。建
設需要が旺盛で国内のトラック需要は堅調に推移
すると見込まれる。一方、海外では原油をはじめと
する資源安や中国経済の減速等の影響で、資源開
発が低迷するなど減少が続くとみられる。
海外の落ち込みを国内の増加がカバーし、先行

きも生産は高水準での推移が続くだろう。
部品メーカー：7～9月期の生産は、トラック部品メー
カーでは、好調な国内販売を受けて工場のフル稼
働が続いたところがあるなど高水準の生産が続い
たようだ。このため人手が不足気味で、時給を上げ
ても派遣社員やパートタイムの採用が難しくなった
との声もあった。一方、乗用車部品メーカーの生産
は、完成車メ－カーの生産が低調なため、前年を下
回ったとみられる。
先行きは、乗用車の生産が弱い動きとなるため、
部品メーカー全体としては弱含みでの推移が予想
される。

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

電気機械

輸送機械

一般機械

鉄　　鋼

建　　設

大型小売店

調に推移すると見込まれる。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。一部
で工場のリフォームなどの動きがみられる。先行き
は、収益の回復などから、民間工事の引き合いの
増加を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、回復の動きがみられ
た。先行きは、2017年の消費増税を控えて優良な
物件には、購入意欲が高まっている。
〇大型小売店販売は、百貨店は前年割れ、スーパー
は前年を上回ったとみられる。先行きも、現状並み
での推移が予想される。

ころが多いが、非正規社員の時給も上昇しており、
企業の負担は増加している。
大企業に比べて、業績の回復が遅れている中小
企業では、引き続き設備投資に慎重な姿勢の企業
が少なくない。

（2) 電気機械…前年をやや上回って推移
７～９月期の生産は、前年が消費増税に伴う駆け
込み需要の反動減からやや低水準だったこともあり、
前年をやや上回って推移した。
産業向けは、国内での更新需要を中心とした設
備投資を背景に堅調を維持している。電装化が進
む自動車関連は北米向けが順調に推移しており、
電子部品・半導体の需要拡大が続いている。白物
家電等は、８月上旬に猛暑日が続いたものの、追加
生産はなく、生産量は期初の計画通りに留まった。
インバータのルームエアコンは、７月上旬は天候
不順等の影響もあり前年並みとなったが、中旬以降
は気温の高い日が多く、各地で猛暑日も続き、販売
は好調であった。一方、生産では、前年並みの期初
計画をしていたこと、気温が高くなるのが７月中旬
以降と遅れたことなどから、追加生産には結びつか
ず、期初計画通りの生産に留まり、前年並みで推移
した。ただ、販売が好調だったことから、メーカー在
庫や流通在庫が減少しているとみられる。新モデル
の生産が始まる10～12月期から、生産計画が増加
することを期待している。電気冷蔵庫も、猛暑だった
ことから順調に推移した。特に、401リットル以上の

電子部品関係は、中国経済の減速により、スマホ
向けは停滞しているものの、北米向けを中心に自動
車関連部品が引き続き順調に推移している。今後
も環境規制強化への対応に向けた自動車の更なる
電装化の進展が期待される。ただ、フォルクスワー
ゲン問題もあり、自動車関連部品の生産計画が下
方修正される懸念がある。
日本の家電メーカーは競争力の低下を受けて、
国外の事業縮小が続いている。一旦、海外へ進出
した工場等の日本生産回帰については、①新興国
向け生産の再構築、②日本国内の地震リスク、高
額な電気料金、工場等への安全装置等への高額
な投資などを総合的に考慮すると、難しいとみられ
ている。
先行きは、競合や価格下落による収益悪化も懸
念されている。中国経済の減速など不透明感が増
しており、各社が生産計画を下方修正する可能性
が高い。各社とも安定した収益確保が期待できるＢ
toＢ事業へシフトする動きを加速させている。

（3) 輸送機械…前年割れ続く
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続いた。消費増税の影響が一巡した今年
4月以降も、県内の乗用車販売は勢いを欠いた状況
が続いている。内訳をみると、登録車（普通乗用車
＋小型乗用車）は前年水準近くまで戻ってきている
が、軽自動車は前年比2ケタの減少となった。4月か
らの軽自動車税の増税の影響等があり低調に推移
している。
生産動向をみると、完成車メーカーの販売が昨
年は比較的好調だった反動もあり前年割れとなって
いるため、7～9月期の県内生産も引き続き前年を
下回ったとみられる。県内の輸送機械（乗用車のほ
かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、4～6月期が前年比▲21.8％、7月が同▲
4.9％と前年を下回り、生産は低調に推移している。

（4) 鉄鋼…前年を若干下回る
７～９月期の棒鋼の生産は、前年を若干下回った。
首都圏では、ホテルなどの建設は引き続き堅調に推
移しているものの、これまで好調だった大型物流施
設や医療・介護施設の伸びがやや鈍化しており、郊
外型のマンションの回復は遅れている。先行きも、
都内の大型賃貸ビルを含め、竣工予定時期を後ず
れさせる案件が出始めていることなどから、棒鋼の
生産は、現状より弱含みで推移する可能性が高い。
棒鋼の原料であるスクラップの価格が下落してい

る。この要因の一つは、世界最大の粗鋼生産能力を
持つ中国にある。現在、中国の高炉メーカーは、価
格下落が続く鉄鉱石を使って、国内需要を上回る粗
鋼生産を行っており、余剰分を韓国や台湾、ベトナム
など海外への輸出に振り向けている。輸出品の主体
は、精錬をすませ、一定サイズにそろえられたビレット
と呼ばれる半製品で、電炉を持たないメーカーでも、
圧延などを施すだけで、棒鋼の完成品に加工するこ
とができる。これまで韓国などは、不足するスクラッ
プを日本から相当量買い付けていたが、このところ
中国製ビレットの利用を増やしており、これが日本国
内におけるスクラップの余剰感につながっている。
収益面では、引き続き高額な電気料金が電炉

メーカーの経営を圧迫しているものの、スクラップ価
格の下落が先行したため、一時的に収支は改善して
いる。但し、棒鋼の製品価格も徐々に低下しており、
既に相当低い水準まで下がったスクラップ価格との
スプレッドは、今後縮小していく可能性が高い。逆に
スクラップ価格が上げ局面に転じた場合、製品価格
引き上げには時間を要するとみられることから、先行
きの収益は、急激な悪化に転じる可能性がある。
７～９月期の鋳物の生産は、前年を下回った。建設
機械の動きが止まっており、一時、堅調に推移してい
た工作機械でも、企業ごとの業績にバラツキがみら
れるようになっている。先行きも、受注残が減ってい
る企業が多く、年内の生産は引き続き減少基調で

推移する可能性が高い。スクラップ価格に加え、鋳
物用銑鉄の価格も下落傾向にあるものの、電力料
金引き上げに伴う価格転嫁が十分に進まないなか、
逆に製品価格への引き下げ圧力が強まることが懸
念されており、収益面は厳しい状況が続くとみられる。

(5) 建設…前年並みに推移
７～９月期の建設は、公共工事、民間工事ともに
前年並みで推移した。
中国経済の減速などから資材費が、人員の配置

の適正化などから労務費が落ち着いてきたが、その
水準は依然として高い。資材費や労務費には下げ
止まった感がみられ、今後の災害復旧や2020年の
オリンピックなどにより、再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの河川関連の工事が中心で、道路関連の工事は
少ない。

先行きは、受注残に余裕があることから、当面は
堅調に推移するとみられている。一般的に下期は受
注が減少するが、災害復旧や2020年の東京オリン
ピックなどの関連案件の受注を期待している。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、収益が回復してきたこと、足元での資
材費や労務費の上昇が落ち着いてきたことなどか
ら、様子見状態であった民間工事の引き合いにやや
動きがみられる。今までは、工場を修繕、補修、補強
などで繕っていたが、一部に工場のリフォームの動
きがみられるようになってきた。新たに工場を建て直
す場合、建設費が仮に10億円が必要であったもの
が、リフォームだと２～３億円で済むという。かつ、工
場の主要な柱が頑丈であれば十分長期的にも持ち
こたえることができる。
先行きは、収益の回復などから、工場や倉庫、ビル

などの民間工事の引き合いの増加を期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の駆け込み需要の反動減の一巡から、回復の動き
がみられるようになった。
県内建設業者は、一部地域を除いて、建築コスト

の上昇分を販売価格に転嫁できないため、無理し
て供給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物
件に絞り込んで対応しているようだ。また、高齢者の
住宅などで手すりや浴槽、内装などのリフォームの
需要は根強くある。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県における

マンション契約率は、2015年４月57.2％（首都圏
75.5％）、５月57.6％（同71.1％）、６月58.7％（同
78.1％）と首都圏平均を下回っており、かつ好不調
の目安と言われている70％を下回って推移するこ
とが多かった。７月の契約率は82.2％（同83.7％）と
久々に80％を超え、かつ販売戸数も814戸と大きく
増加した。８月の契約率（66.3％）、販売戸数（181
戸）は、ともに低下したが、業界では消費増税に伴う

反動減の影響が一巡し、在庫も減少していることか
ら、本格的な回復への期待が高まっている。
戸建住宅は、見学会等への来場者数は予想以上

であるが、成約率は来場者数と比較すると見劣りが
する。2017年の消費増税前の物件購入のための
下調べ等で、見学会へ来場しているとみられる。
先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、2017年の消費増税を控え
て、優良な物件であれば、購入意欲が高まっている。
県内の建設業者では、大手企業の採用が本格化

した夏以降、複数の内々定を得た学生の辞退が続
いており、計画人数の７割程度しか採用が出来てい
ない企業もある。

(6） 大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、前年を
やや下回ったとみられる。消費増税から1年以上が
経過し、その影響は一巡したが、回復の動きは総じ
て鈍い。大規模商業施設の開業があったことも影
響しているとみられる。
品目別では主力の一般衣料品の動きが鈍い。か

つてはボーナスが出ると、通常の服や雑貨が動いて
いたが、今はボーナスが出ても洋服はあまり動かな
いという。賃上げやボーナスの増加による消費への
影響は、シニア層の顧客が多いため、あまり感じら
れないとするところが多い。
各市町村で発行されたプレミアム付商品券によ

る購入は、食料品等の日用品と、宝飾品・寝具・婦人
服等の比較的高額な商品に2極化しているが、全体
の売上を押し上げるほどではない。また、インバウン
ド消費は増えているものの、全体に占める割合は小
さく売上全体への影響も小さい。
一方、宝飾品、時計、貴金属、ハイエンドブランド
品や美術品等の高額品はコンスタントに売れている。

仏具、茶道具、食器などの金製品を集めた黄金展
の売上が大きく伸びたところもあり、富裕層の消費
は堅調に推移しているようだ。
ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢いを
欠いている。日常品や野菜などの価格が上がってい
るため、価格志向・節約志向が強まり、普段の買い
物はスーパーを利用し特売品を狙う、といった生活
防衛色が強い買い物となっている。消費者の購買
意欲が上がっているとは言えないようだ。
先行きも大きな増加は期待しにくく、現状並みの
売上で推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回った模様だ。消費増税の影響が一巡した4月
以降、前年を上回る月が多く、百貨店に比べ堅調に
推移している。衣料品の売上はやや低調だったが、
主力の食料品が増加した。野菜や肉などの相場高
が売上を押し上げている面があり、消費者の購買意
欲が高まっているわけではないようだ。
むしろ、円安や原材料の高騰を背景に食料品や

身の回り品などの生活必需品が相次いで値上がり
しており、家計は不要不急の支出を抑えるなど、慎
重な買い物姿勢が続いている。中間所得層の節約
意識は強く、これまでより吟味して買い物をするよう
になっている。賃上げやボーナス増で家計の所得は
増えているものの、同時に物価も上昇しており、本
格的な回復には至っていない。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年対比微増での推移が予想される。

●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」
（注）一般機械＝はん用機械＋生産用機械＋業務用機械
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わが国経済は、このところ一部に鈍い動きもみら
れるが、緩やかな回復基調が続いている。個人消費
は総じてみれば底堅い動き、生産はこのところ横ば
い、企業収益は改善しており、雇用情勢は改善傾向
にある。先行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続
くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復
していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は緩やかに持ち直し、先行きは
横ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が建設、曇が電気
機械、輸送機械、大型小売店、小雨が一般機械、鉄
鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、わずかながらも前年を上回っ
た模様である。先行きは、現状より弱含みで推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや上回った。産業向
けや北米向けの自動車関連が引き続き順調だった。
先行きは、中国経済の減速から不透明感が増して
いる。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、一部の車種を国内生産に切り替え
る動きがあり、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を若干下回った。先行きも、現
状より弱含みで推移する可能性が高い。
○建設は、公共工事、民間工事ともに前年並みで推
移。先行きは、受注残に余裕があることから、当面
は順調に推移すると見込まれる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が充分なことから堅

（1) 一般機械…わずかに前年を上回る
７～９月期の一般機械の生産は、わずかながらも
前年を上回った模様である。発電用タービンや歯車
などの汎用機械は比較的底堅く推移したものの、マ
シニングセンタなどの工作機械は、伸び率が若干鈍
化した。中国など海外経済減速の影響を受けて、油
圧ショベルをはじめとする建設機械は、依然として
大幅に落ち込んでいる。
為替の円安基調などもあって、金型などの一部で
海外から仕事が戻る例がみられるものの、まだ本格
的な動きにはつながっていないようだ。
先行きの一般機械の生産は、現状より弱含みで
推移するとみられる。液晶などスマホ関連部品が動
き始めることを期待する声が聞かれたものの、もの
づくり補助金の効果が一巡してきたこともあり、足元
では工作機械受注額の伸びが一服している。中国
経済の減速を受けて、ロボットなど建設機械以外で
も輸出の伸びが鈍化するケースがみられ、景気の
先行きに不透明感が強まっている。
団塊の世代が65歳を超え、本格的にリタイアし
始めたこともあって、人を採用したいという企業が
増えている。しかし、工業高校の新規学卒者の数を、
企業の求人数が大幅に上回るような状況にあり、待
遇面などで劣る中小企業では新卒者の採用は難し
くなっている。パート・アルバイトなどでカバーすると

大型タイプが好調であった。
一方、薄型テレビは、販売単価の下落基調を伴い

ながら、消費増税の反動減が一巡した後も、前年を
下回る動きが続いている。ただ、フルハイビジョンの
約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買替需要が拡
大しており、前年比で大幅に増加している。生産数
量が薄型テレビの１割強と増加してきており、中国か
らの低価格製品による価格の低下が懸念される。ま
た、４Ｋテレビの本格的な普及には、コンテンツ（テレ
ビ番組など）が未だ少なく、時間がかかりそうである。

先行きは、足元の販売の動きが鈍いこともあり、
県内の販売台数はやや低調に推移するとみられる。
生産については、販売台数の動きを受けて弱い動
きとなるものの、これまで海外で生産していた一部
の車種を国内生産に切り替える動きがあり、徐々に
持ち直していくと予想される。
トラック関連：トラックは7～9月期も高水準の生産
が続いたようだ。震災の復興需要や都市部の再開
発需要、2020年の東京オリンピック関連の建設需
要などで国内販売が好調だった。
国内販売は、先行きも底堅く推移するだろう。建
設需要が旺盛で国内のトラック需要は堅調に推移
すると見込まれる。一方、海外では原油をはじめと
する資源安や中国経済の減速等の影響で、資源開
発が低迷するなど減少が続くとみられる。
海外の落ち込みを国内の増加がカバーし、先行

きも生産は高水準での推移が続くだろう。
部品メーカー：7～9月期の生産は、トラック部品メー
カーでは、好調な国内販売を受けて工場のフル稼
働が続いたところがあるなど高水準の生産が続い
たようだ。このため人手が不足気味で、時給を上げ
ても派遣社員やパートタイムの採用が難しくなった
との声もあった。一方、乗用車部品メーカーの生産
は、完成車メ－カーの生産が低調なため、前年を下
回ったとみられる。
先行きは、乗用車の生産が弱い動きとなるため、
部品メーカー全体としては弱含みでの推移が予想
される。

調に推移すると見込まれる。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。一部
で工場のリフォームなどの動きがみられる。先行き
は、収益の回復などから、民間工事の引き合いの
増加を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、回復の動きがみられ
た。先行きは、2017年の消費増税を控えて優良な
物件には、購入意欲が高まっている。
〇大型小売店販売は、百貨店は前年割れ、スーパー
は前年を上回ったとみられる。先行きも、現状並み
での推移が予想される。

ころが多いが、非正規社員の時給も上昇しており、
企業の負担は増加している。
大企業に比べて、業績の回復が遅れている中小
企業では、引き続き設備投資に慎重な姿勢の企業
が少なくない。

（2) 電気機械…前年をやや上回って推移
７～９月期の生産は、前年が消費増税に伴う駆け
込み需要の反動減からやや低水準だったこともあり、
前年をやや上回って推移した。
産業向けは、国内での更新需要を中心とした設
備投資を背景に堅調を維持している。電装化が進
む自動車関連は北米向けが順調に推移しており、
電子部品・半導体の需要拡大が続いている。白物
家電等は、８月上旬に猛暑日が続いたものの、追加
生産はなく、生産量は期初の計画通りに留まった。
インバータのルームエアコンは、７月上旬は天候
不順等の影響もあり前年並みとなったが、中旬以降
は気温の高い日が多く、各地で猛暑日も続き、販売
は好調であった。一方、生産では、前年並みの期初
計画をしていたこと、気温が高くなるのが７月中旬
以降と遅れたことなどから、追加生産には結びつか
ず、期初計画通りの生産に留まり、前年並みで推移
した。ただ、販売が好調だったことから、メーカー在
庫や流通在庫が減少しているとみられる。新モデル
の生産が始まる10～12月期から、生産計画が増加
することを期待している。電気冷蔵庫も、猛暑だった
ことから順調に推移した。特に、401リットル以上の

電子部品関係は、中国経済の減速により、スマホ
向けは停滞しているものの、北米向けを中心に自動
車関連部品が引き続き順調に推移している。今後
も環境規制強化への対応に向けた自動車の更なる
電装化の進展が期待される。ただ、フォルクスワー
ゲン問題もあり、自動車関連部品の生産計画が下
方修正される懸念がある。
日本の家電メーカーは競争力の低下を受けて、
国外の事業縮小が続いている。一旦、海外へ進出
した工場等の日本生産回帰については、①新興国
向け生産の再構築、②日本国内の地震リスク、高
額な電気料金、工場等への安全装置等への高額
な投資などを総合的に考慮すると、難しいとみられ
ている。
先行きは、競合や価格下落による収益悪化も懸
念されている。中国経済の減速など不透明感が増
しており、各社が生産計画を下方修正する可能性
が高い。各社とも安定した収益確保が期待できるＢ
toＢ事業へシフトする動きを加速させている。

（3) 輸送機械…前年割れ続く
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続いた。消費増税の影響が一巡した今年
4月以降も、県内の乗用車販売は勢いを欠いた状況
が続いている。内訳をみると、登録車（普通乗用車
＋小型乗用車）は前年水準近くまで戻ってきている
が、軽自動車は前年比2ケタの減少となった。4月か
らの軽自動車税の増税の影響等があり低調に推移
している。
生産動向をみると、完成車メーカーの販売が昨
年は比較的好調だった反動もあり前年割れとなって
いるため、7～9月期の県内生産も引き続き前年を
下回ったとみられる。県内の輸送機械（乗用車のほ
かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、4～6月期が前年比▲21.8％、7月が同▲
4.9％と前年を下回り、生産は低調に推移している。

（4) 鉄鋼…前年を若干下回る
７～９月期の棒鋼の生産は、前年を若干下回った。
首都圏では、ホテルなどの建設は引き続き堅調に推
移しているものの、これまで好調だった大型物流施
設や医療・介護施設の伸びがやや鈍化しており、郊
外型のマンションの回復は遅れている。先行きも、
都内の大型賃貸ビルを含め、竣工予定時期を後ず
れさせる案件が出始めていることなどから、棒鋼の
生産は、現状より弱含みで推移する可能性が高い。
棒鋼の原料であるスクラップの価格が下落してい

る。この要因の一つは、世界最大の粗鋼生産能力を
持つ中国にある。現在、中国の高炉メーカーは、価
格下落が続く鉄鉱石を使って、国内需要を上回る粗
鋼生産を行っており、余剰分を韓国や台湾、ベトナム
など海外への輸出に振り向けている。輸出品の主体
は、精錬をすませ、一定サイズにそろえられたビレット
と呼ばれる半製品で、電炉を持たないメーカーでも、
圧延などを施すだけで、棒鋼の完成品に加工するこ
とができる。これまで韓国などは、不足するスクラッ
プを日本から相当量買い付けていたが、このところ
中国製ビレットの利用を増やしており、これが日本国
内におけるスクラップの余剰感につながっている。
収益面では、引き続き高額な電気料金が電炉

メーカーの経営を圧迫しているものの、スクラップ価
格の下落が先行したため、一時的に収支は改善して
いる。但し、棒鋼の製品価格も徐々に低下しており、
既に相当低い水準まで下がったスクラップ価格との
スプレッドは、今後縮小していく可能性が高い。逆に
スクラップ価格が上げ局面に転じた場合、製品価格
引き上げには時間を要するとみられることから、先行
きの収益は、急激な悪化に転じる可能性がある。
７～９月期の鋳物の生産は、前年を下回った。建設
機械の動きが止まっており、一時、堅調に推移してい
た工作機械でも、企業ごとの業績にバラツキがみら
れるようになっている。先行きも、受注残が減ってい
る企業が多く、年内の生産は引き続き減少基調で

推移する可能性が高い。スクラップ価格に加え、鋳
物用銑鉄の価格も下落傾向にあるものの、電力料
金引き上げに伴う価格転嫁が十分に進まないなか、
逆に製品価格への引き下げ圧力が強まることが懸
念されており、収益面は厳しい状況が続くとみられる。

(5) 建設…前年並みに推移
７～９月期の建設は、公共工事、民間工事ともに
前年並みで推移した。
中国経済の減速などから資材費が、人員の配置

の適正化などから労務費が落ち着いてきたが、その
水準は依然として高い。資材費や労務費には下げ
止まった感がみられ、今後の災害復旧や2020年の
オリンピックなどにより、再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの河川関連の工事が中心で、道路関連の工事は
少ない。

先行きは、受注残に余裕があることから、当面は
堅調に推移するとみられている。一般的に下期は受
注が減少するが、災害復旧や2020年の東京オリン
ピックなどの関連案件の受注を期待している。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、収益が回復してきたこと、足元での資
材費や労務費の上昇が落ち着いてきたことなどか
ら、様子見状態であった民間工事の引き合いにやや
動きがみられる。今までは、工場を修繕、補修、補強
などで繕っていたが、一部に工場のリフォームの動
きがみられるようになってきた。新たに工場を建て直
す場合、建設費が仮に10億円が必要であったもの
が、リフォームだと２～３億円で済むという。かつ、工
場の主要な柱が頑丈であれば十分長期的にも持ち
こたえることができる。
先行きは、収益の回復などから、工場や倉庫、ビル

などの民間工事の引き合いの増加を期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の駆け込み需要の反動減の一巡から、回復の動き
がみられるようになった。
県内建設業者は、一部地域を除いて、建築コスト

の上昇分を販売価格に転嫁できないため、無理し
て供給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物
件に絞り込んで対応しているようだ。また、高齢者の
住宅などで手すりや浴槽、内装などのリフォームの
需要は根強くある。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県における

マンション契約率は、2015年４月57.2％（首都圏
75.5％）、５月57.6％（同71.1％）、６月58.7％（同
78.1％）と首都圏平均を下回っており、かつ好不調
の目安と言われている70％を下回って推移するこ
とが多かった。７月の契約率は82.2％（同83.7％）と
久々に80％を超え、かつ販売戸数も814戸と大きく
増加した。８月の契約率（66.3％）、販売戸数（181
戸）は、ともに低下したが、業界では消費増税に伴う

反動減の影響が一巡し、在庫も減少していることか
ら、本格的な回復への期待が高まっている。
戸建住宅は、見学会等への来場者数は予想以上

であるが、成約率は来場者数と比較すると見劣りが
する。2017年の消費増税前の物件購入のための
下調べ等で、見学会へ来場しているとみられる。
先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、2017年の消費増税を控え
て、優良な物件であれば、購入意欲が高まっている。
県内の建設業者では、大手企業の採用が本格化

した夏以降、複数の内々定を得た学生の辞退が続
いており、計画人数の７割程度しか採用が出来てい
ない企業もある。

(6） 大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、前年を
やや下回ったとみられる。消費増税から1年以上が
経過し、その影響は一巡したが、回復の動きは総じ
て鈍い。大規模商業施設の開業があったことも影
響しているとみられる。
品目別では主力の一般衣料品の動きが鈍い。か

つてはボーナスが出ると、通常の服や雑貨が動いて
いたが、今はボーナスが出ても洋服はあまり動かな
いという。賃上げやボーナスの増加による消費への
影響は、シニア層の顧客が多いため、あまり感じら
れないとするところが多い。
各市町村で発行されたプレミアム付商品券によ

る購入は、食料品等の日用品と、宝飾品・寝具・婦人
服等の比較的高額な商品に2極化しているが、全体
の売上を押し上げるほどではない。また、インバウン
ド消費は増えているものの、全体に占める割合は小
さく売上全体への影響も小さい。
一方、宝飾品、時計、貴金属、ハイエンドブランド
品や美術品等の高額品はコンスタントに売れている。

仏具、茶道具、食器などの金製品を集めた黄金展
の売上が大きく伸びたところもあり、富裕層の消費
は堅調に推移しているようだ。
ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢いを
欠いている。日常品や野菜などの価格が上がってい
るため、価格志向・節約志向が強まり、普段の買い
物はスーパーを利用し特売品を狙う、といった生活
防衛色が強い買い物となっている。消費者の購買
意欲が上がっているとは言えないようだ。
先行きも大きな増加は期待しにくく、現状並みの
売上で推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回った模様だ。消費増税の影響が一巡した4月
以降、前年を上回る月が多く、百貨店に比べ堅調に
推移している。衣料品の売上はやや低調だったが、
主力の食料品が増加した。野菜や肉などの相場高
が売上を押し上げている面があり、消費者の購買意
欲が高まっているわけではないようだ。
むしろ、円安や原材料の高騰を背景に食料品や

身の回り品などの生活必需品が相次いで値上がり
しており、家計は不要不急の支出を抑えるなど、慎
重な買い物姿勢が続いている。中間所得層の節約
意識は強く、これまでより吟味して買い物をするよう
になっている。賃上げやボーナス増で家計の所得は
増えているものの、同時に物価も上昇しており、本
格的な回復には至っていない。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年対比微増での推移が予想される。

●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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●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」

前年比（%）

●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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わが国経済は、このところ一部に鈍い動きもみら
れるが、緩やかな回復基調が続いている。個人消費
は総じてみれば底堅い動き、生産はこのところ横ば
い、企業収益は改善しており、雇用情勢は改善傾向
にある。先行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続
くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復
していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は緩やかに持ち直し、先行きは
横ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が建設、曇が電気
機械、輸送機械、大型小売店、小雨が一般機械、鉄
鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、わずかながらも前年を上回っ
た模様である。先行きは、現状より弱含みで推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや上回った。産業向
けや北米向けの自動車関連が引き続き順調だった。
先行きは、中国経済の減速から不透明感が増して
いる。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、一部の車種を国内生産に切り替え
る動きがあり、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を若干下回った。先行きも、現
状より弱含みで推移する可能性が高い。
○建設は、公共工事、民間工事ともに前年並みで推
移。先行きは、受注残に余裕があることから、当面
は順調に推移すると見込まれる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が充分なことから堅

（1) 一般機械…わずかに前年を上回る
７～９月期の一般機械の生産は、わずかながらも
前年を上回った模様である。発電用タービンや歯車
などの汎用機械は比較的底堅く推移したものの、マ
シニングセンタなどの工作機械は、伸び率が若干鈍
化した。中国など海外経済減速の影響を受けて、油
圧ショベルをはじめとする建設機械は、依然として
大幅に落ち込んでいる。
為替の円安基調などもあって、金型などの一部で
海外から仕事が戻る例がみられるものの、まだ本格
的な動きにはつながっていないようだ。
先行きの一般機械の生産は、現状より弱含みで
推移するとみられる。液晶などスマホ関連部品が動
き始めることを期待する声が聞かれたものの、もの
づくり補助金の効果が一巡してきたこともあり、足元
では工作機械受注額の伸びが一服している。中国
経済の減速を受けて、ロボットなど建設機械以外で
も輸出の伸びが鈍化するケースがみられ、景気の
先行きに不透明感が強まっている。
団塊の世代が65歳を超え、本格的にリタイアし
始めたこともあって、人を採用したいという企業が
増えている。しかし、工業高校の新規学卒者の数を、
企業の求人数が大幅に上回るような状況にあり、待
遇面などで劣る中小企業では新卒者の採用は難し
くなっている。パート・アルバイトなどでカバーすると

大型タイプが好調であった。
一方、薄型テレビは、販売単価の下落基調を伴い

ながら、消費増税の反動減が一巡した後も、前年を
下回る動きが続いている。ただ、フルハイビジョンの
約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買替需要が拡
大しており、前年比で大幅に増加している。生産数
量が薄型テレビの１割強と増加してきており、中国か
らの低価格製品による価格の低下が懸念される。ま
た、４Ｋテレビの本格的な普及には、コンテンツ（テレ
ビ番組など）が未だ少なく、時間がかかりそうである。

先行きは、足元の販売の動きが鈍いこともあり、
県内の販売台数はやや低調に推移するとみられる。
生産については、販売台数の動きを受けて弱い動
きとなるものの、これまで海外で生産していた一部
の車種を国内生産に切り替える動きがあり、徐々に
持ち直していくと予想される。
トラック関連：トラックは7～9月期も高水準の生産
が続いたようだ。震災の復興需要や都市部の再開
発需要、2020年の東京オリンピック関連の建設需
要などで国内販売が好調だった。
国内販売は、先行きも底堅く推移するだろう。建
設需要が旺盛で国内のトラック需要は堅調に推移
すると見込まれる。一方、海外では原油をはじめと
する資源安や中国経済の減速等の影響で、資源開
発が低迷するなど減少が続くとみられる。
海外の落ち込みを国内の増加がカバーし、先行

きも生産は高水準での推移が続くだろう。
部品メーカー：7～9月期の生産は、トラック部品メー
カーでは、好調な国内販売を受けて工場のフル稼
働が続いたところがあるなど高水準の生産が続い
たようだ。このため人手が不足気味で、時給を上げ
ても派遣社員やパートタイムの採用が難しくなった
との声もあった。一方、乗用車部品メーカーの生産
は、完成車メ－カーの生産が低調なため、前年を下
回ったとみられる。
先行きは、乗用車の生産が弱い動きとなるため、
部品メーカー全体としては弱含みでの推移が予想
される。

調に推移すると見込まれる。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。一部
で工場のリフォームなどの動きがみられる。先行き
は、収益の回復などから、民間工事の引き合いの
増加を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、回復の動きがみられ
た。先行きは、2017年の消費増税を控えて優良な
物件には、購入意欲が高まっている。
〇大型小売店販売は、百貨店は前年割れ、スーパー
は前年を上回ったとみられる。先行きも、現状並み
での推移が予想される。

ころが多いが、非正規社員の時給も上昇しており、
企業の負担は増加している。
大企業に比べて、業績の回復が遅れている中小
企業では、引き続き設備投資に慎重な姿勢の企業
が少なくない。

（2) 電気機械…前年をやや上回って推移
７～９月期の生産は、前年が消費増税に伴う駆け
込み需要の反動減からやや低水準だったこともあり、
前年をやや上回って推移した。
産業向けは、国内での更新需要を中心とした設
備投資を背景に堅調を維持している。電装化が進
む自動車関連は北米向けが順調に推移しており、
電子部品・半導体の需要拡大が続いている。白物
家電等は、８月上旬に猛暑日が続いたものの、追加
生産はなく、生産量は期初の計画通りに留まった。
インバータのルームエアコンは、７月上旬は天候
不順等の影響もあり前年並みとなったが、中旬以降
は気温の高い日が多く、各地で猛暑日も続き、販売
は好調であった。一方、生産では、前年並みの期初
計画をしていたこと、気温が高くなるのが７月中旬
以降と遅れたことなどから、追加生産には結びつか
ず、期初計画通りの生産に留まり、前年並みで推移
した。ただ、販売が好調だったことから、メーカー在
庫や流通在庫が減少しているとみられる。新モデル
の生産が始まる10～12月期から、生産計画が増加
することを期待している。電気冷蔵庫も、猛暑だった
ことから順調に推移した。特に、401リットル以上の

電子部品関係は、中国経済の減速により、スマホ
向けは停滞しているものの、北米向けを中心に自動
車関連部品が引き続き順調に推移している。今後
も環境規制強化への対応に向けた自動車の更なる
電装化の進展が期待される。ただ、フォルクスワー
ゲン問題もあり、自動車関連部品の生産計画が下
方修正される懸念がある。
日本の家電メーカーは競争力の低下を受けて、
国外の事業縮小が続いている。一旦、海外へ進出
した工場等の日本生産回帰については、①新興国
向け生産の再構築、②日本国内の地震リスク、高
額な電気料金、工場等への安全装置等への高額
な投資などを総合的に考慮すると、難しいとみられ
ている。
先行きは、競合や価格下落による収益悪化も懸
念されている。中国経済の減速など不透明感が増
しており、各社が生産計画を下方修正する可能性
が高い。各社とも安定した収益確保が期待できるＢ
toＢ事業へシフトする動きを加速させている。

（3) 輸送機械…前年割れ続く
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続いた。消費増税の影響が一巡した今年
4月以降も、県内の乗用車販売は勢いを欠いた状況
が続いている。内訳をみると、登録車（普通乗用車
＋小型乗用車）は前年水準近くまで戻ってきている
が、軽自動車は前年比2ケタの減少となった。4月か
らの軽自動車税の増税の影響等があり低調に推移
している。
生産動向をみると、完成車メーカーの販売が昨
年は比較的好調だった反動もあり前年割れとなって
いるため、7～9月期の県内生産も引き続き前年を
下回ったとみられる。県内の輸送機械（乗用車のほ
かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、4～6月期が前年比▲21.8％、7月が同▲
4.9％と前年を下回り、生産は低調に推移している。

（4) 鉄鋼…前年を若干下回る
７～９月期の棒鋼の生産は、前年を若干下回った。
首都圏では、ホテルなどの建設は引き続き堅調に推
移しているものの、これまで好調だった大型物流施
設や医療・介護施設の伸びがやや鈍化しており、郊
外型のマンションの回復は遅れている。先行きも、
都内の大型賃貸ビルを含め、竣工予定時期を後ず
れさせる案件が出始めていることなどから、棒鋼の
生産は、現状より弱含みで推移する可能性が高い。
棒鋼の原料であるスクラップの価格が下落してい

る。この要因の一つは、世界最大の粗鋼生産能力を
持つ中国にある。現在、中国の高炉メーカーは、価
格下落が続く鉄鉱石を使って、国内需要を上回る粗
鋼生産を行っており、余剰分を韓国や台湾、ベトナム
など海外への輸出に振り向けている。輸出品の主体
は、精錬をすませ、一定サイズにそろえられたビレット
と呼ばれる半製品で、電炉を持たないメーカーでも、
圧延などを施すだけで、棒鋼の完成品に加工するこ
とができる。これまで韓国などは、不足するスクラッ
プを日本から相当量買い付けていたが、このところ
中国製ビレットの利用を増やしており、これが日本国
内におけるスクラップの余剰感につながっている。
収益面では、引き続き高額な電気料金が電炉

メーカーの経営を圧迫しているものの、スクラップ価
格の下落が先行したため、一時的に収支は改善して
いる。但し、棒鋼の製品価格も徐々に低下しており、
既に相当低い水準まで下がったスクラップ価格との
スプレッドは、今後縮小していく可能性が高い。逆に
スクラップ価格が上げ局面に転じた場合、製品価格
引き上げには時間を要するとみられることから、先行
きの収益は、急激な悪化に転じる可能性がある。
７～９月期の鋳物の生産は、前年を下回った。建設
機械の動きが止まっており、一時、堅調に推移してい
た工作機械でも、企業ごとの業績にバラツキがみら
れるようになっている。先行きも、受注残が減ってい
る企業が多く、年内の生産は引き続き減少基調で

推移する可能性が高い。スクラップ価格に加え、鋳
物用銑鉄の価格も下落傾向にあるものの、電力料
金引き上げに伴う価格転嫁が十分に進まないなか、
逆に製品価格への引き下げ圧力が強まることが懸
念されており、収益面は厳しい状況が続くとみられる。

(5) 建設…前年並みに推移
７～９月期の建設は、公共工事、民間工事ともに
前年並みで推移した。
中国経済の減速などから資材費が、人員の配置

の適正化などから労務費が落ち着いてきたが、その
水準は依然として高い。資材費や労務費には下げ
止まった感がみられ、今後の災害復旧や2020年の
オリンピックなどにより、再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの河川関連の工事が中心で、道路関連の工事は
少ない。

先行きは、受注残に余裕があることから、当面は
堅調に推移するとみられている。一般的に下期は受
注が減少するが、災害復旧や2020年の東京オリン
ピックなどの関連案件の受注を期待している。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、収益が回復してきたこと、足元での資
材費や労務費の上昇が落ち着いてきたことなどか
ら、様子見状態であった民間工事の引き合いにやや
動きがみられる。今までは、工場を修繕、補修、補強
などで繕っていたが、一部に工場のリフォームの動
きがみられるようになってきた。新たに工場を建て直
す場合、建設費が仮に10億円が必要であったもの
が、リフォームだと２～３億円で済むという。かつ、工
場の主要な柱が頑丈であれば十分長期的にも持ち
こたえることができる。
先行きは、収益の回復などから、工場や倉庫、ビル

などの民間工事の引き合いの増加を期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の駆け込み需要の反動減の一巡から、回復の動き
がみられるようになった。
県内建設業者は、一部地域を除いて、建築コスト

の上昇分を販売価格に転嫁できないため、無理し
て供給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物
件に絞り込んで対応しているようだ。また、高齢者の
住宅などで手すりや浴槽、内装などのリフォームの
需要は根強くある。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県における

マンション契約率は、2015年４月57.2％（首都圏
75.5％）、５月57.6％（同71.1％）、６月58.7％（同
78.1％）と首都圏平均を下回っており、かつ好不調
の目安と言われている70％を下回って推移するこ
とが多かった。７月の契約率は82.2％（同83.7％）と
久々に80％を超え、かつ販売戸数も814戸と大きく
増加した。８月の契約率（66.3％）、販売戸数（181
戸）は、ともに低下したが、業界では消費増税に伴う

反動減の影響が一巡し、在庫も減少していることか
ら、本格的な回復への期待が高まっている。
戸建住宅は、見学会等への来場者数は予想以上

であるが、成約率は来場者数と比較すると見劣りが
する。2017年の消費増税前の物件購入のための
下調べ等で、見学会へ来場しているとみられる。
先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、2017年の消費増税を控え
て、優良な物件であれば、購入意欲が高まっている。
県内の建設業者では、大手企業の採用が本格化

した夏以降、複数の内々定を得た学生の辞退が続
いており、計画人数の７割程度しか採用が出来てい
ない企業もある。

(6） 大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、前年を
やや下回ったとみられる。消費増税から1年以上が
経過し、その影響は一巡したが、回復の動きは総じ
て鈍い。大規模商業施設の開業があったことも影
響しているとみられる。
品目別では主力の一般衣料品の動きが鈍い。か

つてはボーナスが出ると、通常の服や雑貨が動いて
いたが、今はボーナスが出ても洋服はあまり動かな
いという。賃上げやボーナスの増加による消費への
影響は、シニア層の顧客が多いため、あまり感じら
れないとするところが多い。
各市町村で発行されたプレミアム付商品券によ

る購入は、食料品等の日用品と、宝飾品・寝具・婦人
服等の比較的高額な商品に2極化しているが、全体
の売上を押し上げるほどではない。また、インバウン
ド消費は増えているものの、全体に占める割合は小
さく売上全体への影響も小さい。
一方、宝飾品、時計、貴金属、ハイエンドブランド
品や美術品等の高額品はコンスタントに売れている。

仏具、茶道具、食器などの金製品を集めた黄金展
の売上が大きく伸びたところもあり、富裕層の消費
は堅調に推移しているようだ。
ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢いを
欠いている。日常品や野菜などの価格が上がってい
るため、価格志向・節約志向が強まり、普段の買い
物はスーパーを利用し特売品を狙う、といった生活
防衛色が強い買い物となっている。消費者の購買
意欲が上がっているとは言えないようだ。
先行きも大きな増加は期待しにくく、現状並みの
売上で推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回った模様だ。消費増税の影響が一巡した4月
以降、前年を上回る月が多く、百貨店に比べ堅調に
推移している。衣料品の売上はやや低調だったが、
主力の食料品が増加した。野菜や肉などの相場高
が売上を押し上げている面があり、消費者の購買意
欲が高まっているわけではないようだ。
むしろ、円安や原材料の高騰を背景に食料品や

身の回り品などの生活必需品が相次いで値上がり
しており、家計は不要不急の支出を抑えるなど、慎
重な買い物姿勢が続いている。中間所得層の節約
意識は強く、これまでより吟味して買い物をするよう
になっている。賃上げやボーナス増で家計の所得は
増えているものの、同時に物価も上昇しており、本
格的な回復には至っていない。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年対比微増での推移が予想される。

●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」

前年比（%）

●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」

前年比（%）

●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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わが国経済は、このところ一部に鈍い動きもみら
れるが、緩やかな回復基調が続いている。個人消費
は総じてみれば底堅い動き、生産はこのところ横ば
い、企業収益は改善しており、雇用情勢は改善傾向
にある。先行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続
くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復
していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は緩やかに持ち直し、先行きは
横ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が建設、曇が電気
機械、輸送機械、大型小売店、小雨が一般機械、鉄
鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、わずかながらも前年を上回っ
た模様である。先行きは、現状より弱含みで推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや上回った。産業向
けや北米向けの自動車関連が引き続き順調だった。
先行きは、中国経済の減速から不透明感が増して
いる。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、一部の車種を国内生産に切り替え
る動きがあり、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を若干下回った。先行きも、現
状より弱含みで推移する可能性が高い。
○建設は、公共工事、民間工事ともに前年並みで推
移。先行きは、受注残に余裕があることから、当面
は順調に推移すると見込まれる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が充分なことから堅

（1) 一般機械…わずかに前年を上回る
７～９月期の一般機械の生産は、わずかながらも
前年を上回った模様である。発電用タービンや歯車
などの汎用機械は比較的底堅く推移したものの、マ
シニングセンタなどの工作機械は、伸び率が若干鈍
化した。中国など海外経済減速の影響を受けて、油
圧ショベルをはじめとする建設機械は、依然として
大幅に落ち込んでいる。
為替の円安基調などもあって、金型などの一部で
海外から仕事が戻る例がみられるものの、まだ本格
的な動きにはつながっていないようだ。
先行きの一般機械の生産は、現状より弱含みで
推移するとみられる。液晶などスマホ関連部品が動
き始めることを期待する声が聞かれたものの、もの
づくり補助金の効果が一巡してきたこともあり、足元
では工作機械受注額の伸びが一服している。中国
経済の減速を受けて、ロボットなど建設機械以外で
も輸出の伸びが鈍化するケースがみられ、景気の
先行きに不透明感が強まっている。
団塊の世代が65歳を超え、本格的にリタイアし
始めたこともあって、人を採用したいという企業が
増えている。しかし、工業高校の新規学卒者の数を、
企業の求人数が大幅に上回るような状況にあり、待
遇面などで劣る中小企業では新卒者の採用は難し
くなっている。パート・アルバイトなどでカバーすると

大型タイプが好調であった。
一方、薄型テレビは、販売単価の下落基調を伴い

ながら、消費増税の反動減が一巡した後も、前年を
下回る動きが続いている。ただ、フルハイビジョンの
約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買替需要が拡
大しており、前年比で大幅に増加している。生産数
量が薄型テレビの１割強と増加してきており、中国か
らの低価格製品による価格の低下が懸念される。ま
た、４Ｋテレビの本格的な普及には、コンテンツ（テレ
ビ番組など）が未だ少なく、時間がかかりそうである。

先行きは、足元の販売の動きが鈍いこともあり、
県内の販売台数はやや低調に推移するとみられる。
生産については、販売台数の動きを受けて弱い動
きとなるものの、これまで海外で生産していた一部
の車種を国内生産に切り替える動きがあり、徐々に
持ち直していくと予想される。
トラック関連：トラックは7～9月期も高水準の生産
が続いたようだ。震災の復興需要や都市部の再開
発需要、2020年の東京オリンピック関連の建設需
要などで国内販売が好調だった。
国内販売は、先行きも底堅く推移するだろう。建
設需要が旺盛で国内のトラック需要は堅調に推移
すると見込まれる。一方、海外では原油をはじめと
する資源安や中国経済の減速等の影響で、資源開
発が低迷するなど減少が続くとみられる。
海外の落ち込みを国内の増加がカバーし、先行

きも生産は高水準での推移が続くだろう。
部品メーカー：7～9月期の生産は、トラック部品メー
カーでは、好調な国内販売を受けて工場のフル稼
働が続いたところがあるなど高水準の生産が続い
たようだ。このため人手が不足気味で、時給を上げ
ても派遣社員やパートタイムの採用が難しくなった
との声もあった。一方、乗用車部品メーカーの生産
は、完成車メ－カーの生産が低調なため、前年を下
回ったとみられる。
先行きは、乗用車の生産が弱い動きとなるため、
部品メーカー全体としては弱含みでの推移が予想
される。

調に推移すると見込まれる。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。一部
で工場のリフォームなどの動きがみられる。先行き
は、収益の回復などから、民間工事の引き合いの
増加を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、回復の動きがみられ
た。先行きは、2017年の消費増税を控えて優良な
物件には、購入意欲が高まっている。
〇大型小売店販売は、百貨店は前年割れ、スーパー
は前年を上回ったとみられる。先行きも、現状並み
での推移が予想される。

ころが多いが、非正規社員の時給も上昇しており、
企業の負担は増加している。
大企業に比べて、業績の回復が遅れている中小
企業では、引き続き設備投資に慎重な姿勢の企業
が少なくない。

（2) 電気機械…前年をやや上回って推移
７～９月期の生産は、前年が消費増税に伴う駆け
込み需要の反動減からやや低水準だったこともあり、
前年をやや上回って推移した。
産業向けは、国内での更新需要を中心とした設
備投資を背景に堅調を維持している。電装化が進
む自動車関連は北米向けが順調に推移しており、
電子部品・半導体の需要拡大が続いている。白物
家電等は、８月上旬に猛暑日が続いたものの、追加
生産はなく、生産量は期初の計画通りに留まった。
インバータのルームエアコンは、７月上旬は天候
不順等の影響もあり前年並みとなったが、中旬以降
は気温の高い日が多く、各地で猛暑日も続き、販売
は好調であった。一方、生産では、前年並みの期初
計画をしていたこと、気温が高くなるのが７月中旬
以降と遅れたことなどから、追加生産には結びつか
ず、期初計画通りの生産に留まり、前年並みで推移
した。ただ、販売が好調だったことから、メーカー在
庫や流通在庫が減少しているとみられる。新モデル
の生産が始まる10～12月期から、生産計画が増加
することを期待している。電気冷蔵庫も、猛暑だった
ことから順調に推移した。特に、401リットル以上の

電子部品関係は、中国経済の減速により、スマホ
向けは停滞しているものの、北米向けを中心に自動
車関連部品が引き続き順調に推移している。今後
も環境規制強化への対応に向けた自動車の更なる
電装化の進展が期待される。ただ、フォルクスワー
ゲン問題もあり、自動車関連部品の生産計画が下
方修正される懸念がある。
日本の家電メーカーは競争力の低下を受けて、
国外の事業縮小が続いている。一旦、海外へ進出
した工場等の日本生産回帰については、①新興国
向け生産の再構築、②日本国内の地震リスク、高
額な電気料金、工場等への安全装置等への高額
な投資などを総合的に考慮すると、難しいとみられ
ている。
先行きは、競合や価格下落による収益悪化も懸
念されている。中国経済の減速など不透明感が増
しており、各社が生産計画を下方修正する可能性
が高い。各社とも安定した収益確保が期待できるＢ
toＢ事業へシフトする動きを加速させている。

（3) 輸送機械…前年割れ続く
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続いた。消費増税の影響が一巡した今年
4月以降も、県内の乗用車販売は勢いを欠いた状況
が続いている。内訳をみると、登録車（普通乗用車
＋小型乗用車）は前年水準近くまで戻ってきている
が、軽自動車は前年比2ケタの減少となった。4月か
らの軽自動車税の増税の影響等があり低調に推移
している。
生産動向をみると、完成車メーカーの販売が昨
年は比較的好調だった反動もあり前年割れとなって
いるため、7～9月期の県内生産も引き続き前年を
下回ったとみられる。県内の輸送機械（乗用車のほ
かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、4～6月期が前年比▲21.8％、7月が同▲
4.9％と前年を下回り、生産は低調に推移している。

（4) 鉄鋼…前年を若干下回る
７～９月期の棒鋼の生産は、前年を若干下回った。
首都圏では、ホテルなどの建設は引き続き堅調に推
移しているものの、これまで好調だった大型物流施
設や医療・介護施設の伸びがやや鈍化しており、郊
外型のマンションの回復は遅れている。先行きも、
都内の大型賃貸ビルを含め、竣工予定時期を後ず
れさせる案件が出始めていることなどから、棒鋼の
生産は、現状より弱含みで推移する可能性が高い。
棒鋼の原料であるスクラップの価格が下落してい

る。この要因の一つは、世界最大の粗鋼生産能力を
持つ中国にある。現在、中国の高炉メーカーは、価
格下落が続く鉄鉱石を使って、国内需要を上回る粗
鋼生産を行っており、余剰分を韓国や台湾、ベトナム
など海外への輸出に振り向けている。輸出品の主体
は、精錬をすませ、一定サイズにそろえられたビレット
と呼ばれる半製品で、電炉を持たないメーカーでも、
圧延などを施すだけで、棒鋼の完成品に加工するこ
とができる。これまで韓国などは、不足するスクラッ
プを日本から相当量買い付けていたが、このところ
中国製ビレットの利用を増やしており、これが日本国
内におけるスクラップの余剰感につながっている。
収益面では、引き続き高額な電気料金が電炉

メーカーの経営を圧迫しているものの、スクラップ価
格の下落が先行したため、一時的に収支は改善して
いる。但し、棒鋼の製品価格も徐々に低下しており、
既に相当低い水準まで下がったスクラップ価格との
スプレッドは、今後縮小していく可能性が高い。逆に
スクラップ価格が上げ局面に転じた場合、製品価格
引き上げには時間を要するとみられることから、先行
きの収益は、急激な悪化に転じる可能性がある。
７～９月期の鋳物の生産は、前年を下回った。建設
機械の動きが止まっており、一時、堅調に推移してい
た工作機械でも、企業ごとの業績にバラツキがみら
れるようになっている。先行きも、受注残が減ってい
る企業が多く、年内の生産は引き続き減少基調で

推移する可能性が高い。スクラップ価格に加え、鋳
物用銑鉄の価格も下落傾向にあるものの、電力料
金引き上げに伴う価格転嫁が十分に進まないなか、
逆に製品価格への引き下げ圧力が強まることが懸
念されており、収益面は厳しい状況が続くとみられる。

(5) 建設…前年並みに推移
７～９月期の建設は、公共工事、民間工事ともに
前年並みで推移した。
中国経済の減速などから資材費が、人員の配置

の適正化などから労務費が落ち着いてきたが、その
水準は依然として高い。資材費や労務費には下げ
止まった感がみられ、今後の災害復旧や2020年の
オリンピックなどにより、再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの河川関連の工事が中心で、道路関連の工事は
少ない。

先行きは、受注残に余裕があることから、当面は
堅調に推移するとみられている。一般的に下期は受
注が減少するが、災害復旧や2020年の東京オリン
ピックなどの関連案件の受注を期待している。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、収益が回復してきたこと、足元での資
材費や労務費の上昇が落ち着いてきたことなどか
ら、様子見状態であった民間工事の引き合いにやや
動きがみられる。今までは、工場を修繕、補修、補強
などで繕っていたが、一部に工場のリフォームの動
きがみられるようになってきた。新たに工場を建て直
す場合、建設費が仮に10億円が必要であったもの
が、リフォームだと２～３億円で済むという。かつ、工
場の主要な柱が頑丈であれば十分長期的にも持ち
こたえることができる。
先行きは、収益の回復などから、工場や倉庫、ビル

などの民間工事の引き合いの増加を期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の駆け込み需要の反動減の一巡から、回復の動き
がみられるようになった。
県内建設業者は、一部地域を除いて、建築コスト

の上昇分を販売価格に転嫁できないため、無理し
て供給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物
件に絞り込んで対応しているようだ。また、高齢者の
住宅などで手すりや浴槽、内装などのリフォームの
需要は根強くある。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県における

マンション契約率は、2015年４月57.2％（首都圏
75.5％）、５月57.6％（同71.1％）、６月58.7％（同
78.1％）と首都圏平均を下回っており、かつ好不調
の目安と言われている70％を下回って推移するこ
とが多かった。７月の契約率は82.2％（同83.7％）と
久々に80％を超え、かつ販売戸数も814戸と大きく
増加した。８月の契約率（66.3％）、販売戸数（181
戸）は、ともに低下したが、業界では消費増税に伴う

反動減の影響が一巡し、在庫も減少していることか
ら、本格的な回復への期待が高まっている。
戸建住宅は、見学会等への来場者数は予想以上

であるが、成約率は来場者数と比較すると見劣りが
する。2017年の消費増税前の物件購入のための
下調べ等で、見学会へ来場しているとみられる。
先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、2017年の消費増税を控え
て、優良な物件であれば、購入意欲が高まっている。
県内の建設業者では、大手企業の採用が本格化

した夏以降、複数の内々定を得た学生の辞退が続
いており、計画人数の７割程度しか採用が出来てい
ない企業もある。

(6） 大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、前年を
やや下回ったとみられる。消費増税から1年以上が
経過し、その影響は一巡したが、回復の動きは総じ
て鈍い。大規模商業施設の開業があったことも影
響しているとみられる。
品目別では主力の一般衣料品の動きが鈍い。か

つてはボーナスが出ると、通常の服や雑貨が動いて
いたが、今はボーナスが出ても洋服はあまり動かな
いという。賃上げやボーナスの増加による消費への
影響は、シニア層の顧客が多いため、あまり感じら
れないとするところが多い。
各市町村で発行されたプレミアム付商品券によ

る購入は、食料品等の日用品と、宝飾品・寝具・婦人
服等の比較的高額な商品に2極化しているが、全体
の売上を押し上げるほどではない。また、インバウン
ド消費は増えているものの、全体に占める割合は小
さく売上全体への影響も小さい。
一方、宝飾品、時計、貴金属、ハイエンドブランド
品や美術品等の高額品はコンスタントに売れている。

仏具、茶道具、食器などの金製品を集めた黄金展
の売上が大きく伸びたところもあり、富裕層の消費
は堅調に推移しているようだ。
ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢いを
欠いている。日常品や野菜などの価格が上がってい
るため、価格志向・節約志向が強まり、普段の買い
物はスーパーを利用し特売品を狙う、といった生活
防衛色が強い買い物となっている。消費者の購買
意欲が上がっているとは言えないようだ。
先行きも大きな増加は期待しにくく、現状並みの
売上で推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回った模様だ。消費増税の影響が一巡した4月
以降、前年を上回る月が多く、百貨店に比べ堅調に
推移している。衣料品の売上はやや低調だったが、
主力の食料品が増加した。野菜や肉などの相場高
が売上を押し上げている面があり、消費者の購買意
欲が高まっているわけではないようだ。
むしろ、円安や原材料の高騰を背景に食料品や

身の回り品などの生活必需品が相次いで値上がり
しており、家計は不要不急の支出を抑えるなど、慎
重な買い物姿勢が続いている。中間所得層の節約
意識は強く、これまでより吟味して買い物をするよう
になっている。賃上げやボーナス増で家計の所得は
増えているものの、同時に物価も上昇しており、本
格的な回復には至っていない。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年対比微増での推移が予想される。

●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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●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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●公共工事請負金額の推移（埼玉県）

資料：東日本建設業保証㈱
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わが国経済は、このところ一部に鈍い動きもみら
れるが、緩やかな回復基調が続いている。個人消費
は総じてみれば底堅い動き、生産はこのところ横ば
い、企業収益は改善しており、雇用情勢は改善傾向
にある。先行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続
くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復
していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は緩やかに持ち直し、先行きは
横ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が建設、曇が電気
機械、輸送機械、大型小売店、小雨が一般機械、鉄
鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、わずかながらも前年を上回っ
た模様である。先行きは、現状より弱含みで推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや上回った。産業向
けや北米向けの自動車関連が引き続き順調だった。
先行きは、中国経済の減速から不透明感が増して
いる。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、一部の車種を国内生産に切り替え
る動きがあり、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を若干下回った。先行きも、現
状より弱含みで推移する可能性が高い。
○建設は、公共工事、民間工事ともに前年並みで推
移。先行きは、受注残に余裕があることから、当面
は順調に推移すると見込まれる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が充分なことから堅

（1) 一般機械…わずかに前年を上回る
７～９月期の一般機械の生産は、わずかながらも
前年を上回った模様である。発電用タービンや歯車
などの汎用機械は比較的底堅く推移したものの、マ
シニングセンタなどの工作機械は、伸び率が若干鈍
化した。中国など海外経済減速の影響を受けて、油
圧ショベルをはじめとする建設機械は、依然として
大幅に落ち込んでいる。
為替の円安基調などもあって、金型などの一部で
海外から仕事が戻る例がみられるものの、まだ本格
的な動きにはつながっていないようだ。
先行きの一般機械の生産は、現状より弱含みで
推移するとみられる。液晶などスマホ関連部品が動
き始めることを期待する声が聞かれたものの、もの
づくり補助金の効果が一巡してきたこともあり、足元
では工作機械受注額の伸びが一服している。中国
経済の減速を受けて、ロボットなど建設機械以外で
も輸出の伸びが鈍化するケースがみられ、景気の
先行きに不透明感が強まっている。
団塊の世代が65歳を超え、本格的にリタイアし
始めたこともあって、人を採用したいという企業が
増えている。しかし、工業高校の新規学卒者の数を、
企業の求人数が大幅に上回るような状況にあり、待
遇面などで劣る中小企業では新卒者の採用は難し
くなっている。パート・アルバイトなどでカバーすると

大型タイプが好調であった。
一方、薄型テレビは、販売単価の下落基調を伴い

ながら、消費増税の反動減が一巡した後も、前年を
下回る動きが続いている。ただ、フルハイビジョンの
約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買替需要が拡
大しており、前年比で大幅に増加している。生産数
量が薄型テレビの１割強と増加してきており、中国か
らの低価格製品による価格の低下が懸念される。ま
た、４Ｋテレビの本格的な普及には、コンテンツ（テレ
ビ番組など）が未だ少なく、時間がかかりそうである。

先行きは、足元の販売の動きが鈍いこともあり、
県内の販売台数はやや低調に推移するとみられる。
生産については、販売台数の動きを受けて弱い動
きとなるものの、これまで海外で生産していた一部
の車種を国内生産に切り替える動きがあり、徐々に
持ち直していくと予想される。
トラック関連：トラックは7～9月期も高水準の生産
が続いたようだ。震災の復興需要や都市部の再開
発需要、2020年の東京オリンピック関連の建設需
要などで国内販売が好調だった。
国内販売は、先行きも底堅く推移するだろう。建
設需要が旺盛で国内のトラック需要は堅調に推移
すると見込まれる。一方、海外では原油をはじめと
する資源安や中国経済の減速等の影響で、資源開
発が低迷するなど減少が続くとみられる。
海外の落ち込みを国内の増加がカバーし、先行

きも生産は高水準での推移が続くだろう。
部品メーカー：7～9月期の生産は、トラック部品メー
カーでは、好調な国内販売を受けて工場のフル稼
働が続いたところがあるなど高水準の生産が続い
たようだ。このため人手が不足気味で、時給を上げ
ても派遣社員やパートタイムの採用が難しくなった
との声もあった。一方、乗用車部品メーカーの生産
は、完成車メ－カーの生産が低調なため、前年を下
回ったとみられる。
先行きは、乗用車の生産が弱い動きとなるため、
部品メーカー全体としては弱含みでの推移が予想
される。

調に推移すると見込まれる。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。一部
で工場のリフォームなどの動きがみられる。先行き
は、収益の回復などから、民間工事の引き合いの
増加を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、回復の動きがみられ
た。先行きは、2017年の消費増税を控えて優良な
物件には、購入意欲が高まっている。
〇大型小売店販売は、百貨店は前年割れ、スーパー
は前年を上回ったとみられる。先行きも、現状並み
での推移が予想される。

ころが多いが、非正規社員の時給も上昇しており、
企業の負担は増加している。
大企業に比べて、業績の回復が遅れている中小
企業では、引き続き設備投資に慎重な姿勢の企業
が少なくない。

（2) 電気機械…前年をやや上回って推移
７～９月期の生産は、前年が消費増税に伴う駆け
込み需要の反動減からやや低水準だったこともあり、
前年をやや上回って推移した。
産業向けは、国内での更新需要を中心とした設
備投資を背景に堅調を維持している。電装化が進
む自動車関連は北米向けが順調に推移しており、
電子部品・半導体の需要拡大が続いている。白物
家電等は、８月上旬に猛暑日が続いたものの、追加
生産はなく、生産量は期初の計画通りに留まった。
インバータのルームエアコンは、７月上旬は天候
不順等の影響もあり前年並みとなったが、中旬以降
は気温の高い日が多く、各地で猛暑日も続き、販売
は好調であった。一方、生産では、前年並みの期初
計画をしていたこと、気温が高くなるのが７月中旬
以降と遅れたことなどから、追加生産には結びつか
ず、期初計画通りの生産に留まり、前年並みで推移
した。ただ、販売が好調だったことから、メーカー在
庫や流通在庫が減少しているとみられる。新モデル
の生産が始まる10～12月期から、生産計画が増加
することを期待している。電気冷蔵庫も、猛暑だった
ことから順調に推移した。特に、401リットル以上の

電子部品関係は、中国経済の減速により、スマホ
向けは停滞しているものの、北米向けを中心に自動
車関連部品が引き続き順調に推移している。今後
も環境規制強化への対応に向けた自動車の更なる
電装化の進展が期待される。ただ、フォルクスワー
ゲン問題もあり、自動車関連部品の生産計画が下
方修正される懸念がある。
日本の家電メーカーは競争力の低下を受けて、
国外の事業縮小が続いている。一旦、海外へ進出
した工場等の日本生産回帰については、①新興国
向け生産の再構築、②日本国内の地震リスク、高
額な電気料金、工場等への安全装置等への高額
な投資などを総合的に考慮すると、難しいとみられ
ている。
先行きは、競合や価格下落による収益悪化も懸
念されている。中国経済の減速など不透明感が増
しており、各社が生産計画を下方修正する可能性
が高い。各社とも安定した収益確保が期待できるＢ
toＢ事業へシフトする動きを加速させている。

（3) 輸送機械…前年割れ続く
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続いた。消費増税の影響が一巡した今年
4月以降も、県内の乗用車販売は勢いを欠いた状況
が続いている。内訳をみると、登録車（普通乗用車
＋小型乗用車）は前年水準近くまで戻ってきている
が、軽自動車は前年比2ケタの減少となった。4月か
らの軽自動車税の増税の影響等があり低調に推移
している。
生産動向をみると、完成車メーカーの販売が昨
年は比較的好調だった反動もあり前年割れとなって
いるため、7～9月期の県内生産も引き続き前年を
下回ったとみられる。県内の輸送機械（乗用車のほ
かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、4～6月期が前年比▲21.8％、7月が同▲
4.9％と前年を下回り、生産は低調に推移している。

（4) 鉄鋼…前年を若干下回る
７～９月期の棒鋼の生産は、前年を若干下回った。
首都圏では、ホテルなどの建設は引き続き堅調に推
移しているものの、これまで好調だった大型物流施
設や医療・介護施設の伸びがやや鈍化しており、郊
外型のマンションの回復は遅れている。先行きも、
都内の大型賃貸ビルを含め、竣工予定時期を後ず
れさせる案件が出始めていることなどから、棒鋼の
生産は、現状より弱含みで推移する可能性が高い。
棒鋼の原料であるスクラップの価格が下落してい

る。この要因の一つは、世界最大の粗鋼生産能力を
持つ中国にある。現在、中国の高炉メーカーは、価
格下落が続く鉄鉱石を使って、国内需要を上回る粗
鋼生産を行っており、余剰分を韓国や台湾、ベトナム
など海外への輸出に振り向けている。輸出品の主体
は、精錬をすませ、一定サイズにそろえられたビレット
と呼ばれる半製品で、電炉を持たないメーカーでも、
圧延などを施すだけで、棒鋼の完成品に加工するこ
とができる。これまで韓国などは、不足するスクラッ
プを日本から相当量買い付けていたが、このところ
中国製ビレットの利用を増やしており、これが日本国
内におけるスクラップの余剰感につながっている。
収益面では、引き続き高額な電気料金が電炉

メーカーの経営を圧迫しているものの、スクラップ価
格の下落が先行したため、一時的に収支は改善して
いる。但し、棒鋼の製品価格も徐々に低下しており、
既に相当低い水準まで下がったスクラップ価格との
スプレッドは、今後縮小していく可能性が高い。逆に
スクラップ価格が上げ局面に転じた場合、製品価格
引き上げには時間を要するとみられることから、先行
きの収益は、急激な悪化に転じる可能性がある。
７～９月期の鋳物の生産は、前年を下回った。建設
機械の動きが止まっており、一時、堅調に推移してい
た工作機械でも、企業ごとの業績にバラツキがみら
れるようになっている。先行きも、受注残が減ってい
る企業が多く、年内の生産は引き続き減少基調で

推移する可能性が高い。スクラップ価格に加え、鋳
物用銑鉄の価格も下落傾向にあるものの、電力料
金引き上げに伴う価格転嫁が十分に進まないなか、
逆に製品価格への引き下げ圧力が強まることが懸
念されており、収益面は厳しい状況が続くとみられる。

(5) 建設…前年並みに推移
７～９月期の建設は、公共工事、民間工事ともに
前年並みで推移した。
中国経済の減速などから資材費が、人員の配置

の適正化などから労務費が落ち着いてきたが、その
水準は依然として高い。資材費や労務費には下げ
止まった感がみられ、今後の災害復旧や2020年の
オリンピックなどにより、再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの河川関連の工事が中心で、道路関連の工事は
少ない。

先行きは、受注残に余裕があることから、当面は
堅調に推移するとみられている。一般的に下期は受
注が減少するが、災害復旧や2020年の東京オリン
ピックなどの関連案件の受注を期待している。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、収益が回復してきたこと、足元での資
材費や労務費の上昇が落ち着いてきたことなどか
ら、様子見状態であった民間工事の引き合いにやや
動きがみられる。今までは、工場を修繕、補修、補強
などで繕っていたが、一部に工場のリフォームの動
きがみられるようになってきた。新たに工場を建て直
す場合、建設費が仮に10億円が必要であったもの
が、リフォームだと２～３億円で済むという。かつ、工
場の主要な柱が頑丈であれば十分長期的にも持ち
こたえることができる。
先行きは、収益の回復などから、工場や倉庫、ビル

などの民間工事の引き合いの増加を期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の駆け込み需要の反動減の一巡から、回復の動き
がみられるようになった。
県内建設業者は、一部地域を除いて、建築コスト

の上昇分を販売価格に転嫁できないため、無理し
て供給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物
件に絞り込んで対応しているようだ。また、高齢者の
住宅などで手すりや浴槽、内装などのリフォームの
需要は根強くある。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県における

マンション契約率は、2015年４月57.2％（首都圏
75.5％）、５月57.6％（同71.1％）、６月58.7％（同
78.1％）と首都圏平均を下回っており、かつ好不調
の目安と言われている70％を下回って推移するこ
とが多かった。７月の契約率は82.2％（同83.7％）と
久々に80％を超え、かつ販売戸数も814戸と大きく
増加した。８月の契約率（66.3％）、販売戸数（181
戸）は、ともに低下したが、業界では消費増税に伴う

反動減の影響が一巡し、在庫も減少していることか
ら、本格的な回復への期待が高まっている。
戸建住宅は、見学会等への来場者数は予想以上

であるが、成約率は来場者数と比較すると見劣りが
する。2017年の消費増税前の物件購入のための
下調べ等で、見学会へ来場しているとみられる。
先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、2017年の消費増税を控え
て、優良な物件であれば、購入意欲が高まっている。
県内の建設業者では、大手企業の採用が本格化

した夏以降、複数の内々定を得た学生の辞退が続
いており、計画人数の７割程度しか採用が出来てい
ない企業もある。

(6） 大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、前年を
やや下回ったとみられる。消費増税から1年以上が
経過し、その影響は一巡したが、回復の動きは総じ
て鈍い。大規模商業施設の開業があったことも影
響しているとみられる。
品目別では主力の一般衣料品の動きが鈍い。か

つてはボーナスが出ると、通常の服や雑貨が動いて
いたが、今はボーナスが出ても洋服はあまり動かな
いという。賃上げやボーナスの増加による消費への
影響は、シニア層の顧客が多いため、あまり感じら
れないとするところが多い。
各市町村で発行されたプレミアム付商品券によ

る購入は、食料品等の日用品と、宝飾品・寝具・婦人
服等の比較的高額な商品に2極化しているが、全体
の売上を押し上げるほどではない。また、インバウン
ド消費は増えているものの、全体に占める割合は小
さく売上全体への影響も小さい。
一方、宝飾品、時計、貴金属、ハイエンドブランド
品や美術品等の高額品はコンスタントに売れている。

仏具、茶道具、食器などの金製品を集めた黄金展
の売上が大きく伸びたところもあり、富裕層の消費
は堅調に推移しているようだ。
ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢いを
欠いている。日常品や野菜などの価格が上がってい
るため、価格志向・節約志向が強まり、普段の買い
物はスーパーを利用し特売品を狙う、といった生活
防衛色が強い買い物となっている。消費者の購買
意欲が上がっているとは言えないようだ。
先行きも大きな増加は期待しにくく、現状並みの
売上で推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回った模様だ。消費増税の影響が一巡した4月
以降、前年を上回る月が多く、百貨店に比べ堅調に
推移している。衣料品の売上はやや低調だったが、
主力の食料品が増加した。野菜や肉などの相場高
が売上を押し上げている面があり、消費者の購買意
欲が高まっているわけではないようだ。
むしろ、円安や原材料の高騰を背景に食料品や

身の回り品などの生活必需品が相次いで値上がり
しており、家計は不要不急の支出を抑えるなど、慎
重な買い物姿勢が続いている。中間所得層の節約
意識は強く、これまでより吟味して買い物をするよう
になっている。賃上げやボーナス増で家計の所得は
増えているものの、同時に物価も上昇しており、本
格的な回復には至っていない。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年対比微増での推移が予想される。

●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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●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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●公共工事請負金額の推移（埼玉県）

資料：東日本建設業保証㈱
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アンケート調査

埼玉県内企業の2015年夏の ボーナス支給状況

2015年夏のボーナス支給状況について、県内企業へ
のアンケート調査を実施した。結果は以下の通りである。

ボーナス支給実績の有無
2015年夏のボーナスの支給実績をたずねたところ、

「正社員・パートともに支給」と答えた企業は全体の
54.0％で、2014年夏の支給実績53.8％に比べ0.2
ポイントの増加となった。また、「正社員のみ支給」とし
た企業は34.1％となり前年に比べ1.6ポイントの減少、
「支給しない」とした企業は11.9％となり、同1.4ポイ
ントの増加となった。
「正社員・パートともに支給」とするところは年々増
えており、今年度も若干増加し支給対象については広
がる動きが続いている。ただ、今年度は支給しないと
するところが増えており、業績悪化などによりボーナス
支給を取りやめる企業も増えている。
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66 .7％、非製造業では
46.7％であり、製造業で割合が高い。また、前年と比
較すると、製造業では1.7ポイントの増加、非製造業で
0.3ポイントの減少となっている。
「支給しない」は製造業で11.5％、非製造業で
12.1％である。前年と比較すると製造業では0.5ポイ
ント、非製造業では1.9ポイントの増加となっている。

一人当たりボーナス支給額
2015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424千円となり、前年

実績の440千円に比べ3.6％の減少となった（ボーナ
ス支給実額を記入いただいた企業183社を集計）。前
年夏は前年比3.5％の増加であったが、本年夏は一転
減少となった。
前年４月の消費増税の影響が予想以上に長引いた

こともあって、当財団で実施している「企業経営動向調
査」をみても県内企業の売上、利益改善の動きが鈍く、
業績の回復が遅れているところも多いためとみられる。
業種別にみると、製造業では517千円と、前年の
553千円から6.5％の減少となった。非製造業では
381千円で前年の386千円から1.3％の減少といず
れも減少となった。また、個別の業種別では輸送機械
が前年比▲9.0％、精密機械同▲13.7％、サービス▲
5.6％などで減少幅が大きく全体を引き下げている。

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

みると、2009年にリーマンショックによる輸出や生産
の落ち込み、雇用環境の大幅な悪化などにより、前年
比▲17.1％と大幅な減少となった。その後、売上、利
益の改善や雇用調整が進んだことなどから、ボーナス
支給を回復する動きがみられ、前年まで５年連続で改
善が続いた。
今年度は景気に持ち直しの動きがみられるものの、
勢いは弱く、売上、利益の改善が鈍いことなどから、
６年ぶりに減少に転じた。業種別では製造業での減少
が大きかった。

直しが続き、前回調査まで５年連続の増加となった。とく
に前年は一人当たり支給額、支給人員とも増加したため
2005年の調査開始以来最も大きな増加となったが、本
年度は一人当たり支給額同様６年ぶりの減少となった。

2015年冬のボーナス支給予定
2015年冬のボーナス支給予定については、2014
年冬のボーナスに比べて、「増加」20.8％、「変わらな
い」58.0％、「減少」14.9％、「支給しない」6.3％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。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。
夏のボーナスは前年比減少となったが、冬のボーナ

スについては増加が見込まれており、今後の個人消
費に対し下支えとなることが期待される。 （吉嶺暢嗣）

ボーナス支給総額と支給人員
アンケート回答企業の2015年夏のボーナス支給
総額は116億56百万円で、当該企業の前年実績120
億17百万円から3.0％の減少となった。前年夏の前年
比8.4％の比較的大きな増加から一転減少となった。
一人当たり支給額同様、前年比減少となったのは６年
ぶりである。
業種別の支給総額をみると、製造業が前年比
8.1％の減少、非製造業が同0.5％の増加となった。
支給対象人員は全体では前年比0.7％の増加、製造

業で同1.7％の減少、非製造業で同1.8％の増加となった。

夏のボーナス支給総額（前年比）の推移
夏のボーナス支給総額（前年比）の推移をみると、

2009年に▲17.6％と大きな落ち込みとなった後、持ち

●2015年夏のボーナス支給実績の有無   

合計 製造業 非製造業

正社員・パート
ともに支給
正社員のみ支給

支給しない

54.0
(53.8)
34.1
(35.7)
11.9
(10.5)

66.7
(65.0)
21.9
(24.0)
11.5
(11.0)

46.7
(47.0)
41.2
(42.8)
12.1
(10.2)

(%)

※（　　）内は2014年実績

●2015年夏のボーナス一人当たり支給額

企業数
前年比

全産業

製造業

非製造業

183

70

113

424

517

381

一人当たり支給額
2015年 2014年

440

553

386

▲ 3.6

▲ 6.5

▲ 1.3

（社、千円、％）

●2015年冬のボーナス支給予定

全産業

製造業

非製造業

20.8

21.3

20.5

増加

58.0

53.2

60.9

変わらない

14.9

19.1

12.4

減少

6.3

6.4

6.2

支給しない

（％）

前年比

全産業

製造業

非製造業

27,517

8,592

18,925

支給対象人員支給総額
2015年 2014年

27,337

8,741

18,596

0.7

▲ 1.7

1.8

前年比

11,656

4,444

7,212

2015年 2014年

12,017

4,837

7,179

▲ 3.0

▲ 8.1

0.5

●2015年夏のボーナス支給総額と対象人員
（百万円、人、％）

●夏のボーナス支給総額（前年比）の推移
（％） 全体

製造業
非製造業

2015年7月中旬実施。対象企業数997社。
回答企業数266社。回答率26.7％。

●夏のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
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わが国経済は、このところ一部に鈍い動きもみら
れるが、緩やかな回復基調が続いている。個人消費
は総じてみれば底堅い動き、生産はこのところ横ば
い、企業収益は改善しており、雇用情勢は改善傾向
にある。先行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続
くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復
していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は緩やかに持ち直し、先行きは
横ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が建設、曇が電気
機械、輸送機械、大型小売店、小雨が一般機械、鉄
鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、わずかながらも前年を上回っ
た模様である。先行きは、現状より弱含みで推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや上回った。産業向
けや北米向けの自動車関連が引き続き順調だった。
先行きは、中国経済の減速から不透明感が増して
いる。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、一部の車種を国内生産に切り替え
る動きがあり、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を若干下回った。先行きも、現
状より弱含みで推移する可能性が高い。
○建設は、公共工事、民間工事ともに前年並みで推
移。先行きは、受注残に余裕があることから、当面
は順調に推移すると見込まれる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が充分なことから堅

（1) 一般機械…わずかに前年を上回る
７～９月期の一般機械の生産は、わずかながらも
前年を上回った模様である。発電用タービンや歯車
などの汎用機械は比較的底堅く推移したものの、マ
シニングセンタなどの工作機械は、伸び率が若干鈍
化した。中国など海外経済減速の影響を受けて、油
圧ショベルをはじめとする建設機械は、依然として
大幅に落ち込んでいる。
為替の円安基調などもあって、金型などの一部で
海外から仕事が戻る例がみられるものの、まだ本格
的な動きにはつながっていないようだ。
先行きの一般機械の生産は、現状より弱含みで
推移するとみられる。液晶などスマホ関連部品が動
き始めることを期待する声が聞かれたものの、もの
づくり補助金の効果が一巡してきたこともあり、足元
では工作機械受注額の伸びが一服している。中国
経済の減速を受けて、ロボットなど建設機械以外で
も輸出の伸びが鈍化するケースがみられ、景気の
先行きに不透明感が強まっている。
団塊の世代が65歳を超え、本格的にリタイアし
始めたこともあって、人を採用したいという企業が
増えている。しかし、工業高校の新規学卒者の数を、
企業の求人数が大幅に上回るような状況にあり、待
遇面などで劣る中小企業では新卒者の採用は難し
くなっている。パート・アルバイトなどでカバーすると

大型タイプが好調であった。
一方、薄型テレビは、販売単価の下落基調を伴い

ながら、消費増税の反動減が一巡した後も、前年を
下回る動きが続いている。ただ、フルハイビジョンの
約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買替需要が拡
大しており、前年比で大幅に増加している。生産数
量が薄型テレビの１割強と増加してきており、中国か
らの低価格製品による価格の低下が懸念される。ま
た、４Ｋテレビの本格的な普及には、コンテンツ（テレ
ビ番組など）が未だ少なく、時間がかかりそうである。

先行きは、足元の販売の動きが鈍いこともあり、
県内の販売台数はやや低調に推移するとみられる。
生産については、販売台数の動きを受けて弱い動
きとなるものの、これまで海外で生産していた一部
の車種を国内生産に切り替える動きがあり、徐々に
持ち直していくと予想される。
トラック関連：トラックは7～9月期も高水準の生産
が続いたようだ。震災の復興需要や都市部の再開
発需要、2020年の東京オリンピック関連の建設需
要などで国内販売が好調だった。
国内販売は、先行きも底堅く推移するだろう。建
設需要が旺盛で国内のトラック需要は堅調に推移
すると見込まれる。一方、海外では原油をはじめと
する資源安や中国経済の減速等の影響で、資源開
発が低迷するなど減少が続くとみられる。
海外の落ち込みを国内の増加がカバーし、先行

きも生産は高水準での推移が続くだろう。
部品メーカー：7～9月期の生産は、トラック部品メー
カーでは、好調な国内販売を受けて工場のフル稼
働が続いたところがあるなど高水準の生産が続い
たようだ。このため人手が不足気味で、時給を上げ
ても派遣社員やパートタイムの採用が難しくなった
との声もあった。一方、乗用車部品メーカーの生産
は、完成車メ－カーの生産が低調なため、前年を下
回ったとみられる。
先行きは、乗用車の生産が弱い動きとなるため、
部品メーカー全体としては弱含みでの推移が予想
される。

調に推移すると見込まれる。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。一部
で工場のリフォームなどの動きがみられる。先行き
は、収益の回復などから、民間工事の引き合いの
増加を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、回復の動きがみられ
た。先行きは、2017年の消費増税を控えて優良な
物件には、購入意欲が高まっている。
〇大型小売店販売は、百貨店は前年割れ、スーパー
は前年を上回ったとみられる。先行きも、現状並み
での推移が予想される。

ころが多いが、非正規社員の時給も上昇しており、
企業の負担は増加している。
大企業に比べて、業績の回復が遅れている中小
企業では、引き続き設備投資に慎重な姿勢の企業
が少なくない。

（2) 電気機械…前年をやや上回って推移
７～９月期の生産は、前年が消費増税に伴う駆け
込み需要の反動減からやや低水準だったこともあり、
前年をやや上回って推移した。
産業向けは、国内での更新需要を中心とした設
備投資を背景に堅調を維持している。電装化が進
む自動車関連は北米向けが順調に推移しており、
電子部品・半導体の需要拡大が続いている。白物
家電等は、８月上旬に猛暑日が続いたものの、追加
生産はなく、生産量は期初の計画通りに留まった。
インバータのルームエアコンは、７月上旬は天候
不順等の影響もあり前年並みとなったが、中旬以降
は気温の高い日が多く、各地で猛暑日も続き、販売
は好調であった。一方、生産では、前年並みの期初
計画をしていたこと、気温が高くなるのが７月中旬
以降と遅れたことなどから、追加生産には結びつか
ず、期初計画通りの生産に留まり、前年並みで推移
した。ただ、販売が好調だったことから、メーカー在
庫や流通在庫が減少しているとみられる。新モデル
の生産が始まる10～12月期から、生産計画が増加
することを期待している。電気冷蔵庫も、猛暑だった
ことから順調に推移した。特に、401リットル以上の

電子部品関係は、中国経済の減速により、スマホ
向けは停滞しているものの、北米向けを中心に自動
車関連部品が引き続き順調に推移している。今後
も環境規制強化への対応に向けた自動車の更なる
電装化の進展が期待される。ただ、フォルクスワー
ゲン問題もあり、自動車関連部品の生産計画が下
方修正される懸念がある。
日本の家電メーカーは競争力の低下を受けて、
国外の事業縮小が続いている。一旦、海外へ進出
した工場等の日本生産回帰については、①新興国
向け生産の再構築、②日本国内の地震リスク、高
額な電気料金、工場等への安全装置等への高額
な投資などを総合的に考慮すると、難しいとみられ
ている。
先行きは、競合や価格下落による収益悪化も懸
念されている。中国経済の減速など不透明感が増
しており、各社が生産計画を下方修正する可能性
が高い。各社とも安定した収益確保が期待できるＢ
toＢ事業へシフトする動きを加速させている。

（3) 輸送機械…前年割れ続く
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続いた。消費増税の影響が一巡した今年
4月以降も、県内の乗用車販売は勢いを欠いた状況
が続いている。内訳をみると、登録車（普通乗用車
＋小型乗用車）は前年水準近くまで戻ってきている
が、軽自動車は前年比2ケタの減少となった。4月か
らの軽自動車税の増税の影響等があり低調に推移
している。
生産動向をみると、完成車メーカーの販売が昨
年は比較的好調だった反動もあり前年割れとなって
いるため、7～9月期の県内生産も引き続き前年を
下回ったとみられる。県内の輸送機械（乗用車のほ
かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、4～6月期が前年比▲21.8％、7月が同▲
4.9％と前年を下回り、生産は低調に推移している。

（4) 鉄鋼…前年を若干下回る
７～９月期の棒鋼の生産は、前年を若干下回った。
首都圏では、ホテルなどの建設は引き続き堅調に推
移しているものの、これまで好調だった大型物流施
設や医療・介護施設の伸びがやや鈍化しており、郊
外型のマンションの回復は遅れている。先行きも、
都内の大型賃貸ビルを含め、竣工予定時期を後ず
れさせる案件が出始めていることなどから、棒鋼の
生産は、現状より弱含みで推移する可能性が高い。
棒鋼の原料であるスクラップの価格が下落してい

る。この要因の一つは、世界最大の粗鋼生産能力を
持つ中国にある。現在、中国の高炉メーカーは、価
格下落が続く鉄鉱石を使って、国内需要を上回る粗
鋼生産を行っており、余剰分を韓国や台湾、ベトナム
など海外への輸出に振り向けている。輸出品の主体
は、精錬をすませ、一定サイズにそろえられたビレット
と呼ばれる半製品で、電炉を持たないメーカーでも、
圧延などを施すだけで、棒鋼の完成品に加工するこ
とができる。これまで韓国などは、不足するスクラッ
プを日本から相当量買い付けていたが、このところ
中国製ビレットの利用を増やしており、これが日本国
内におけるスクラップの余剰感につながっている。
収益面では、引き続き高額な電気料金が電炉

メーカーの経営を圧迫しているものの、スクラップ価
格の下落が先行したため、一時的に収支は改善して
いる。但し、棒鋼の製品価格も徐々に低下しており、
既に相当低い水準まで下がったスクラップ価格との
スプレッドは、今後縮小していく可能性が高い。逆に
スクラップ価格が上げ局面に転じた場合、製品価格
引き上げには時間を要するとみられることから、先行
きの収益は、急激な悪化に転じる可能性がある。
７～９月期の鋳物の生産は、前年を下回った。建設
機械の動きが止まっており、一時、堅調に推移してい
た工作機械でも、企業ごとの業績にバラツキがみら
れるようになっている。先行きも、受注残が減ってい
る企業が多く、年内の生産は引き続き減少基調で

推移する可能性が高い。スクラップ価格に加え、鋳
物用銑鉄の価格も下落傾向にあるものの、電力料
金引き上げに伴う価格転嫁が十分に進まないなか、
逆に製品価格への引き下げ圧力が強まることが懸
念されており、収益面は厳しい状況が続くとみられる。

(5) 建設…前年並みに推移
７～９月期の建設は、公共工事、民間工事ともに
前年並みで推移した。
中国経済の減速などから資材費が、人員の配置

の適正化などから労務費が落ち着いてきたが、その
水準は依然として高い。資材費や労務費には下げ
止まった感がみられ、今後の災害復旧や2020年の
オリンピックなどにより、再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの河川関連の工事が中心で、道路関連の工事は
少ない。

先行きは、受注残に余裕があることから、当面は
堅調に推移するとみられている。一般的に下期は受
注が減少するが、災害復旧や2020年の東京オリン
ピックなどの関連案件の受注を期待している。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、収益が回復してきたこと、足元での資
材費や労務費の上昇が落ち着いてきたことなどか
ら、様子見状態であった民間工事の引き合いにやや
動きがみられる。今までは、工場を修繕、補修、補強
などで繕っていたが、一部に工場のリフォームの動
きがみられるようになってきた。新たに工場を建て直
す場合、建設費が仮に10億円が必要であったもの
が、リフォームだと２～３億円で済むという。かつ、工
場の主要な柱が頑丈であれば十分長期的にも持ち
こたえることができる。
先行きは、収益の回復などから、工場や倉庫、ビル

などの民間工事の引き合いの増加を期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の駆け込み需要の反動減の一巡から、回復の動き
がみられるようになった。
県内建設業者は、一部地域を除いて、建築コスト

の上昇分を販売価格に転嫁できないため、無理し
て供給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物
件に絞り込んで対応しているようだ。また、高齢者の
住宅などで手すりや浴槽、内装などのリフォームの
需要は根強くある。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県における

マンション契約率は、2015年４月57.2％（首都圏
75.5％）、５月57.6％（同71.1％）、６月58.7％（同
78.1％）と首都圏平均を下回っており、かつ好不調
の目安と言われている70％を下回って推移するこ
とが多かった。７月の契約率は82.2％（同83.7％）と
久々に80％を超え、かつ販売戸数も814戸と大きく
増加した。８月の契約率（66.3％）、販売戸数（181
戸）は、ともに低下したが、業界では消費増税に伴う

反動減の影響が一巡し、在庫も減少していることか
ら、本格的な回復への期待が高まっている。
戸建住宅は、見学会等への来場者数は予想以上

であるが、成約率は来場者数と比較すると見劣りが
する。2017年の消費増税前の物件購入のための
下調べ等で、見学会へ来場しているとみられる。
先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、2017年の消費増税を控え
て、優良な物件であれば、購入意欲が高まっている。
県内の建設業者では、大手企業の採用が本格化

した夏以降、複数の内々定を得た学生の辞退が続
いており、計画人数の７割程度しか採用が出来てい
ない企業もある。

(6） 大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、前年を
やや下回ったとみられる。消費増税から1年以上が
経過し、その影響は一巡したが、回復の動きは総じ
て鈍い。大規模商業施設の開業があったことも影
響しているとみられる。
品目別では主力の一般衣料品の動きが鈍い。か

つてはボーナスが出ると、通常の服や雑貨が動いて
いたが、今はボーナスが出ても洋服はあまり動かな
いという。賃上げやボーナスの増加による消費への
影響は、シニア層の顧客が多いため、あまり感じら
れないとするところが多い。
各市町村で発行されたプレミアム付商品券によ

る購入は、食料品等の日用品と、宝飾品・寝具・婦人
服等の比較的高額な商品に2極化しているが、全体
の売上を押し上げるほどではない。また、インバウン
ド消費は増えているものの、全体に占める割合は小
さく売上全体への影響も小さい。
一方、宝飾品、時計、貴金属、ハイエンドブランド
品や美術品等の高額品はコンスタントに売れている。

仏具、茶道具、食器などの金製品を集めた黄金展
の売上が大きく伸びたところもあり、富裕層の消費
は堅調に推移しているようだ。
ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢いを
欠いている。日常品や野菜などの価格が上がってい
るため、価格志向・節約志向が強まり、普段の買い
物はスーパーを利用し特売品を狙う、といった生活
防衛色が強い買い物となっている。消費者の購買
意欲が上がっているとは言えないようだ。
先行きも大きな増加は期待しにくく、現状並みの
売上で推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回った模様だ。消費増税の影響が一巡した4月
以降、前年を上回る月が多く、百貨店に比べ堅調に
推移している。衣料品の売上はやや低調だったが、
主力の食料品が増加した。野菜や肉などの相場高
が売上を押し上げている面があり、消費者の購買意
欲が高まっているわけではないようだ。
むしろ、円安や原材料の高騰を背景に食料品や

身の回り品などの生活必需品が相次いで値上がり
しており、家計は不要不急の支出を抑えるなど、慎
重な買い物姿勢が続いている。中間所得層の節約
意識は強く、これまでより吟味して買い物をするよう
になっている。賃上げやボーナス増で家計の所得は
増えているものの、同時に物価も上昇しており、本
格的な回復には至っていない。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年対比微増での推移が予想される。
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アンケート調査

埼玉県内企業の2015年夏の ボーナス支給状況

2015年夏のボーナス支給状況について、県内企業へ
のアンケート調査を実施した。結果は以下の通りである。

ボーナス支給実績の有無
2015年夏のボーナスの支給実績をたずねたところ、

「正社員・パートともに支給」と答えた企業は全体の
54.0％で、2014年夏の支給実績53.8％に比べ0.2
ポイントの増加となった。また、「正社員のみ支給」とし
た企業は34.1％となり前年に比べ1.6ポイントの減少、
「支給しない」とした企業は11.9％となり、同1.4ポイ
ントの増加となった。
「正社員・パートともに支給」とするところは年々増
えており、今年度も若干増加し支給対象については広
がる動きが続いている。ただ、今年度は支給しないと
するところが増えており、業績悪化などによりボーナス
支給を取りやめる企業も増えている。
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66 .7％、非製造業では
46.7％であり、製造業で割合が高い。また、前年と比
較すると、製造業では1.7ポイントの増加、非製造業で
0.3ポイントの減少となっている。
「支給しない」は製造業で11.5％、非製造業で
12.1％である。前年と比較すると製造業では0.5ポイ
ント、非製造業では1.9ポイントの増加となっている。

一人当たりボーナス支給額
2015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424千円となり、前年

実績の440千円に比べ3.6％の減少となった（ボーナ
ス支給実額を記入いただいた企業183社を集計）。前
年夏は前年比3.5％の増加であったが、本年夏は一転
減少となった。
前年４月の消費増税の影響が予想以上に長引いた

こともあって、当財団で実施している「企業経営動向調
査」をみても県内企業の売上、利益改善の動きが鈍く、
業績の回復が遅れているところも多いためとみられる。
業種別にみると、製造業では517千円と、前年の
553千円から6.5％の減少となった。非製造業では
381千円で前年の386千円から1.3％の減少といず
れも減少となった。また、個別の業種別では輸送機械
が前年比▲9.0％、精密機械同▲13.7％、サービス▲
5.6％などで減少幅が大きく全体を引き下げている。

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

みると、2009年にリーマンショックによる輸出や生産
の落ち込み、雇用環境の大幅な悪化などにより、前年
比▲17.1％と大幅な減少となった。その後、売上、利
益の改善や雇用調整が進んだことなどから、ボーナス
支給を回復する動きがみられ、前年まで５年連続で改
善が続いた。
今年度は景気に持ち直しの動きがみられるものの、
勢いは弱く、売上、利益の改善が鈍いことなどから、
６年ぶりに減少に転じた。業種別では製造業での減少
が大きかった。

直しが続き、前回調査まで５年連続の増加となった。とく
に前年は一人当たり支給額、支給人員とも増加したため
2005年の調査開始以来最も大きな増加となったが、本
年度は一人当たり支給額同様６年ぶりの減少となった。

2015年冬のボーナス支給予定
2015年冬のボーナス支給予定については、2014
年冬のボーナスに比べて、「増加」20.8％、「変わらな
い」58.0％、「減少」14.9％、「支給しない」6.3％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。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。
夏のボーナスは前年比減少となったが、冬のボーナ

スについては増加が見込まれており、今後の個人消
費に対し下支えとなることが期待される。 （吉嶺暢嗣）

ボーナス支給総額と支給人員
アンケート回答企業の2015年夏のボーナス支給
総額は116億56百万円で、当該企業の前年実績120
億17百万円から3.0％の減少となった。前年夏の前年
比8.4％の比較的大きな増加から一転減少となった。
一人当たり支給額同様、前年比減少となったのは６年
ぶりである。
業種別の支給総額をみると、製造業が前年比
8.1％の減少、非製造業が同0.5％の増加となった。
支給対象人員は全体では前年比0.7％の増加、製造

業で同1.7％の減少、非製造業で同1.8％の増加となった。

夏のボーナス支給総額（前年比）の推移
夏のボーナス支給総額（前年比）の推移をみると、

2009年に▲17.6％と大きな落ち込みとなった後、持ち

●2015年夏のボーナス支給実績の有無   

合計 製造業 非製造業

正社員・パート
ともに支給
正社員のみ支給

支給しない

54.0
(53.8)
34.1
(35.7)
11.9
(10.5)

66.7
(65.0)
21.9
(24.0)
11.5
(11.0)

46.7
(47.0)
41.2
(42.8)
12.1
(10.2)

(%)

※（　　）内は2014年実績

●2015年夏のボーナス一人当たり支給額

企業数
前年比

全産業

製造業

非製造業

183

70

113

424

517

381

一人当たり支給額
2015年 2014年

440

553

386

▲ 3.6

▲ 6.5

▲ 1.3

（社、千円、％）

●2015年冬のボーナス支給予定

全産業

製造業

非製造業

20.8

21.3

20.5

増加

58.0

53.2

60.9

変わらない

14.9

19.1

12.4

減少

6.3

6.4

6.2

支給しない

（％）

前年比

全産業

製造業

非製造業

27,517

8,592

18,925

支給対象人員支給総額
2015年 2014年

27,337

8,741

18,596

0.7

▲ 1.7

1.8

前年比

11,656

4,444

7,212

2015年 2014年

12,017

4,837

7,179

▲ 3.0

▲ 8.1

0.5

●2015年夏のボーナス支給総額と対象人員
（百万円、人、％）

●夏のボーナス支給総額（前年比）の推移
（％） 全体

製造業
非製造業

2015年7月中旬実施。対象企業数997社。
回答企業数266社。回答率26.7％。

●夏のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
（％）

2009年 2010年 2011年 2012年 2014年 2015年2013年
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わが国経済は、このところ一部に鈍い動きもみら
れるが、緩やかな回復基調が続いている。個人消費
は総じてみれば底堅い動き、生産はこのところ横ば
い、企業収益は改善しており、雇用情勢は改善傾向
にある。先行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続
くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復
していくことが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産は緩やかに持ち直し、先行きは
横ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、７～９月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
10～12月期の天気図は、薄日が建設、曇が電気
機械、輸送機械、大型小売店、小雨が一般機械、鉄
鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、わずかながらも前年を上回っ
た模様である。先行きは、現状より弱含みで推移す
るとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや上回った。産業向
けや北米向けの自動車関連が引き続き順調だった。
先行きは、中国経済の減速から不透明感が増して
いる。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、一部の車種を国内生産に切り替え
る動きがあり、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を若干下回った。先行きも、現
状より弱含みで推移する可能性が高い。
○建設は、公共工事、民間工事ともに前年並みで推
移。先行きは、受注残に余裕があることから、当面
は順調に推移すると見込まれる。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が充分なことから堅

（1) 一般機械…わずかに前年を上回る
７～９月期の一般機械の生産は、わずかながらも
前年を上回った模様である。発電用タービンや歯車
などの汎用機械は比較的底堅く推移したものの、マ
シニングセンタなどの工作機械は、伸び率が若干鈍
化した。中国など海外経済減速の影響を受けて、油
圧ショベルをはじめとする建設機械は、依然として
大幅に落ち込んでいる。
為替の円安基調などもあって、金型などの一部で
海外から仕事が戻る例がみられるものの、まだ本格
的な動きにはつながっていないようだ。
先行きの一般機械の生産は、現状より弱含みで
推移するとみられる。液晶などスマホ関連部品が動
き始めることを期待する声が聞かれたものの、もの
づくり補助金の効果が一巡してきたこともあり、足元
では工作機械受注額の伸びが一服している。中国
経済の減速を受けて、ロボットなど建設機械以外で
も輸出の伸びが鈍化するケースがみられ、景気の
先行きに不透明感が強まっている。
団塊の世代が65歳を超え、本格的にリタイアし
始めたこともあって、人を採用したいという企業が
増えている。しかし、工業高校の新規学卒者の数を、
企業の求人数が大幅に上回るような状況にあり、待
遇面などで劣る中小企業では新卒者の採用は難し
くなっている。パート・アルバイトなどでカバーすると

大型タイプが好調であった。
一方、薄型テレビは、販売単価の下落基調を伴い

ながら、消費増税の反動減が一巡した後も、前年を
下回る動きが続いている。ただ、フルハイビジョンの
約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買替需要が拡
大しており、前年比で大幅に増加している。生産数
量が薄型テレビの１割強と増加してきており、中国か
らの低価格製品による価格の低下が懸念される。ま
た、４Ｋテレビの本格的な普及には、コンテンツ（テレ
ビ番組など）が未だ少なく、時間がかかりそうである。

先行きは、足元の販売の動きが鈍いこともあり、
県内の販売台数はやや低調に推移するとみられる。
生産については、販売台数の動きを受けて弱い動
きとなるものの、これまで海外で生産していた一部
の車種を国内生産に切り替える動きがあり、徐々に
持ち直していくと予想される。
トラック関連：トラックは7～9月期も高水準の生産
が続いたようだ。震災の復興需要や都市部の再開
発需要、2020年の東京オリンピック関連の建設需
要などで国内販売が好調だった。
国内販売は、先行きも底堅く推移するだろう。建
設需要が旺盛で国内のトラック需要は堅調に推移
すると見込まれる。一方、海外では原油をはじめと
する資源安や中国経済の減速等の影響で、資源開
発が低迷するなど減少が続くとみられる。
海外の落ち込みを国内の増加がカバーし、先行

きも生産は高水準での推移が続くだろう。
部品メーカー：7～9月期の生産は、トラック部品メー
カーでは、好調な国内販売を受けて工場のフル稼
働が続いたところがあるなど高水準の生産が続い
たようだ。このため人手が不足気味で、時給を上げ
ても派遣社員やパートタイムの採用が難しくなった
との声もあった。一方、乗用車部品メーカーの生産
は、完成車メ－カーの生産が低調なため、前年を下
回ったとみられる。
先行きは、乗用車の生産が弱い動きとなるため、
部品メーカー全体としては弱含みでの推移が予想
される。

調に推移すると見込まれる。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。一部
で工場のリフォームなどの動きがみられる。先行き
は、収益の回復などから、民間工事の引き合いの
増加を期待している。
　住宅は、マンション、戸建とも、回復の動きがみられ
た。先行きは、2017年の消費増税を控えて優良な
物件には、購入意欲が高まっている。
〇大型小売店販売は、百貨店は前年割れ、スーパー
は前年を上回ったとみられる。先行きも、現状並み
での推移が予想される。

ころが多いが、非正規社員の時給も上昇しており、
企業の負担は増加している。
大企業に比べて、業績の回復が遅れている中小
企業では、引き続き設備投資に慎重な姿勢の企業
が少なくない。

（2) 電気機械…前年をやや上回って推移
７～９月期の生産は、前年が消費増税に伴う駆け
込み需要の反動減からやや低水準だったこともあり、
前年をやや上回って推移した。
産業向けは、国内での更新需要を中心とした設
備投資を背景に堅調を維持している。電装化が進
む自動車関連は北米向けが順調に推移しており、
電子部品・半導体の需要拡大が続いている。白物
家電等は、８月上旬に猛暑日が続いたものの、追加
生産はなく、生産量は期初の計画通りに留まった。
インバータのルームエアコンは、７月上旬は天候
不順等の影響もあり前年並みとなったが、中旬以降
は気温の高い日が多く、各地で猛暑日も続き、販売
は好調であった。一方、生産では、前年並みの期初
計画をしていたこと、気温が高くなるのが７月中旬
以降と遅れたことなどから、追加生産には結びつか
ず、期初計画通りの生産に留まり、前年並みで推移
した。ただ、販売が好調だったことから、メーカー在
庫や流通在庫が減少しているとみられる。新モデル
の生産が始まる10～12月期から、生産計画が増加
することを期待している。電気冷蔵庫も、猛暑だった
ことから順調に推移した。特に、401リットル以上の

電子部品関係は、中国経済の減速により、スマホ
向けは停滞しているものの、北米向けを中心に自動
車関連部品が引き続き順調に推移している。今後
も環境規制強化への対応に向けた自動車の更なる
電装化の進展が期待される。ただ、フォルクスワー
ゲン問題もあり、自動車関連部品の生産計画が下
方修正される懸念がある。
日本の家電メーカーは競争力の低下を受けて、
国外の事業縮小が続いている。一旦、海外へ進出
した工場等の日本生産回帰については、①新興国
向け生産の再構築、②日本国内の地震リスク、高
額な電気料金、工場等への安全装置等への高額
な投資などを総合的に考慮すると、難しいとみられ
ている。
先行きは、競合や価格下落による収益悪化も懸
念されている。中国経済の減速など不透明感が増
しており、各社が生産計画を下方修正する可能性
が高い。各社とも安定した収益確保が期待できるＢ
toＢ事業へシフトする動きを加速させている。

（3) 輸送機械…前年割れ続く
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続いた。消費増税の影響が一巡した今年
4月以降も、県内の乗用車販売は勢いを欠いた状況
が続いている。内訳をみると、登録車（普通乗用車
＋小型乗用車）は前年水準近くまで戻ってきている
が、軽自動車は前年比2ケタの減少となった。4月か
らの軽自動車税の増税の影響等があり低調に推移
している。
生産動向をみると、完成車メーカーの販売が昨
年は比較的好調だった反動もあり前年割れとなって
いるため、7～9月期の県内生産も引き続き前年を
下回ったとみられる。県内の輸送機械（乗用車のほ
かトラックや自動車部品等を含む）の鉱工業生産指
数は、4～6月期が前年比▲21.8％、7月が同▲
4.9％と前年を下回り、生産は低調に推移している。

（4) 鉄鋼…前年を若干下回る
７～９月期の棒鋼の生産は、前年を若干下回った。
首都圏では、ホテルなどの建設は引き続き堅調に推
移しているものの、これまで好調だった大型物流施
設や医療・介護施設の伸びがやや鈍化しており、郊
外型のマンションの回復は遅れている。先行きも、
都内の大型賃貸ビルを含め、竣工予定時期を後ず
れさせる案件が出始めていることなどから、棒鋼の
生産は、現状より弱含みで推移する可能性が高い。
棒鋼の原料であるスクラップの価格が下落してい

る。この要因の一つは、世界最大の粗鋼生産能力を
持つ中国にある。現在、中国の高炉メーカーは、価
格下落が続く鉄鉱石を使って、国内需要を上回る粗
鋼生産を行っており、余剰分を韓国や台湾、ベトナム
など海外への輸出に振り向けている。輸出品の主体
は、精錬をすませ、一定サイズにそろえられたビレット
と呼ばれる半製品で、電炉を持たないメーカーでも、
圧延などを施すだけで、棒鋼の完成品に加工するこ
とができる。これまで韓国などは、不足するスクラッ
プを日本から相当量買い付けていたが、このところ
中国製ビレットの利用を増やしており、これが日本国
内におけるスクラップの余剰感につながっている。
収益面では、引き続き高額な電気料金が電炉

メーカーの経営を圧迫しているものの、スクラップ価
格の下落が先行したため、一時的に収支は改善して
いる。但し、棒鋼の製品価格も徐々に低下しており、
既に相当低い水準まで下がったスクラップ価格との
スプレッドは、今後縮小していく可能性が高い。逆に
スクラップ価格が上げ局面に転じた場合、製品価格
引き上げには時間を要するとみられることから、先行
きの収益は、急激な悪化に転じる可能性がある。
７～９月期の鋳物の生産は、前年を下回った。建設
機械の動きが止まっており、一時、堅調に推移してい
た工作機械でも、企業ごとの業績にバラツキがみら
れるようになっている。先行きも、受注残が減ってい
る企業が多く、年内の生産は引き続き減少基調で

推移する可能性が高い。スクラップ価格に加え、鋳
物用銑鉄の価格も下落傾向にあるものの、電力料
金引き上げに伴う価格転嫁が十分に進まないなか、
逆に製品価格への引き下げ圧力が強まることが懸
念されており、収益面は厳しい状況が続くとみられる。

(5) 建設…前年並みに推移
７～９月期の建設は、公共工事、民間工事ともに
前年並みで推移した。
中国経済の減速などから資材費が、人員の配置

の適正化などから労務費が落ち着いてきたが、その
水準は依然として高い。資材費や労務費には下げ
止まった感がみられ、今後の災害復旧や2020年の
オリンピックなどにより、再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの河川関連の工事が中心で、道路関連の工事は
少ない。

先行きは、受注残に余裕があることから、当面は
堅調に推移するとみられている。一般的に下期は受
注が減少するが、災害復旧や2020年の東京オリン
ピックなどの関連案件の受注を期待している。
民間工事：７～９月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、収益が回復してきたこと、足元での資
材費や労務費の上昇が落ち着いてきたことなどか
ら、様子見状態であった民間工事の引き合いにやや
動きがみられる。今までは、工場を修繕、補修、補強
などで繕っていたが、一部に工場のリフォームの動
きがみられるようになってきた。新たに工場を建て直
す場合、建設費が仮に10億円が必要であったもの
が、リフォームだと２～３億円で済むという。かつ、工
場の主要な柱が頑丈であれば十分長期的にも持ち
こたえることができる。
先行きは、収益の回復などから、工場や倉庫、ビル

などの民間工事の引き合いの増加を期待している。
住宅：７～９月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の駆け込み需要の反動減の一巡から、回復の動き
がみられるようになった。
県内建設業者は、一部地域を除いて、建築コスト

の上昇分を販売価格に転嫁できないため、無理し
て供給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物
件に絞り込んで対応しているようだ。また、高齢者の
住宅などで手すりや浴槽、内装などのリフォームの
需要は根強くある。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県における

マンション契約率は、2015年４月57.2％（首都圏
75.5％）、５月57.6％（同71.1％）、６月58.7％（同
78.1％）と首都圏平均を下回っており、かつ好不調
の目安と言われている70％を下回って推移するこ
とが多かった。７月の契約率は82.2％（同83.7％）と
久々に80％を超え、かつ販売戸数も814戸と大きく
増加した。８月の契約率（66.3％）、販売戸数（181
戸）は、ともに低下したが、業界では消費増税に伴う

反動減の影響が一巡し、在庫も減少していることか
ら、本格的な回復への期待が高まっている。
戸建住宅は、見学会等への来場者数は予想以上

であるが、成約率は来場者数と比較すると見劣りが
する。2017年の消費増税前の物件購入のための
下調べ等で、見学会へ来場しているとみられる。
先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、2017年の消費増税を控え
て、優良な物件であれば、購入意欲が高まっている。
県内の建設業者では、大手企業の採用が本格化

した夏以降、複数の内々定を得た学生の辞退が続
いており、計画人数の７割程度しか採用が出来てい
ない企業もある。

(6） 大型小売店販売…前年を下回る
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、前年を
やや下回ったとみられる。消費増税から1年以上が
経過し、その影響は一巡したが、回復の動きは総じ
て鈍い。大規模商業施設の開業があったことも影
響しているとみられる。
品目別では主力の一般衣料品の動きが鈍い。か

つてはボーナスが出ると、通常の服や雑貨が動いて
いたが、今はボーナスが出ても洋服はあまり動かな
いという。賃上げやボーナスの増加による消費への
影響は、シニア層の顧客が多いため、あまり感じら
れないとするところが多い。
各市町村で発行されたプレミアム付商品券によ

る購入は、食料品等の日用品と、宝飾品・寝具・婦人
服等の比較的高額な商品に2極化しているが、全体
の売上を押し上げるほどではない。また、インバウン
ド消費は増えているものの、全体に占める割合は小
さく売上全体への影響も小さい。
一方、宝飾品、時計、貴金属、ハイエンドブランド
品や美術品等の高額品はコンスタントに売れている。

仏具、茶道具、食器などの金製品を集めた黄金展
の売上が大きく伸びたところもあり、富裕層の消費
は堅調に推移しているようだ。
ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢いを
欠いている。日常品や野菜などの価格が上がってい
るため、価格志向・節約志向が強まり、普段の買い
物はスーパーを利用し特売品を狙う、といった生活
防衛色が強い買い物となっている。消費者の購買
意欲が上がっているとは言えないようだ。
先行きも大きな増加は期待しにくく、現状並みの
売上で推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回った模様だ。消費増税の影響が一巡した4月
以降、前年を上回る月が多く、百貨店に比べ堅調に
推移している。衣料品の売上はやや低調だったが、
主力の食料品が増加した。野菜や肉などの相場高
が売上を押し上げている面があり、消費者の購買意
欲が高まっているわけではないようだ。
むしろ、円安や原材料の高騰を背景に食料品や

身の回り品などの生活必需品が相次いで値上がり
しており、家計は不要不急の支出を抑えるなど、慎
重な買い物姿勢が続いている。中間所得層の節約
意識は強く、これまでより吟味して買い物をするよう
になっている。賃上げやボーナス増で家計の所得は
増えているものの、同時に物価も上昇しており、本
格的な回復には至っていない。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年対比微増での推移が予想される。
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景気動向指数 足踏みを示している

7月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：86.0（前月比▲1.9ポイント）、一致指数：150.4
（同＋5.4ポイント）、遅行指数：100.6（同▲1.5ポイン
ト）となった。
先行指数は3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＋1.76ポイント
と、5カ月ぶりに上昇した。埼玉県は、景気の基調判
断を4カ月連続で「足踏みを示している」としている。
遅行指数は2カ月連続の下降となった。

個人消費 大型小売店販売額が2カ月ぶりに減少

8月の大型小売店販売額は835億円、前年比▲
0.8％（既存店）と2カ月ぶりに減少した。業態別で
は、百貨店（同▲3.9％）は減少したが、スーパー（同
＋0.1％）は増加した。新設店を含む全店ベースの販
売額は同＋1.7％と5カ月連続で増加した。
9月の新車販売台数（乗用車）は14,329台、前年
比▲3.8％と3カ月連続で減少した。車種別では普通
乗用車が7,647台（同▲4.3％）、小型乗用車は
6,682台（同▲3.2％）だった。

住 宅 ４カ月連続して前年を上回る

８月の新設住宅着工戸数は4,714戸、前年比＋
7.6％と４カ月連続して前年を上回った。
利用関係別では、分譲住宅が1,328戸（前年比▲
14.3％）と減少したものの、持家が1,402戸（同＋
4.5％）、貸家が1,975戸（同＋33.0％）と増加した。
分譲住宅は、戸建が1,144戸（同＋11.3％）と増
加したものの、マンションが158戸（同▲69.6％）と２
カ月連続して減少した。
雇用・所得環境が改善しており、消費増税に伴う
駆け込み需要の反動減が一巡したことから、先行き
は底堅い動きが期待される。

公共工事 ３カ月ぶりに前年を下回る

９月の公共工事請負金額は437億円（前年比▲
1.9％）と３カ月ぶりに前年を下回った。４～９月累計で
は、同＋2.8％と前年を上回って推移している。
発注者別では、埼玉県（前年比＋16.8％）、市町村

（同＋55.5％）が増加したものの、国（同▲0.7％）、独
立行政法人等（同▲75.2％）が減少した。
公共工事は、建設資材価格の高止まりや人手不
足が懸念されること、経済対策の効果が一巡しつつ
あることなどから、先行きは弱含みの動きで推移す
るとみられる。

生 産 ２カ月連続で増加

７月の鉱工業指数をみると、生産指数は94.3（前
月比＋0.1％）と２カ月連続して増加した。
業種別では、食料品、生産用機械、はん用機械な

どが減少したものの、輸送機械、業務用機械、プラス
チック製品などが増加した。
在庫指数は前月比▲5.5％の136.5と３カ月連続

して減少した。　
業種別では、金属製品、生産用機械、電気機械な

どが増加したものの、輸送機械、化学、電子部品・デ
バイスなどが減少した。

雇 用 有効求人倍率は0.86倍

８月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.02ポイント上昇の0.86倍となった。　
有効求職者数が88,803人（前年比▲4.7％）と、
63カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
73,463人（同＋9.8％）と、26カ月連続で前年を上
回った。なお、８月の就業地別有効求人倍率（季節調
整値）は、前月から0.03ポイント上昇の1.05倍で
あった。
県内の雇用情勢は、一部に厳しさが残るものの、
基調としては緩やかに持ち直している。
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1.9％）と３カ月ぶりに前年を下回った。４～９月累計で
は、同＋2.8％と前年を上回って推移している。
発注者別では、埼玉県（前年比＋16.8％）、市町村

（同＋55.5％）が増加したものの、国（同▲0.7％）、独
立行政法人等（同▲75.2％）が減少した。
公共工事は、建設資材価格の高止まりや人手不
足が懸念されること、経済対策の効果が一巡しつつ
あることなどから、先行きは弱含みの動きで推移す
るとみられる。

生 産 ２カ月連続で増加

７月の鉱工業指数をみると、生産指数は94.3（前
月比＋0.1％）と２カ月連続して増加した。
業種別では、食料品、生産用機械、はん用機械な

どが減少したものの、輸送機械、業務用機械、プラス
チック製品などが増加した。
在庫指数は前月比▲5.5％の136.5と３カ月連続

して減少した。　
業種別では、金属製品、生産用機械、電気機械な

どが増加したものの、輸送機械、化学、電子部品・デ
バイスなどが減少した。

雇 用 有効求人倍率は0.86倍

８月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.02ポイント上昇の0.86倍となった。　
有効求職者数が88,803人（前年比▲4.7％）と、
63カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
73,463人（同＋9.8％）と、26カ月連続で前年を上
回った。なお、８月の就業地別有効求人倍率（季節調
整値）は、前月から0.03ポイント上昇の1.05倍で
あった。
県内の雇用情勢は、一部に厳しさが残るものの、
基調としては緩やかに持ち直している。

%戸

年月

新設住宅着工戸数の推移

給与

貸家

持家

分譲

資料：国土交通省

公共工事請負金額の推移

資料：東日本建設業保証㈱  関東：埼玉、東京、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬

100

200

300

400

600

500

0 -60

-40

-20

0

20

40

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

鉱工業指数の推移

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

0

5

10

15
倍万人

年月

有効求人倍率の推移

資料：埼玉労働局　（注）就業地別有効求人倍率は、埼玉県内を就業地とする、県外での受理分を含めた求人数で算出された参考値

10 11 122014/9 8 976543215/1

有
効
求
職
者
数

有
効
求
人
数

2010年＝100

年月2009 10 11 12 13 14 15

個人消費の推移

89 10 112014/8 76543215/112 9

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）

%%

年月
資料：関東経済産業局、日本自動車販売協会連合会

新車販売台数（乗用車）・
前年比（左目盛）

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

-20

-15

-10

-5

0

5

10

年月

2010年=100、季節調整済

80

90

100

110

120

9 10 11 15/1 2 3 4 5 6 7 8 9 108 122014/7
130

140

150

160

170
生産指数（埼玉） 在庫指数

（埼玉:右目盛）生産指数（全国）

（予測）



19 20

月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2015.11埼玉りそな経済情報2015.11

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模３０人以上、Pは速報値

2011年

2012年

2013年

2014年

14年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

15年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

129,169

165,110

158,230

156,168

13,476

10,036

14,893

11,373

11,257

10,982

11,473

13,525

18,593

8,905

10,047

12,741

13,354

9,885

14,329

▲ 20.2

27.8

▲ 4.2

▲ 1.3

0.3

▲ 6.1

▲ 5.8

▲ 11.2

▲ 15.2

▲ 11.8

▲ 23.5

▲ 16.6

▲ 13.9

0.6

0.9

1.7

▲ 0.9

▲ 1.5

▲ 3.8

2,386,036

3,014,651

2,872,111

2,860,472

250,689

177,749

268,435

206,683

203,911

198,408

207,635

249,565

356,412

170,240

180,759

239,582

245,680

180,850

259,813

▲ 18.5

26.3

▲ 4.7

▲ 0.4

0.3

▲ 5.9

▲ 5.5

▲ 11.3

▲ 15.9

▲ 11.1

▲ 21.4

▲ 16.8

▲ 14.6

2.9

1.2

4.6

▲ 2.0

1.7

▲ 3.2

563

543

483

403

39

34

41

28

26

23

35

31

30

27

39

36

28

19

27

70,551

69,848

74,225

56,640

2,226

8,059

6,395

3,199

3,225

4,997

1,393

4,782

3,188

1,790

3,993

3,482

5,019

1,838

2,387

12,734

12,124

10,855

9,731

882

727

827

800

736

686

721

692

859

748

724

824

787

632

673

3,592,920

3,834,563

2,782,347

1,874,065

129,492

135,764

136,799

124,113

115,477

178,314

168,070

151,180

223,631

192,779

127,755

126,861

120,068

97,896

270,898

99.9

100.3

100.8

103.7

104.4

104.7

104.7

104.5

104.0

104.3

104.3

104.2

104.5

105.0

105.0

104.8

104.5

104.8

▲ 0.1

0.4

0.6

2.8

3.5

3.4

3.3

2.9

2.3

2.6

2.7

2.5

2.7

1.1

0.8

0.4

0.1

0.1

99.7

99.7

100.0

102.8

103.4

103.7

103.9

103.6

103.2

103.3

103.1

102.9

103.3

103.7

104.0

103.8

103.7

103.9

▲ 0.3

0.0

0.4

2.7

3.4

3.3

3.2

2.9

2.4

2.4

2.4

2.2

2.3

0.6

0.5

0.4

0.2

0.2

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（％）

2011年

2012年

2013年

2014年

14年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

15年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

98.5

96.3

93.1

97.6

96.1

94.0

91.6

97.3

97.5

96.2

104.1

97.4

94.0

93.4

89.7

94.2

94.3

▲ 1.5

▲ 2.2

▲ 3.3

4.8

▲ 1.6

▲ 2.2

▲ 2.6

6.2

0.2

▲ 1.3

8.2

▲ 6.4

▲ 3.5

▲ 0.6

▲ 4.0

5.0

0.1

97.2

97.8

97.0

99.0

97.5

96.7

98.1

98.5

97.9

98.1

102.1

98.9

98.1

99.3

97.2

98.3

97.5

96.3

▲ 2.8

0.6

▲ 0.8

2.1

▲ 0.1

▲ 0.8

1.4

0.4

▲ 0.6

0.2

4.1

▲ 3.1

▲ 0.8

1.2

▲ 2.1

1.1

▲ 0.8

▲ 1.2

100.8

143.0

112.2

170.6

140.8

150.2

158.0

156.2

154.8

158.9

159.3

153.7

156.6

165.3

154.4

144.4

136.5

▲ 14.6

41.9

▲ 21.5

52.0

5.2

6.7

5.2

▲ 1.1

▲ 0.9

2.6

0.3

▲ 3.5

1.9

5.6

▲ 6.6

▲ 6.5

▲ 5.5

105.0

110.5

105.7

112.3

110.7

111.7

111.3

111.2

112.4

112.3

111.8

113.0

113.4

113.8

112.9

114.6

113.7

114.0

2.0

5.2

▲ 4.3

6.2

0.5

0.9

▲ 0.4

▲ 0.1

1.1

▲ 0.1

▲ 0.4

1.1

0.4

0.4

▲ 0.8

1.5

▲ 0.8

0.3

2,166

2,705

3,378

3,038

187

261

142

322

156

155

155

250

218

200

248

205

226

204

6.1

24.9

24.9

▲ 10.1

▲ 32.1

86.7

▲ 45.1

65.6

▲ 70.6

▲ 38.2

▲ 64.7

▲ 21.2

▲ 33.2

9.8

▲ 0.1

▲ 32.4

21.2

▲ 21.7

47,254

50,184

55,947

53,818

4,732

4,521

4,109

5,460

4,079

3,713

3,892

4,561

3,567

4,943

4,244

4,491

4,774

4,178

6.1

6.2

11.5

▲ 3.8

▲ 2.5

▲ 2.0

▲ 20.4

13.3

▲ 10.9

▲ 17.3

▲ 16.4

9.4

▲ 18.9

2.2

4.1

▲ 11.3

0.9

▲ 7.6

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

●鉱工業指数の年次は原数値、在庫指数の年次は年末値

埼玉県

2011年

2012年

2013年

2014年

14年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

15年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

57,767

59,605

63,024

56,504

4,745

4,382

4,449

4,678

4,997

5,237

4,175

4,494

4,612

4,553

4,544

5,247

4,874

4,714

4.3

3.2

5.7

▲ 10.3

▲ 16.8

▲ 8.5

▲ 10.7

▲ 17.5

▲ 19.5

▲ 9.6

▲ 16.3

▲ 12.1

9.0

▲ 3.3

11.1

7.5

2.7

7.6

834,117

882,797

980,025

892,261

72,880

73,771

75,882

79,171

78,364

76,416

67,713

67,552

69,887

75,617

71,720

88,118

78,263

80,255

2.6

5.8

11.0

▲ 9.0

▲ 14.1

▲ 12.5

▲ 14.3

▲ 12.3

▲ 14.3

▲ 14.7

▲ 13.0

▲ 3.1

0.7

0.4

5.8

16.3

7.4

8.8

13.1

13.8

14.5

15.3

14.7

14.1

14.3

15.3

16.7

17.4

16.1

18.6

18.1

17.8

14.9

16.1

16.4

▲ 6.8

9.2

12.8

12.6

6.6

▲ 0.5

4.3

7.2

17.0

18.7

1.8

2.2

▲ 4.2

▲ 8.6

▲ 11.0

▲ 6.4

▲ 5.7

15.4

15.8

16.4

17.5

17.4

16.5

17.3

17.7

18.1

18.2

16.8

17.9

18.2

17.9

16.3

17.2

17.5

Ｐ16.9

0.8

0.3

4.3

6.8

4.6

1.0

1.6

1.4

1.6

2.1

1.0

▲ 0.9

▲ 3.0

▲ 1.4

▲ 2.7

0.2

▲0.4

Ｐ1.3

102.3

102.5

102.5

103.0

102.9

102.7

103.7

103.9

103.9

103.9

105.0

104.6

102.8

104.6

104.9

104.7

104.7

2.3

0.2

0.0

0.5

▲ 0.1

0.0

0.8

1.1

1.2

1.3

2.5

2.8

1.4

1.6

1.9

1.6

1.7

100.0

99.7

99.5

99.9

100.5

100.3

100.1

100.0

100.1

100.2

100.0

99.9

99.1

101.1

101.2

101.4

101.5

Ｐ101.0

0.0

▲ 0.3

▲ 0.2

0.4

0.5

0.5

0.4

0.3

0.3

0.4

0.7

0.9

0.6

1.0

0.9

0.9

1.0

Ｐ0.7

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

2011年

2012年

2013年

2014年

14年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

15年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

0.51

0.57

0.62

0.74

0.75

0.74

0.75

0.76

0.78

0.79

0.81

0.80

0.80

0.78

0.82

0.82

0.84

0.86

0.65

0.80

0.93

1.09

1.10

1.10

1.10

1.10

1.12

1.14

1.14

1.15

1.15

1.17

1.19

1.19

1.21

1.23

22,517

23,604

23,721

24,898

26,289

22,575

26,466

28,533

23,452

22,173

30,043

27,475

25,187

25,360

23,995

25,777

27,254

25,712

14.7

4.8

0.5

5.0

5.1

▲ 6.7

13.6

7.7

▲ 0.7

9.2

11.0

7.4

3.7

▲ 1.5

1.5

12.2

3.7

13.9

655

737

794

834

864

779

858

917

758

735

947

881

875

861

773

859

901

816

14.7

12.5

7.8

5.0

4.5

▲ 0.6

6.3

1.1

▲ 4.4

5.6

3.0

1.7

4.7

0.1

▲ 4.0

6.8

4.3

4.9

10,459

10,428

10,575

10,799

906

876

838

860

928

1,143

901

799

931

853

923

886

874

835

▲ 1.8

▲ 2.0

▲ 2.6

1.4

0.0

3.1

1.5

0.4

1.5

0.6

▲ 0.2

1.2

▲ 12.4

5.6

2.7

▲ 2.0

0.1

▲ 0.8

195,933

195,916

197,774

201,973

17,177

16,266

15,313

16,065

17,286

21,558

17,215

14,986

17,150

16,080

16,928

16,412

17,057

16,056

▲ 1.8

▲ 0.8

▲ 0.4

0.9

▲ 0.6

1.6

0.5

0.0

1.1

0.1

▲0.0

1.3

▲ 13.0

8.6

5.3

▲ 0.3

2.1

1.8

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（％）

●有効求人倍数の年次は原数値。大型小売店販売額の前年比は既存店ベース
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2011年

2012年

2013年

2014年

14年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

15年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

129,169

165,110

158,230

156,168

13,476

10,036

14,893

11,373

11,257

10,982

11,473

13,525

18,593

8,905

10,047

12,741

13,354

9,885

14,329

▲ 20.2

27.8

▲ 4.2

▲ 1.3

0.3

▲ 6.1

▲ 5.8

▲ 11.2

▲ 15.2

▲ 11.8

▲ 23.5

▲ 16.6

▲ 13.9

0.6

0.9

1.7

▲ 0.9

▲ 1.5

▲ 3.8

2,386,036

3,014,651

2,872,111

2,860,472

250,689

177,749

268,435

206,683

203,911

198,408

207,635

249,565

356,412

170,240

180,759

239,582

245,680

180,850

259,813

▲ 18.5

26.3

▲ 4.7

▲ 0.4

0.3

▲ 5.9

▲ 5.5

▲ 11.3

▲ 15.9

▲ 11.1

▲ 21.4

▲ 16.8

▲ 14.6

2.9

1.2

4.6

▲ 2.0

1.7

▲ 3.2

563

543

483

403

39

34

41

28

26

23

35

31

30

27

39

36

28

19

27

70,551

69,848

74,225

56,640

2,226

8,059

6,395

3,199

3,225

4,997

1,393

4,782

3,188

1,790

3,993

3,482

5,019

1,838

2,387

12,734

12,124

10,855

9,731

882

727

827

800

736

686

721

692

859

748

724

824

787

632

673

3,592,920

3,834,563

2,782,347

1,874,065

129,492

135,764

136,799

124,113

115,477

178,314

168,070

151,180

223,631

192,779

127,755

126,861

120,068

97,896

270,898

99.9

100.3

100.8

103.7

104.4

104.7

104.7

104.5

104.0

104.3

104.3

104.2

104.5

105.0

105.0

104.8

104.5

104.8

▲ 0.1

0.4

0.6

2.8

3.5

3.4

3.3

2.9

2.3

2.6

2.7

2.5

2.7

1.1

0.8

0.4

0.1

0.1

99.7

99.7

100.0

102.8

103.4

103.7

103.9

103.6

103.2

103.3

103.1

102.9

103.3

103.7

104.0

103.8

103.7

103.9

▲ 0.3

0.0

0.4

2.7

3.4

3.3

3.2

2.9

2.4

2.4

2.4

2.2

2.3

0.6

0.5

0.4

0.2

0.2

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（％）

2011年

2012年

2013年

2014年

14年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

15年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

98.5

96.3

93.1

97.6

96.1

94.0

91.6

97.3

97.5

96.2

104.1

97.4

94.0

93.4

89.7

94.2

94.3

▲ 1.5

▲ 2.2

▲ 3.3

4.8

▲ 1.6

▲ 2.2

▲ 2.6

6.2

0.2

▲ 1.3

8.2

▲ 6.4

▲ 3.5

▲ 0.6

▲ 4.0

5.0

0.1

97.2

97.8

97.0

99.0

97.5

96.7

98.1

98.5

97.9

98.1

102.1

98.9

98.1

99.3

97.2

98.3

97.5

96.3

▲ 2.8

0.6

▲ 0.8

2.1

▲ 0.1

▲ 0.8

1.4

0.4

▲ 0.6

0.2

4.1

▲ 3.1

▲ 0.8

1.2

▲ 2.1

1.1

▲ 0.8

▲ 1.2

100.8

143.0

112.2

170.6

140.8

150.2

158.0

156.2

154.8

158.9

159.3

153.7

156.6

165.3

154.4

144.4

136.5

▲ 14.6

41.9

▲ 21.5

52.0

5.2

6.7

5.2

▲ 1.1

▲ 0.9

2.6

0.3

▲ 3.5

1.9

5.6

▲ 6.6

▲ 6.5

▲ 5.5

105.0

110.5

105.7

112.3

110.7

111.7

111.3

111.2

112.4

112.3

111.8

113.0

113.4

113.8

112.9

114.6

113.7

114.0

2.0

5.2

▲ 4.3

6.2

0.5

0.9

▲ 0.4

▲ 0.1

1.1

▲ 0.1

▲ 0.4

1.1

0.4

0.4

▲ 0.8

1.5

▲ 0.8

0.3

2,166

2,705

3,378

3,038

187

261

142

322

156

155

155

250

218

200

248

205

226

204

6.1

24.9

24.9

▲ 10.1

▲ 32.1

86.7

▲ 45.1

65.6

▲ 70.6

▲ 38.2

▲ 64.7

▲ 21.2

▲ 33.2

9.8

▲ 0.1

▲ 32.4

21.2

▲ 21.7

47,254

50,184

55,947

53,818

4,732

4,521

4,109

5,460

4,079

3,713

3,892

4,561

3,567

4,943

4,244

4,491

4,774

4,178

6.1

6.2

11.5

▲ 3.8

▲ 2.5

▲ 2.0

▲ 20.4

13.3

▲ 10.9

▲ 17.3

▲ 16.4

9.4

▲ 18.9

2.2

4.1

▲ 11.3

0.9

▲ 7.6

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

●鉱工業指数の年次は原数値、在庫指数の年次は年末値

埼玉県

2011年

2012年

2013年

2014年

14年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

15年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

57,767

59,605

63,024

56,504

4,745

4,382

4,449

4,678

4,997

5,237

4,175

4,494

4,612

4,553

4,544

5,247

4,874

4,714

4.3

3.2

5.7

▲ 10.3

▲ 16.8

▲ 8.5

▲ 10.7

▲ 17.5

▲ 19.5

▲ 9.6

▲ 16.3

▲ 12.1

9.0

▲ 3.3

11.1

7.5

2.7

7.6

834,117

882,797

980,025

892,261

72,880

73,771

75,882

79,171

78,364

76,416

67,713

67,552

69,887

75,617

71,720

88,118

78,263

80,255

2.6

5.8

11.0

▲ 9.0

▲ 14.1

▲ 12.5

▲ 14.3

▲ 12.3

▲ 14.3

▲ 14.7

▲ 13.0

▲ 3.1

0.7

0.4

5.8

16.3

7.4

8.8

13.1

13.8

14.5

15.3

14.7

14.1

14.3

15.3

16.7

17.4

16.1

18.6

18.1

17.8

14.9

16.1

16.4

▲ 6.8

9.2

12.8

12.6

6.6

▲ 0.5

4.3

7.2

17.0

18.7

1.8

2.2

▲ 4.2

▲ 8.6

▲ 11.0

▲ 6.4

▲ 5.7

15.4

15.8

16.4

17.5

17.4

16.5

17.3

17.7

18.1

18.2

16.8

17.9

18.2

17.9

16.3

17.2

17.5

Ｐ16.9

0.8

0.3

4.3

6.8

4.6

1.0

1.6

1.4

1.6

2.1

1.0

▲ 0.9

▲ 3.0

▲ 1.4

▲ 2.7

0.2

▲0.4

Ｐ1.3

102.3

102.5

102.5

103.0

102.9

102.7

103.7

103.9

103.9

103.9

105.0

104.6

102.8

104.6

104.9

104.7

104.7

2.3

0.2

0.0

0.5

▲ 0.1

0.0

0.8

1.1

1.2

1.3

2.5

2.8

1.4

1.6

1.9

1.6

1.7

100.0

99.7

99.5

99.9

100.5

100.3

100.1

100.0

100.1

100.2

100.0

99.9

99.1

101.1

101.2

101.4

101.5

Ｐ101.0

0.0

▲ 0.3

▲ 0.2

0.4

0.5

0.5

0.4

0.3

0.3

0.4

0.7

0.9

0.6

1.0

0.9

0.9

1.0

Ｐ0.7

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

2011年

2012年

2013年

2014年

14年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

15年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

0.51

0.57

0.62

0.74

0.75

0.74

0.75

0.76

0.78

0.79

0.81

0.80

0.80

0.78

0.82

0.82

0.84

0.86

0.65

0.80

0.93

1.09

1.10

1.10

1.10

1.10

1.12

1.14

1.14

1.15

1.15

1.17

1.19

1.19

1.21

1.23

22,517

23,604

23,721

24,898

26,289

22,575

26,466

28,533

23,452

22,173

30,043

27,475

25,187

25,360

23,995

25,777

27,254

25,712

14.7

4.8

0.5

5.0

5.1

▲ 6.7

13.6

7.7

▲ 0.7

9.2

11.0

7.4

3.7

▲ 1.5

1.5

12.2

3.7

13.9

655

737

794

834

864

779

858

917

758

735

947

881

875

861

773

859

901

816

14.7

12.5

7.8

5.0

4.5

▲ 0.6

6.3

1.1

▲ 4.4

5.6

3.0

1.7

4.7

0.1

▲ 4.0

6.8

4.3

4.9

10,459

10,428

10,575

10,799

906

876

838

860

928

1,143

901

799

931

853

923

886

874

835

▲ 1.8

▲ 2.0

▲ 2.6

1.4

0.0

3.1

1.5

0.4

1.5

0.6

▲ 0.2

1.2

▲ 12.4

5.6

2.7

▲ 2.0

0.1

▲ 0.8

195,933

195,916

197,774

201,973

17,177

16,266

15,313

16,065

17,286

21,558

17,215

14,986

17,150

16,080

16,928

16,412

17,057

16,056

▲ 1.8

▲ 0.8

▲ 0.4

0.9

▲ 0.6

1.6

0.5

0.0

1.1

0.1

▲0.0

1.3

▲ 13.0

8.6

5.3

▲ 0.3

2.1

1.8

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（％）

●有効求人倍数の年次は原数値。大型小売店販売額の前年比は既存店ベース
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梅香るまち
梅を詠んだ和歌といえば、菅原道真の「東風吹

かば、匂い起こせよ、梅の花、主無しとて、春な忘れ
そ」が有名だが、越生の梅も、菅原道真と縁が深く、
南北朝の頃、九州の大宰府から小杉天満宮（現在
の梅園神社）を分祀した際、この地に植えられたの
が起源とされている。
町の越辺川沿いに広がる越生梅林は、水戸偕楽

園、熱海梅園と並んで、関東三大梅林の一つとさ
れる名園で、広さ約2haに及ぶ園内には、樹齢600
年ともいわれる古木「魁雪」をはじめとして、白加
賀、越生野梅など、およそ1,000本の梅の木が植
えられている。
毎年、２月中旬から３月下旬頃には、梅の開花に

あわせて梅まつりが開催され、園内は色鮮やかな
梅の花を愛でる多くの観光客たちで大いに賑わう。
梅まつりの期間中には、舞台で和太鼓や獅子舞な
どの郷土芸能が披露されたり、園内に敷設された
全長253ｍの線路を使ってミニSLが運行されるな
ど、花見以外にも、訪れる人を楽しませる様々なイ
ベントが開催される。
町内では、越生梅林を中心におよそ25,000本

の梅の木が栽培されている。収穫される梅の量は
約225トンを誇り、ゆずとともに県内随一の産地と
なっている。越生の梅は果肉が厚いことで有名で、
梅干しや梅酒の材料としてはもちろん、様々な料理
にもマッチすると大変好評である。

平成28年に「ハイキングのまち」へ
越生町は、早春の梅に始まり、桜や山吹、ツツジ、

アジサイ、百日紅、曼珠沙華、そして秋の紅葉など、
色とりどりの花や木々が年間を通して楽しめる豊か
な自然環境に恵まれ、黒山三滝や太田道灌ゆかり
の龍穏寺など、観光資源にも事欠かない。加えて、
全体の約7割を山地が占め、ほぼ中央を越辺川が
流れる町域は、地形の起伏に富み、ハイキングには
うってつけの条件が揃っている。都心からのアクセ
スもよい越生町には、毎年たくさんの人が訪れ、思
い思いにハイキングを楽しむ光景がみられる。
また、平成４年に「健康づくりのまち」を宣言した
町は、ウォーキングによる健康づくりを奨励し、その
ためのウォーキングコースを設定するなどの取り組
みを従来から進めてきた。平成26年から町民を対
象にスタートした「越生町健康づくりマイレージ事
業」でも、ハイキングなどのイベントが活用されてお
り、指定されたハイキング大会への参加者にはポイ
ントが付与され、一定のポイントがたまれば、記念品
が受け取れるといった工夫がこらされている。
町は、第19回花の里おごせ健康づくりウォーキン

グ大会が開催される平成28年4月29日（昭和の
日）をもって、「ハイキングのまち」を宣言することに
している。これまで培ってきた環境を生かし、ハイキ
ングによる観光の振興、地域経済の活性化、町民
の健康づくりを進めるとともに、観光のまちづくりに
対する町民意識の一層の高揚を図っていく。

住んでよし訪れてよしの越生町

越生町長　新井 雄啓氏

越生町
町長のメッセージ

伝統を守る越生渋うちわ
越生周辺では、江戸時代からうちわ作りが盛ん

に行われるようになり、明治期には、年間240万本
ものうちわが製造されていたという。
特産の越生渋うちわは、越生周辺でとれた真竹

の骨に、ユネスコの無形文化遺産にも登録された
小川和紙を張り、柿渋を塗り重ねて作られる。柄の
付根に、横一文字に肩竹を入れることで強度を増
しており、水にも強い。大変丈夫なことから、現在で
も、焼鳥屋やうなぎ屋などでは大変重宝されている。
近年は、扇風機やエアコンの普及に加え、プラス

チックの骨を使った安価なうちわの登場もあり、手
作業で作られる旧来のうちわは激減した。しかし、
今日でも、越生渋うちわは、伝統を守りながら作り
続けられており、越生町にふるさと納税をした方へ
のお礼の品の一つにも選ばれている。 （井上博夫）

はじめに
越生町は、埼玉県の西部、都心から50㎞圏内に

位置し、東は鳩山町、北はときがわ町、西は飯能市、
南は毛呂山町にそれぞれ接している。町域は、東西
約9.5㎞、南北約7.9㎞で、面積は40.39㎢、人口
は１万2千人あまりとなっている。
町内には、ＪＲ八高線越生駅、東武越生線越生駅、

武州唐沢駅の３つの鉄道駅がある。首都圏中央連
絡自動車道（圏央道）鶴ヶ島ＩＣや関越自動車道
鶴ヶ島ＩＣを身近に利用できることもあり、交通利便
性はきわめて高い。
水と緑豊かな自然環境のなか、町は、保育所待

機児童をなくし、第３子以降の保育料無料化、18
歳までのこどもの医療費無料化など、住みよいまち
づくりのための施策を積極的に進めており、今後ま
すますの発展が期待されている。

越生町は、関東三大梅林の「越生梅林」、日本観光百選に選ばれた「黒山三滝」、県内一
の巨木「上谷の大クス」をはじめ、伝統行事や歴史的建造物、特産の梅と柚子、四季折々
の花、気軽に森林浴を楽しめるハイキングコースなど、観光資源が豊富なまちです。
これらの資源を活かし、観光振興、町民の健康づくり、地域経済の活性化を図るため、
来年4月29日に「ハイキングのまち」を宣言します。現在、町民のみなさんと一丸となっ
てムードを高めているところでございます。ぜひ、みなさんも越生町でハイキングを楽
しんでみませんか。
今後も、「活力ある越生の創造」を目指し、潤いのある豊かな生活を営める地域づくり

を、町民のみなさんとともに進めてまいります。

毎年１月４日に開催される「新春武蔵越生七福神めぐり」関東三大梅林の一つ「越生梅林」

人口（平成27年10月1日現在）

世帯数（同上）
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12,141人

4,942世帯

49.0歳

40.39k㎡

32所

73.6億円

80店

77.7億円

51.8％

越生町概要

●ＪＲ八高線　越生駅
●東武越生線　越生駅、武州唐沢駅
●首都圏中央連絡自動車道（圏央道）　鶴ヶ島IＣから町役場まで約11km

主な交通機関

さいたま市

ときがわ町

飯能市
毛呂山町

越生町
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梅香るまち
梅を詠んだ和歌といえば、菅原道真の「東風吹

かば、匂い起こせよ、梅の花、主無しとて、春な忘れ
そ」が有名だが、越生の梅も、菅原道真と縁が深く、
南北朝の頃、九州の大宰府から小杉天満宮（現在
の梅園神社）を分祀した際、この地に植えられたの
が起源とされている。
町の越辺川沿いに広がる越生梅林は、水戸偕楽

園、熱海梅園と並んで、関東三大梅林の一つとさ
れる名園で、広さ約2haに及ぶ園内には、樹齢600
年ともいわれる古木「魁雪」をはじめとして、白加
賀、越生野梅など、およそ1,000本の梅の木が植
えられている。
毎年、２月中旬から３月下旬頃には、梅の開花に

あわせて梅まつりが開催され、園内は色鮮やかな
梅の花を愛でる多くの観光客たちで大いに賑わう。
梅まつりの期間中には、舞台で和太鼓や獅子舞な
どの郷土芸能が披露されたり、園内に敷設された
全長253ｍの線路を使ってミニSLが運行されるな
ど、花見以外にも、訪れる人を楽しませる様々なイ
ベントが開催される。
町内では、越生梅林を中心におよそ25,000本

の梅の木が栽培されている。収穫される梅の量は
約225トンを誇り、ゆずとともに県内随一の産地と
なっている。越生の梅は果肉が厚いことで有名で、
梅干しや梅酒の材料としてはもちろん、様々な料理
にもマッチすると大変好評である。

平成28年に「ハイキングのまち」へ
越生町は、早春の梅に始まり、桜や山吹、ツツジ、

アジサイ、百日紅、曼珠沙華、そして秋の紅葉など、
色とりどりの花や木々が年間を通して楽しめる豊か
な自然環境に恵まれ、黒山三滝や太田道灌ゆかり
の龍穏寺など、観光資源にも事欠かない。加えて、
全体の約7割を山地が占め、ほぼ中央を越辺川が
流れる町域は、地形の起伏に富み、ハイキングには
うってつけの条件が揃っている。都心からのアクセ
スもよい越生町には、毎年たくさんの人が訪れ、思
い思いにハイキングを楽しむ光景がみられる。
また、平成４年に「健康づくりのまち」を宣言した
町は、ウォーキングによる健康づくりを奨励し、その
ためのウォーキングコースを設定するなどの取り組
みを従来から進めてきた。平成26年から町民を対
象にスタートした「越生町健康づくりマイレージ事
業」でも、ハイキングなどのイベントが活用されてお
り、指定されたハイキング大会への参加者にはポイ
ントが付与され、一定のポイントがたまれば、記念品
が受け取れるといった工夫がこらされている。
町は、第19回花の里おごせ健康づくりウォーキン

グ大会が開催される平成28年4月29日（昭和の
日）をもって、「ハイキングのまち」を宣言することに
している。これまで培ってきた環境を生かし、ハイキ
ングによる観光の振興、地域経済の活性化、町民
の健康づくりを進めるとともに、観光のまちづくりに
対する町民意識の一層の高揚を図っていく。

住んでよし訪れてよしの越生町

越生町長　新井 雄啓氏

越生町
町長のメッセージ

伝統を守る越生渋うちわ
越生周辺では、江戸時代からうちわ作りが盛ん

に行われるようになり、明治期には、年間240万本
ものうちわが製造されていたという。
特産の越生渋うちわは、越生周辺でとれた真竹

の骨に、ユネスコの無形文化遺産にも登録された
小川和紙を張り、柿渋を塗り重ねて作られる。柄の
付根に、横一文字に肩竹を入れることで強度を増
しており、水にも強い。大変丈夫なことから、現在で
も、焼鳥屋やうなぎ屋などでは大変重宝されている。
近年は、扇風機やエアコンの普及に加え、プラス

チックの骨を使った安価なうちわの登場もあり、手
作業で作られる旧来のうちわは激減した。しかし、
今日でも、越生渋うちわは、伝統を守りながら作り
続けられており、越生町にふるさと納税をした方へ
のお礼の品の一つにも選ばれている。 （井上博夫）

はじめに
越生町は、埼玉県の西部、都心から50㎞圏内に
位置し、東は鳩山町、北はときがわ町、西は飯能市、
南は毛呂山町にそれぞれ接している。町域は、東西
約9.5㎞、南北約7.9㎞で、面積は40.39㎢、人口
は１万2千人あまりとなっている。
町内には、ＪＲ八高線越生駅、東武越生線越生駅、
武州唐沢駅の３つの鉄道駅がある。首都圏中央連
絡自動車道（圏央道）鶴ヶ島ＩＣや関越自動車道
鶴ヶ島ＩＣを身近に利用できることもあり、交通利便
性はきわめて高い。
水と緑豊かな自然環境のなか、町は、保育所待
機児童をなくし、第３子以降の保育料無料化、18
歳までのこどもの医療費無料化など、住みよいまち
づくりのための施策を積極的に進めており、今後ま
すますの発展が期待されている。

越生町は、関東三大梅林の「越生梅林」、日本観光百選に選ばれた「黒山三滝」、県内一
の巨木「上谷の大クス」をはじめ、伝統行事や歴史的建造物、特産の梅と柚子、四季折々
の花、気軽に森林浴を楽しめるハイキングコースなど、観光資源が豊富なまちです。
これらの資源を活かし、観光振興、町民の健康づくり、地域経済の活性化を図るため、
来年4月29日に「ハイキングのまち」を宣言します。現在、町民のみなさんと一丸となっ
てムードを高めているところでございます。ぜひ、みなさんも越生町でハイキングを楽
しんでみませんか。
今後も、「活力ある越生の創造」を目指し、潤いのある豊かな生活を営める地域づくり

を、町民のみなさんとともに進めてまいります。
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市町村名 順位
人口に
占める割合
（％）

市町村名

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

ときがわ町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴ヶ島 市

日 高 市

吉 川 市

ふじみ野市

白 岡 市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

さいたま市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

2

3

11

1

29

37

7

35

26

18

24

10

19

32

28

16

14

4

6

8

5

25

外国人
住民数
（人)

18,264 

5,362 

2,682 

25,263 

1,214 

524 

4,124 

707 

1,339 

1,982 

1,524 

2,892 

1,975 

976 

1,257 

2,385 

2,468 

5,034 

4,445 

3,851 

4,917 

1,464 

1.4 

1.5 

1.3 

4.3 

1.4 

0.8 

1.2 

0.9 

1.2 

2.5 

1.7 

1.2 

1.3 

1.7 

1.1 

1.6 

1.1 

2.1 

1.3 

5.3 

3.7 

1.0 

順位
人口に
占める割合
（％）

12

27

20

13

38

17

41

15

23

9

40

21

34

33

36

30

22

46

̶

47

39

42

外国人
住民数
（人)

2,570 

1,282 

1,948 

2,564 

502 

1,987 

423 

2,455 

1,725 

3,040 

432 

1,940 

743 

867 

693 

1,087 

1,924 

323 

121,154 

287 

478 

404 

1.9 

1.7 

2.4 

1.6 

0.7 

1.3 

0.6 

2.9 

1.6 

2.2 

0.7 

1.9 

1.4 

1.2 

1.2 

1.6 

1.7 

0.6 

1.8 

0.7 

1.3 

1.1 

順位
人口に
占める割合
（％）

57

48

51

52

53

55

59

54

60

61

62

58

63

56

50

31

44

45

43

49

̶

̶

外国人
住民数
（人)

111 

281 

259 

220 

209 

127 

82 

132 

54 

46 

31 

104 

11 

115 

260 

997 

369 

334 

377 

277 

5,565 

126,719 

0.9 

1.6 

1.4 

0.7 

1.0 

0.6 

0.6 

1.1 

0.6 

0.4 

0.4 

0.8 

0.4 

1.0 

1.8 

3.2 

1.0 

1.0 

0.8 

0.9 

1.1 

1.7 

外国人住民数

資料：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」           

埼玉県内一の巨木「上谷の大クス」（越生町）
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彩論  埼玉県産業技術総合センター センター長 中村雅範 氏
 多様な連携から生まれる力強い企業支援を目指して

ズームアップ  株式会社シェリエ
地域研究レポート  

「しごと」と「ひと」の好循環をつくる
  ～地道な成長支援で地域経済の底上げを～

調査  埼玉県における産業動向と見通し
 生産は緩やかに持ち直し、先行きは横ばいで推移

アンケート調査  埼玉県内企業の2015年夏のボーナス支給状況
県内経済の動き
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タウンスケープ  越生町
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