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裏表紙

地方創生の深化～一億総活躍社会の実現へ向けて～シリーズ

彩論  埼玉大学先端産業国際ラボラトリー所長 綿貫啓一 氏
 新たな産学官金連携による研究開発協働・事業化・人材育成

ズームアップ  株式会社スギヤマ
地域研究レポート 

地域に求められる「好循環」創造の視点
調査  埼玉県における産業動向と見通し
 生産は横ばい圏内の動き、先行きも横ばいとみられる

アンケート調査  埼玉県内企業の2016年夏のボーナス支給状況
県内経済の動き

月次経済指標

タウンスケープ  羽生市
 活力に満ちたひと輝く文化都市

市町村経済データ

(平成27年2月1日現在）

市町村名
（人）

農業就業人口 農業就業人口 農業就業人口

増加率
（％）

市町村名 市町村名

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

ときがわ町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴ヶ島 市

日 高 市

吉 川 市

ふじみ野市

白 岡 市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

さいたま市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

3,641 

3,058 

3,537 

1,022 

1,687 

558 

1,707 

261 

4,309 

1,505 

810 

1,908 

1,034 

1,240 

2,086 

4,873 

648 

370 

1,147 

18 

21 

679 

農家数
（戸） （人） 増加率

（％）

農家数
（戸） （人） 増加率

（％）

農家数
（戸）

2,104 

1,954 

2,389 

482 

1,230 

368 

849 

185 

3,010 

770 

613 

1,305 

524 

1,029 

1,341 

2,551 

375 

175 

675 

8 

13 

482 

▲ 20.7

▲ 19.9

▲ 26.5

▲ 27.2

▲ 15.1

▲ 31.3

▲ 20.1

▲ 16.1

▲ 15.0

▲ 22.5

▲ 14.6

▲ 15.0

▲ 20.0

▲ 23.6

▲ 16.6

▲ 19.0

▲ 16.9

▲ 33.6

▲ 19.7

12.5

▲ 4.5

▲ 19.5

312 

137 

225 

662 

436 

2,580 

452 

350 

879 

895 

693 

607 

1,118 

221 

631 

802 

378 

759 

48,256

338 

617 

174 

156 

98 

95 

342 

254 

1,753 

268 

156 

508 

445 

416 

460 

901 

121 

419 

554 

201 

439 

30,018

198 

229 

148 

▲ 7.4

▲ 36.6

▲ 23.5

▲ 15.2

▲ 12.6

▲ 15.4

▲ 19.0

▲ 22.6

▲ 0.9

▲ 1.9

▲ 16.3

▲ 10.5

▲ 12.8

▲ 17.2

▲ 19.8

▲ 21.2

▲ 22.2

▲ 4.8

▲ 18.6

▲ 11.1

▲ 5.8

▲ 21.6

183 

454 

269 

453 

1,097 

948 

255 

204 

109 

106 

71 

259 

92 

793 

540 

829 

673 

550 

1,012 

293 

10,319

58,575

156 

325 

195 

298 

787 

642 

202 

124 

67 

72 

52 

167 

53 

605 

342 

472 

407 

365 

634 

185 

6,725

36,743

1.1

▲ 24.2

▲ 24.0

▲ 7.6

▲ 20.0

▲ 16.5

▲ 9.9

2.0

▲ 3.5

▲ 21.5

▲ 26.0

▲ 27.0

▲ 7.1

▲ 13.5

▲ 18.9

▲ 26.2

▲ 20.0

▲ 10.6

▲ 16.3

▲ 36.9

▲ 17.5

▲ 18.4

農家数および農業就業人口（販売農家）

資料：農林水産省「農林業センサス」
（注1）販売農家とは経営耕地面積が30ａ以上または調査期日前１年間における農産物販売金額が50万円以上の農家をいう
（注2）増減率は前回調査（平成22年）比
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ズ ー ムアップ

株式会社スギヤマは、ごぼうを主力とする青果の
加工販売を行う。取扱品目は洗いごぼう・泥ごぼう、
長いも、にんにく等のパッケージ野菜や、きんぴらご
ぼう用のごぼう・にんじんの千切りセット、野菜炒め用
のカット野菜セット、スチーム加工した野菜類等と幅
広い。
主要顧客は首都圏全域のスーパーマーケット。そ

のほか、カット野菜メーカーや漬物メーカーへの原料
供給、惣菜メーカー・外食産業への加工野菜の供給
等も行っている。
「加工製品だけでなく、惣菜メーカーさんに納めた
野菜も最終的にスーパーマーケットで販売されるこ
とを考えると、当社製品の約9割はスーパーの店頭
に並ぶと言えます。1年365日納品がありますから、
生産も止めずに行っています」（杦山国弘社長）
「健康・便利・安心」を合言葉に仕入れから野菜の
加工（皮むき・あく抜き・カット）、梱包、出荷に至るま
で、自社工場にて一貫した生産ラインを構築する同
社。また、原料となる野菜は、厳選された素材を国内
各地の市場や農業法人、契約農家そして輸入と、さ
まざまなルートから仕入れ、安定供給を図っている。

ら、かつ信頼を積み上げていくには、顧客のニーズに
応じた設備投資を臆せず行うことが大事で、それが
自社の強みでもあると杦山社長は語る。
「現状を維持するだけでは成長は徐々に縮小してい
きます。お客さま自身も新しい設備を導入されている
のですから、当社もそれに対応しなければならない」
一方営業面においては、埼玉りそな銀行が主催す

る「農と食の展示・商談会」に平成21年の初回から
出展を続けており、新たな顧客の開拓に成功している。
「農と食だけにフォーカスしていることと、埼玉りそな
銀行さんとの連携があるのでバイヤーさんの来場が
多いのがいいですね。効果的な商談につながります」
展示会がきっかけで大手企業にアプローチできた

こともあり、今後も販路拡大において展示会の出展
は欠かせないのだという。

現在、さらなる営業力・経営力の強化を図るため、
コンサルタントのアドバイスをもらいながら、新たな戦
略を構築している。
「惣菜事業をさらに広げるために、今現在、何社か
アプローチをかけています。そういったターゲットへ
の提案が花開けば、今後は大きな売り上げにつなが
ると思います」
過去から現在まで、継続していた取引が中止に

なったことはないと語る杦山社長。その要因は、同社
の設備投資に対する積極的な姿勢と、平時のみなら
ず緊急時やトラブル時の対応の良さと速さにあると
いう。今後はさらに営業力を高めながら、顧客とのつ
ながりをより強固なものにしていく考えだ。
ニーズに応じたプライベートブランドの製造、加工
や大量出荷の依頼、契約産地単位での土壌分析や
栄養分析等、あらゆる要望に応えられる体制を整え
ている同社。今後も目まぐるしく変化を続ける食の状
況やトレンドをにらみながら設備投資を行い、成長を
続けていくことだろう。

も跳ね上がった。しかし、それが同社の一つの転機と
なる。同業の食品加工業者が、次 と々ごぼうの取り扱
いを止めていくなか、同社は人手をフル稼働させ、他
社が断ったニーズを一手に引き受けたのだ。
「キャベツやレタスは皮をむかなくても加工できま
すが、ごぼうは皮をむきアクを抜いてから処理します。
ですから、倍の手間とコストがかかるのです。他社が
断ったカットを当社がほとんど引き受けました」
やがて、価格が通常に戻り、ごぼうサラダ人気も定
着。コンビニエンスストアでのサラダ販売が拡充し始
めた平成7（1995）年、カット野菜事業拡大のために
工場を新設する。

「学生時代ラグビーをやっていたので、卒業後はラ
グビーチームのある企業に就職しました。当時は『家
業を継いでスーパーに営業しろ』と言われましたが、
反骨心があったんでしょうね。当社とはまったく畑違
いの会社で営業をしていました。あわよくば継がない
ですむかなという気持ちもありましたが（笑）」
平成2年、株式会社スギヤマを設立。その翌年、大

手企業の勤務を経て現社長の国弘氏が同社に入社。
当時の従業員数は十数名ほどだったため、国弘氏は
受注、配達、工場での加工など一通りの現場業務を
経験した。
その後、物流機能の強化を図るため自ら青森に2
年滞在し、平成15年、青森県三沢市に「おいらせ事
業部」を開設する。関東近郊の農家がごぼうの生産
を縮小していくなか、安定した仕入れを確保するため
生産量トップの青森に産地事業部を置くことを決断
したのだ。現在では年間6,000tのごぼうを仕入れて
いる。
「青森はごぼうの産地のトップブランドです。さらに、
農業指導が行き渡っていたこともあって、地元の生
産者の意識が高く品質も日本一いいところでした。そ
れで、その原料を仕入れたいと思い、現地に行って

仕入れから加工・出荷まで自社で一貫した生産ラインを構築し
パッケージ野菜やカット野菜の青果加工を追求
半世紀にわたりごぼうを主軸に青果加工を手掛けてきたスギヤマ。工場の建設や機器の導入など、果敢に設備投資
を行い成長を続けてきた。食の多様化が進み人々の嗜好やトレンドが目まぐるしく変わるなか、同社は今後も時代の
流れと顧客のニーズに素早く対応し、豊かな食生活に貢献していく。

株式会社スギヤマ

種苗業からスタートして青果加工へ

事業部を立ち上げたのです」
そしてその5年後の平成20年、青森県八戸市に

「八戸低温冷蔵センター」を開設する。杦山社長に
よれば、野菜で重要なのは“温度管理”なのだという。
庫内の温度や湿度をしっかりと管理できれば、ごぼう
の場合、半年はおいしい状態を保てるらしい。
現在、青森県の両施設ではごぼうやにんにく、長

いも等の野菜を鮮度が保てる冷温で保管している。
そして、受注に応じてサイズ選別や下処理等を行っ
たあと、本社工場に冷蔵トラックで配送。本社工場で
は加工作業を行い、スーパーマーケットや惣菜メー

カー等に同じく冷蔵トラックで出荷と、川上から川下
まで温度管理の行き届いたコールドチェーンをつな
ぐことで、鮮度の良い野菜の提供を可能にしている。

　

平成22年、㈱TML、早稲田大学、埼玉県の産学
官連携で生まれた「ソフトスチーム加工技術」を用い
て、同社は新事業部をスタートさせる。
ソフトスチーム加工技術とは、低温スチームを利用

して野菜を加工（蒸して真空パック）するもの。加工
後も野菜の栄養がしっかり残るという利点を持つ、こ
れまでにない食品加工技術だ。
同社は埼玉県の「農商工連携支援制度」を活用し

て、川越産さつまいもをソフトスチームで蒸して練り
込んだ「川越蔵プリン」を菓子製造企業、パティシエ
との協働で開発。川越蔵プリンは素材の甘さを生か
したおいしさが人気となり、ヒット商品に育った。
現在はこの技術を用いて、温野菜サラダや煮物向

け野菜製品、蒸した野菜をつぶしたマッシュベジ製
品等を手掛けている。

「野菜に味はついていないので、サラダやスープ
等、お好みの調理ができると思います」
多様化していく食文化の未来を見つめ、製品開発

を続ける同社。現在は幻とも言われている「入間ご
ぼう」を復活させるべく、地元の生産者とともに商品
提案に力を注いでいる。

安全・安心・安定した食品加工体制を維持しなが

●代 表 者 代表取締役　杦山 国弘
●創　　業 昭和21年4月
●設　　立 平成2年5月
●資 本 金 8,000万円
●従業員数 125名
●事業内容 青果加工業（主にごぼうやにんじんのカット品、パッケージ）、カット野菜、野菜原料販売、卸他
●所 在 地 〒350-1221　埼玉県日高市下大谷沢2-3
 TEL 042-984-0023　FAX 042-984-0022
●U R L http://www.gobou.co.jp/

代表取締役　杦山 国弘氏

同社は昭和21（1946）年に現社長の祖父・杦山
國雄氏が、農業経営者に野菜の種を販売する事業
としてスタートした。そして昭和33年「杦山商店」の
名で、自社の種を用いてごぼうの生産を委託し、そ
れを市場に販売する青果部門へと事業を移行する。
その後、多摩青果、荏原青果、川崎協同青果、中
央青果との取引を開始。当時は売り手市場で、市場
にモノを並べるとすべてが売れた時代だったという。
「父（2代目社長・杦山佳雄氏）は、『当時は生産地
さえ押さえれば売る苦労はなかった。その生産地をど
う確保するかが大変な時代だった』と言っていました」
やがて青果販売の主流は、個人の青果店から

スーパーマーケットへと移り変わる。同社はその流れ
を読んで、泥を洗い落としたごぼうを市場で販売す
るなど、消費者の利便性を追求した加工野菜を提供。
青果の売り上げを着実に伸ばしていった。
1980年代後半、世の中の健康志向ブームで食物
繊維が注目され“ごぼうサラダ”が爆発的にヒットす
ると、ごぼうが大暴騰。仕入れ価格が通常の数倍に

埼玉大学先端産業
国際ラボラトリー 所長　
（大学院理工学研究科 教授）
綿貫 啓一氏

新たな産学官金連携による
研究開発協働・事業化・人材育成
―埼玉大学先端産業国際ラボラトリーから
　イノベーションを発信―

埼玉大学先端産業国際ラボラトリーは、産学官
金連携による研究・開発協働、製品化・事業化等を
見据え、大学と産業界・地域社会とのインターフェ
イスとして、共創型ワークショップや先端産業イン
キュベーションを通じてイノベーションを実現するた
め、2016年4月に設置されました。
共創型ワークショップ・スペースでは、産学官金

共創ネットワークを形成し、異業種・異分野間、産
学官のセクター間、技術や学術の領域間などの既
存の壁を越えて、文理融合によるシナジーが発揮
される人的ネットワークや研究・開発の場を提供し
ます。また、先端産業インキュベーション・スペース
では、地域特性を活かした知を活用し、グローバル
な視点で長期的視野を持った基礎研究から社会
の要請に応える応用研究までの創造性豊かな研
究開発を行うとともに、産学官金連携により試作・
実用実証を通じて新事業・先端産業をイノベーショ
ン創出し、その成果を広く社会に還元することによ
り、研究開発を通じた産業人材育成で地域社会の
発展に貢献します。
現在、先端産業分野別に「ヘルスケア・イノベー

ション研究ユニット」および「メディカル・イノベー
ション研究ユニット」の2つの研究ユニットを設置し
ています。ヘルスケア・イノベーション研究ユニット
では、遠隔医療やヘルスケア支援のためのIoT
(Internet of Things:モノのインターネット化)技
術、AI(Artificial Intelligence:人工知能)技術、
非侵襲生体情報計測、人に優しい機器設計のため
のヒューマンインターフェイス技術、ブレイン・マシ
ン・インターフェイス技術などについて研究開発を
行い、先進ヘルスケア分野の高度化に貢献します。
また、メディカル・イノベーション研究ユニットでは、
次世代抗体スクリーニング技術、蛍光発光技術、

多価化合物によるクラスタ―化技術等を用いて感
染症やがん他分野において、高感度、迅速および
簡便な診断薬や検出キットの開発を行い、メディカ
ル・イノベーションに貢献します。これらの研究ユ
ニットでは、医療・医薬・健康・介護関連の産学官の
それぞれの研究者・技術者・経営者・学生らが、既
存の組織の壁を越えて結集し、共創の場で先端産
業の推進を行っております。
2016年6月17日に第1回ヘルスケア・イノベー

ション・ワークショップを開催し、本格的に活動を開
始しました。ワークショップには、産業界、自治体、そ
して大学の関係者など多数の方々にご参加頂き、
積極的な議論や交流が深められ、ワークショップ後
にも継続して新たな研究開発や事業化を検討して
おります。今後も健康管理やQOL(Quality of 
Life:生活の質)を向上させるためのヘルスケア機
器関連技術、AIやIoTなどのヘルスケア関連技術、
マーケティングやサービス戦略、グローバル展開に
ついて議論します。先端産業インキュベーション・ス
ペースについても整備を進めており、既に多くの企
業の方が活用を開始し、ヘルスケア機器関連の研
究開発・製品化・事業化を目指しております。
先端ラボでは、企業と大学の研究室が1対1で

共同研究するだけではなく、大学が核になり強みが
異なる複数の企業をコーディネートし、先端産業イ
ンキュベーション・スペースにて異業種連携や新分
野展開支援を行いながら、新たな製品の企画、研
究開発、製品化・事業化を一貫して取組み、共創の
場における実践的な人材育成や新たな事業化を目
指しており、ここからイノベーションを起こし、地域
貢献をしたいと考えております。
先端産業国際ラボラトリーホームページ：
http://www.saitama-u.ac.jp/aiit/
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株式会社スギヤマは、ごぼうを主力とする青果の
加工販売を行う。取扱品目は洗いごぼう・泥ごぼう、
長いも、にんにく等のパッケージ野菜や、きんぴらご
ぼう用のごぼう・にんじんの千切りセット、野菜炒め用
のカット野菜セット、スチーム加工した野菜類等と幅
広い。
主要顧客は首都圏全域のスーパーマーケット。そ

のほか、カット野菜メーカーや漬物メーカーへの原料
供給、惣菜メーカー・外食産業への加工野菜の供給
等も行っている。
「加工製品だけでなく、惣菜メーカーさんに納めた
野菜も最終的にスーパーマーケットで販売されるこ
とを考えると、当社製品の約9割はスーパーの店頭
に並ぶと言えます。1年365日納品がありますから、
生産も止めずに行っています」（杦山国弘社長）
「健康・便利・安心」を合言葉に仕入れから野菜の
加工（皮むき・あく抜き・カット）、梱包、出荷に至るま
で、自社工場にて一貫した生産ラインを構築する同
社。また、原料となる野菜は、厳選された素材を国内
各地の市場や農業法人、契約農家そして輸入と、さ
まざまなルートから仕入れ、安定供給を図っている。

ら、かつ信頼を積み上げていくには、顧客のニーズに
応じた設備投資を臆せず行うことが大事で、それが
自社の強みでもあると杦山社長は語る。
「現状を維持するだけでは成長は徐々に縮小してい
きます。お客さま自身も新しい設備を導入されている
のですから、当社もそれに対応しなければならない」
一方営業面においては、埼玉りそな銀行が主催す

る「農と食の展示・商談会」に平成21年の初回から
出展を続けており、新たな顧客の開拓に成功している。
「農と食だけにフォーカスしていることと、埼玉りそな
銀行さんとの連携があるのでバイヤーさんの来場が
多いのがいいですね。効果的な商談につながります」
展示会がきっかけで大手企業にアプローチできた

こともあり、今後も販路拡大において展示会の出展
は欠かせないのだという。

現在、さらなる営業力・経営力の強化を図るため、
コンサルタントのアドバイスをもらいながら、新たな戦
略を構築している。
「惣菜事業をさらに広げるために、今現在、何社か
アプローチをかけています。そういったターゲットへ
の提案が花開けば、今後は大きな売り上げにつなが
ると思います」
過去から現在まで、継続していた取引が中止に

なったことはないと語る杦山社長。その要因は、同社
の設備投資に対する積極的な姿勢と、平時のみなら
ず緊急時やトラブル時の対応の良さと速さにあると
いう。今後はさらに営業力を高めながら、顧客とのつ
ながりをより強固なものにしていく考えだ。
ニーズに応じたプライベートブランドの製造、加工
や大量出荷の依頼、契約産地単位での土壌分析や
栄養分析等、あらゆる要望に応えられる体制を整え
ている同社。今後も目まぐるしく変化を続ける食の状
況やトレンドをにらみながら設備投資を行い、成長を
続けていくことだろう。

も跳ね上がった。しかし、それが同社の一つの転機と
なる。同業の食品加工業者が、次 と々ごぼうの取り扱
いを止めていくなか、同社は人手をフル稼働させ、他
社が断ったニーズを一手に引き受けたのだ。
「キャベツやレタスは皮をむかなくても加工できま
すが、ごぼうは皮をむきアクを抜いてから処理します。
ですから、倍の手間とコストがかかるのです。他社が
断ったカットを当社がほとんど引き受けました」
やがて、価格が通常に戻り、ごぼうサラダ人気も定
着。コンビニエンスストアでのサラダ販売が拡充し始
めた平成7（1995）年、カット野菜事業拡大のために
工場を新設する。

「学生時代ラグビーをやっていたので、卒業後はラ
グビーチームのある企業に就職しました。当時は『家
業を継いでスーパーに営業しろ』と言われましたが、
反骨心があったんでしょうね。当社とはまったく畑違
いの会社で営業をしていました。あわよくば継がない
ですむかなという気持ちもありましたが（笑）」
平成2年、株式会社スギヤマを設立。その翌年、大

手企業の勤務を経て現社長の国弘氏が同社に入社。
当時の従業員数は十数名ほどだったため、国弘氏は
受注、配達、工場での加工など一通りの現場業務を
経験した。
その後、物流機能の強化を図るため自ら青森に2
年滞在し、平成15年、青森県三沢市に「おいらせ事
業部」を開設する。関東近郊の農家がごぼうの生産
を縮小していくなか、安定した仕入れを確保するため
生産量トップの青森に産地事業部を置くことを決断
したのだ。現在では年間6,000tのごぼうを仕入れて
いる。
「青森はごぼうの産地のトップブランドです。さらに、
農業指導が行き渡っていたこともあって、地元の生
産者の意識が高く品質も日本一いいところでした。そ
れで、その原料を仕入れたいと思い、現地に行って

仕入れから加工・出荷まで自社で一貫した生産ラインを構築し
パッケージ野菜やカット野菜の青果加工を追求
半世紀にわたりごぼうを主軸に青果加工を手掛けてきたスギヤマ。工場の建設や機器の導入など、果敢に設備投資
を行い成長を続けてきた。食の多様化が進み人々の嗜好やトレンドが目まぐるしく変わるなか、同社は今後も時代の
流れと顧客のニーズに素早く対応し、豊かな食生活に貢献していく。

株式会社スギヤマ

種苗業からスタートして青果加工へ

事業部を立ち上げたのです」
そしてその5年後の平成20年、青森県八戸市に

「八戸低温冷蔵センター」を開設する。杦山社長に
よれば、野菜で重要なのは“温度管理”なのだという。
庫内の温度や湿度をしっかりと管理できれば、ごぼう
の場合、半年はおいしい状態を保てるらしい。
現在、青森県の両施設ではごぼうやにんにく、長

いも等の野菜を鮮度が保てる冷温で保管している。
そして、受注に応じてサイズ選別や下処理等を行っ
たあと、本社工場に冷蔵トラックで配送。本社工場で
は加工作業を行い、スーパーマーケットや惣菜メー

カー等に同じく冷蔵トラックで出荷と、川上から川下
まで温度管理の行き届いたコールドチェーンをつな
ぐことで、鮮度の良い野菜の提供を可能にしている。

　

平成22年、㈱TML、早稲田大学、埼玉県の産学
官連携で生まれた「ソフトスチーム加工技術」を用い
て、同社は新事業部をスタートさせる。
ソフトスチーム加工技術とは、低温スチームを利用

して野菜を加工（蒸して真空パック）するもの。加工
後も野菜の栄養がしっかり残るという利点を持つ、こ
れまでにない食品加工技術だ。
同社は埼玉県の「農商工連携支援制度」を活用し

て、川越産さつまいもをソフトスチームで蒸して練り
込んだ「川越蔵プリン」を菓子製造企業、パティシエ
との協働で開発。川越蔵プリンは素材の甘さを生か
したおいしさが人気となり、ヒット商品に育った。
現在はこの技術を用いて、温野菜サラダや煮物向

け野菜製品、蒸した野菜をつぶしたマッシュベジ製
品等を手掛けている。

「野菜に味はついていないので、サラダやスープ
等、お好みの調理ができると思います」
多様化していく食文化の未来を見つめ、製品開発

を続ける同社。現在は幻とも言われている「入間ご
ぼう」を復活させるべく、地元の生産者とともに商品
提案に力を注いでいる。

安全・安心・安定した食品加工体制を維持しなが

●代 表 者 代表取締役　杦山 国弘
●創　　業 昭和21年4月
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●資 本 金 8,000万円
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●所 在 地 〒350-1221　埼玉県日高市下大谷沢2-3
 TEL 042-984-0023　FAX 042-984-0022
●U R L http://www.gobou.co.jp/

代表取締役　杦山 国弘氏

同社は昭和21（1946）年に現社長の祖父・杦山
國雄氏が、農業経営者に野菜の種を販売する事業
としてスタートした。そして昭和33年「杦山商店」の
名で、自社の種を用いてごぼうの生産を委託し、そ
れを市場に販売する青果部門へと事業を移行する。
その後、多摩青果、荏原青果、川崎協同青果、中
央青果との取引を開始。当時は売り手市場で、市場
にモノを並べるとすべてが売れた時代だったという。
「父（2代目社長・杦山佳雄氏）は、『当時は生産地
さえ押さえれば売る苦労はなかった。その生産地をど
う確保するかが大変な時代だった』と言っていました」
やがて青果販売の主流は、個人の青果店から

スーパーマーケットへと移り変わる。同社はその流れ
を読んで、泥を洗い落としたごぼうを市場で販売す
るなど、消費者の利便性を追求した加工野菜を提供。
青果の売り上げを着実に伸ばしていった。
1980年代後半、世の中の健康志向ブームで食物
繊維が注目され“ごぼうサラダ”が爆発的にヒットす
ると、ごぼうが大暴騰。仕入れ価格が通常の数倍に

埼玉大学先端産業
国際ラボラトリー 所長　
（大学院理工学研究科 教授）
綿貫 啓一氏

新たな産学官金連携による
研究開発協働・事業化・人材育成
―埼玉大学先端産業国際ラボラトリーから
　イノベーションを発信―

埼玉大学先端産業国際ラボラトリーは、産学官
金連携による研究・開発協働、製品化・事業化等を
見据え、大学と産業界・地域社会とのインターフェ
イスとして、共創型ワークショップや先端産業イン
キュベーションを通じてイノベーションを実現するた
め、2016年4月に設置されました。
共創型ワークショップ・スペースでは、産学官金

共創ネットワークを形成し、異業種・異分野間、産
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存の壁を越えて、文理融合によるシナジーが発揮
される人的ネットワークや研究・開発の場を提供し
ます。また、先端産業インキュベーション・スペース
では、地域特性を活かした知を活用し、グローバル
な視点で長期的視野を持った基礎研究から社会
の要請に応える応用研究までの創造性豊かな研
究開発を行うとともに、産学官金連携により試作・
実用実証を通じて新事業・先端産業をイノベーショ
ン創出し、その成果を広く社会に還元することによ
り、研究開発を通じた産業人材育成で地域社会の
発展に貢献します。
現在、先端産業分野別に「ヘルスケア・イノベー

ション研究ユニット」および「メディカル・イノベー
ション研究ユニット」の2つの研究ユニットを設置し
ています。ヘルスケア・イノベーション研究ユニット
では、遠隔医療やヘルスケア支援のためのIoT
(Internet of Things:モノのインターネット化)技
術、AI(Artificial Intelligence:人工知能)技術、
非侵襲生体情報計測、人に優しい機器設計のため
のヒューマンインターフェイス技術、ブレイン・マシ
ン・インターフェイス技術などについて研究開発を
行い、先進ヘルスケア分野の高度化に貢献します。
また、メディカル・イノベーション研究ユニットでは、
次世代抗体スクリーニング技術、蛍光発光技術、

多価化合物によるクラスタ―化技術等を用いて感
染症やがん他分野において、高感度、迅速および
簡便な診断薬や検出キットの開発を行い、メディカ
ル・イノベーションに貢献します。これらの研究ユ
ニットでは、医療・医薬・健康・介護関連の産学官の
それぞれの研究者・技術者・経営者・学生らが、既
存の組織の壁を越えて結集し、共創の場で先端産
業の推進を行っております。
2016年6月17日に第1回ヘルスケア・イノベー

ション・ワークショップを開催し、本格的に活動を開
始しました。ワークショップには、産業界、自治体、そ
して大学の関係者など多数の方々にご参加頂き、
積極的な議論や交流が深められ、ワークショップ後
にも継続して新たな研究開発や事業化を検討して
おります。今後も健康管理やQOL(Quality of 
Life:生活の質)を向上させるためのヘルスケア機
器関連技術、AIやIoTなどのヘルスケア関連技術、
マーケティングやサービス戦略、グローバル展開に
ついて議論します。先端産業インキュベーション・ス
ペースについても整備を進めており、既に多くの企
業の方が活用を開始し、ヘルスケア機器関連の研
究開発・製品化・事業化を目指しております。
先端ラボでは、企業と大学の研究室が1対1で

共同研究するだけではなく、大学が核になり強みが
異なる複数の企業をコーディネートし、先端産業イ
ンキュベーション・スペースにて異業種連携や新分
野展開支援を行いながら、新たな製品の企画、研
究開発、製品化・事業化を一貫して取組み、共創の
場における実践的な人材育成や新たな事業化を目
指しており、ここからイノベーションを起こし、地域
貢献をしたいと考えております。
先端産業国際ラボラトリーホームページ：
http://www.saitama-u.ac.jp/aiit/
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株式会社スギヤマは、ごぼうを主力とする青果の
加工販売を行う。取扱品目は洗いごぼう・泥ごぼう、
長いも、にんにく等のパッケージ野菜や、きんぴらご
ぼう用のごぼう・にんじんの千切りセット、野菜炒め用
のカット野菜セット、スチーム加工した野菜類等と幅
広い。
主要顧客は首都圏全域のスーパーマーケット。そ

のほか、カット野菜メーカーや漬物メーカーへの原料
供給、惣菜メーカー・外食産業への加工野菜の供給
等も行っている。
「加工製品だけでなく、惣菜メーカーさんに納めた
野菜も最終的にスーパーマーケットで販売されるこ
とを考えると、当社製品の約9割はスーパーの店頭
に並ぶと言えます。1年365日納品がありますから、
生産も止めずに行っています」（杦山国弘社長）
「健康・便利・安心」を合言葉に仕入れから野菜の
加工（皮むき・あく抜き・カット）、梱包、出荷に至るま
で、自社工場にて一貫した生産ラインを構築する同
社。また、原料となる野菜は、厳選された素材を国内
各地の市場や農業法人、契約農家そして輸入と、さ
まざまなルートから仕入れ、安定供給を図っている。

ら、かつ信頼を積み上げていくには、顧客のニーズに
応じた設備投資を臆せず行うことが大事で、それが
自社の強みでもあると杦山社長は語る。
「現状を維持するだけでは成長は徐々に縮小してい
きます。お客さま自身も新しい設備を導入されている
のですから、当社もそれに対応しなければならない」
一方営業面においては、埼玉りそな銀行が主催す

る「農と食の展示・商談会」に平成21年の初回から
出展を続けており、新たな顧客の開拓に成功している。
「農と食だけにフォーカスしていることと、埼玉りそな
銀行さんとの連携があるのでバイヤーさんの来場が
多いのがいいですね。効果的な商談につながります」
展示会がきっかけで大手企業にアプローチできた

こともあり、今後も販路拡大において展示会の出展
は欠かせないのだという。

現在、さらなる営業力・経営力の強化を図るため、
コンサルタントのアドバイスをもらいながら、新たな戦
略を構築している。
「惣菜事業をさらに広げるために、今現在、何社か
アプローチをかけています。そういったターゲットへ
の提案が花開けば、今後は大きな売り上げにつなが
ると思います」
過去から現在まで、継続していた取引が中止に

なったことはないと語る杦山社長。その要因は、同社
の設備投資に対する積極的な姿勢と、平時のみなら
ず緊急時やトラブル時の対応の良さと速さにあると
いう。今後はさらに営業力を高めながら、顧客とのつ
ながりをより強固なものにしていく考えだ。
ニーズに応じたプライベートブランドの製造、加工
や大量出荷の依頼、契約産地単位での土壌分析や
栄養分析等、あらゆる要望に応えられる体制を整え
ている同社。今後も目まぐるしく変化を続ける食の状
況やトレンドをにらみながら設備投資を行い、成長を
続けていくことだろう。

カット野菜製品と「川越蔵プリンさつまいも」、「越谷いちごプリン」

ごぼう製品

も跳ね上がった。しかし、それが同社の一つの転機と
なる。同業の食品加工業者が、次 と々ごぼうの取り扱
いを止めていくなか、同社は人手をフル稼働させ、他
社が断ったニーズを一手に引き受けたのだ。
「キャベツやレタスは皮をむかなくても加工できま
すが、ごぼうは皮をむきアクを抜いてから処理します。
ですから、倍の手間とコストがかかるのです。他社が
断ったカットを当社がほとんど引き受けました」
やがて、価格が通常に戻り、ごぼうサラダ人気も定
着。コンビニエンスストアでのサラダ販売が拡充し始
めた平成7（1995）年、カット野菜事業拡大のために
工場を新設する。

「学生時代ラグビーをやっていたので、卒業後はラ
グビーチームのある企業に就職しました。当時は『家
業を継いでスーパーに営業しろ』と言われましたが、
反骨心があったんでしょうね。当社とはまったく畑違
いの会社で営業をしていました。あわよくば継がない
ですむかなという気持ちもありましたが（笑）」
平成2年、株式会社スギヤマを設立。その翌年、大
手企業の勤務を経て現社長の国弘氏が同社に入社。
当時の従業員数は十数名ほどだったため、国弘氏は
受注、配達、工場での加工など一通りの現場業務を
経験した。
その後、物流機能の強化を図るため自ら青森に2
年滞在し、平成15年、青森県三沢市に「おいらせ事
業部」を開設する。関東近郊の農家がごぼうの生産
を縮小していくなか、安定した仕入れを確保するため
生産量トップの青森に産地事業部を置くことを決断
したのだ。現在では年間6,000tのごぼうを仕入れて
いる。
「青森はごぼうの産地のトップブランドです。さらに、
農業指導が行き渡っていたこともあって、地元の生
産者の意識が高く品質も日本一いいところでした。そ
れで、その原料を仕入れたいと思い、現地に行って

ごぼうの産地青森に事業所を開設

新技術の導入で人気製品を開発

事業拡大に向けて種をまく

販路拡大の鍵は「農と食の展示・商談会」

株式会社スギヤマZOOM UP

事業部を立ち上げたのです」
そしてその5年後の平成20年、青森県八戸市に

「八戸低温冷蔵センター」を開設する。杦山社長に
よれば、野菜で重要なのは“温度管理”なのだという。
庫内の温度や湿度をしっかりと管理できれば、ごぼう
の場合、半年はおいしい状態を保てるらしい。
現在、青森県の両施設ではごぼうやにんにく、長

いも等の野菜を鮮度が保てる冷温で保管している。
そして、受注に応じてサイズ選別や下処理等を行っ
たあと、本社工場に冷蔵トラックで配送。本社工場で
は加工作業を行い、スーパーマーケットや惣菜メー

カー等に同じく冷蔵トラックで出荷と、川上から川下
まで温度管理の行き届いたコールドチェーンをつな
ぐことで、鮮度の良い野菜の提供を可能にしている。

　

平成22年、㈱TML、早稲田大学、埼玉県の産学
官連携で生まれた「ソフトスチーム加工技術」を用い
て、同社は新事業部をスタートさせる。
ソフトスチーム加工技術とは、低温スチームを利用

して野菜を加工（蒸して真空パック）するもの。加工
後も野菜の栄養がしっかり残るという利点を持つ、こ
れまでにない食品加工技術だ。
同社は埼玉県の「農商工連携支援制度」を活用し

て、川越産さつまいもをソフトスチームで蒸して練り
込んだ「川越蔵プリン」を菓子製造企業、パティシエ
との協働で開発。川越蔵プリンは素材の甘さを生か
したおいしさが人気となり、ヒット商品に育った。
現在はこの技術を用いて、温野菜サラダや煮物向

け野菜製品、蒸した野菜をつぶしたマッシュベジ製
品等を手掛けている。

「野菜に味はついていないので、サラダやスープ
等、お好みの調理ができると思います」
多様化していく食文化の未来を見つめ、製品開発

を続ける同社。現在は幻とも言われている「入間ご
ぼう」を復活させるべく、地元の生産者とともに商品
提案に力を注いでいる。

安全・安心・安定した食品加工体制を維持しなが

本社工場

工場内部の様子

同社は昭和21（1946）年に現社長の祖父・杦山
國雄氏が、農業経営者に野菜の種を販売する事業
としてスタートした。そして昭和33年「杦山商店」の
名で、自社の種を用いてごぼうの生産を委託し、そ
れを市場に販売する青果部門へと事業を移行する。
その後、多摩青果、荏原青果、川崎協同青果、中
央青果との取引を開始。当時は売り手市場で、市場
にモノを並べるとすべてが売れた時代だったという。
「父（2代目社長・杦山佳雄氏）は、『当時は生産地
さえ押さえれば売る苦労はなかった。その生産地をど
う確保するかが大変な時代だった』と言っていました」
やがて青果販売の主流は、個人の青果店から

スーパーマーケットへと移り変わる。同社はその流れ
を読んで、泥を洗い落としたごぼうを市場で販売す
るなど、消費者の利便性を追求した加工野菜を提供。
青果の売り上げを着実に伸ばしていった。
1980年代後半、世の中の健康志向ブームで食物
繊維が注目され“ごぼうサラダ”が爆発的にヒットす
ると、ごぼうが大暴騰。仕入れ価格が通常の数倍に
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にモノを並べるとすべてが売れた時代だったという。
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う確保するかが大変な時代だった』と言っていました」
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地域研究レポート

強い産業をさらに強くするにも、市場の制約や特定
産業への過度な依存が懸念される。他方、弱い産
業のどこを強化すべきかを産業連関表から導き出
そうとしても、地域レベルのシミュレーションにはデー
タの制約がある。ここでは、具体的なイメージとして、
北海道帯広・十勝地方の事例をとりあげる。
帯広・十勝の産業は、生産額で見ると農業や畜産

などの第一次産業とそれに関連する酪農品や食料
品が基幹産業である。小麦の自給率が極めて高いに
もかかわらず、域内での製粉加工は行われず、十勝
産小麦の95％が移出されていたが、2011年に製粉
工場を建設し、小麦の産地で小麦粉の加工まで行う
ことで、10数人の新規雇用と小麦原価に対して約
110倍の付加価値を生み出した。さらに餃子の皮や
ピザ、サラダ麺、パスタ、スイーツなどへと地元産小
麦粉の活用幅を広げ、他の地元産品ともアレンジさ
れて小売・飲食業や宿泊業で提供されている。一次
産品の加工販売による産業連関の創造から、「食」
と「観光」による産業連関へと展開した事例である。
この事例では、製粉工程は域外に頼っていた機
能を代替することで付加価値を獲得し、生産した小
麦粉による商品開発、販路の拡大といった川下戦
略で地域内の産業連関を強化している。日常生活
に欠くことのできない食料品の分野は、地域性や新
鮮さ、安全性だけでも高い価値がある。農林漁業、
食料品製造業だけでなく、小売、飲食、宿泊等、小
規模な事業体を含む広い分野に関連し、工業製品
のように域外から大量の資金を獲得するには向か
ないものの、地域に自立的な経済循環を形成する
期待が持たれる。

地域に求められる
「好循環」創造の視点 主席研究員

宮澤 謙介

地方創生の深化 ～一億総活躍社会の実現へ向けて～

はじめに
本年度の当財団の地域研究レポートは「地方創

生の深化～一億総活躍社会の実現へ向けて～」を
統一テーマに、2014年度にスタートした地方創生と、
その後に安倍内閣が提唱した一億総活躍に向けて
の取り組みを取り上げていく。
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2015年12月
27日）では、「Ⅱ．政策の企画・実行に当たっての基
本方針」のなかで、「１．従来の政策の検証」として、
①府省庁・制度ごとの「縦割り」構造、②地域特性
を考慮しない「全国一律」の手法、③効果検証を伴
わない「バラマキ」、④地域に浸透しない「表面的」
な施策、⑤「短期的」な成果を求める施策、の５項目
がわずか１ページのなかに列挙されている。しかし
ながら、中央官庁の視点ということもあってか、これ
では東京への一極集中と地方経済の衰退の根本
的な原因が見えてこない。人口減少という時代の転
換点に立った今、総括が必要なように思われる。

地域内資金循環の視点：地域経済の活性化は、そ
の地域の隅々まで資金が多く循環することで、その
資金が地域から外に漏れ出す前に何回地域内で使
われるかという視点からみることもできる。
簡単な数値例を下図に示すと、当初投資額を
100とし、地域内にとどまる資金の量が80％（ケー
ス１）とすれば、１回目の循環で80、２回目の循環で
64、３回目の循環で51が地域内に還流し、３回の循
環までの合計は295になる。他方、半分の40％
（ケース２）であれば、100の投資が１回目の循環で
40、２回目の循環で16、３回目の循環で６が地域内
に還流し、３回の循環までの合計は162にとどまる。
その差は133で当初の投資額を上回る。

経済活動を事業と消費に二分すると、事業活動
から得られる収益の何割を地域内で支出したり再
投資するか、事業活動を通して従業員に支払われ
た給与の何割が地域で消費されるかによって、地域
に循環する資金の量が変動する。自由な消費行動
を前提として、地域内の資金循環を高めるためには
どうしたらよいかを考えるべきであろう。一回の支出

額はさほど多くなくとも、日常的な消費支出を地域
内で獲得することには大きな意味があると思われる。

地方のあり方をどう描くか
「まち・ひと・しごと創生基本方針2016」では、東
京一極集中の加速のなかで、東京圏への転出超過
数が多いのは政令市や県庁所在市などの中核的な
都市が大半であると述べている。地方で学業を志
す場合、大学進学時は地方中核都市だけでなく大
都市圏も選択肢に入る。ここまで経済的な観点を中
心に述べてきたが、学歴に付帯して期待される経済
的メリットを求める層に対して、地方が大都市圏と
同じ方向性で競うことは得策とは言い難い。
上場企業の本社所在地を集計したところ、全体

の51％が東京都にある（区部に49％）。法人企業
統計では、わずか１％の資本金一億円以上の企業
が、法人全体の３割強の従業員を抱え、法人全体
の５割弱の付加価値を稼いでいる。経済的要因を
優先する層が地方を捨てるとするならば、地方は経
済性よりもコミュニティの力を重視すべきなのかも
知れない。

基本方針には１億総活躍社会の実現として、「若
者も高齢者も、女性も男性も、ひとり親家庭の方 も々、
そして障害や難病のある方 も々」とある。それには、
多様な働き方を受け入れる職場が不可欠であり、中
小企業や自営業を含むスモールビジネスに期待す
るところが大きいだろう。古い建物をリノベーション
して若いクリエイターの拠点とするなど、地元の若
者を中心にまち全体をリノベーションしようとする取

り組みも見られる。地域に根を下ろし、地域とともに
発展する事業を育てることが重要である。

地域内に好循環を創造するために
最後に、経済力強化の視点をもとに、地域内の資
金循環に目を向け、域外から獲得した資金が地域
内に循環するしくみを構築する方策を考えてみたい。
第一次産業の活用と食料品製造業との連携：観
光客の吸引や、地域の特産品販売に関連して、地域
のなかを循環する資金フローを拡大する手段を講じ
なければならない。その点、地元の一次産品は地域
の個性そのものであり、産業連関上の上流にあたる
素材を活かすことは、その活用の幅を広げるなかで
地域に何回も資金が循環する可能性を高める。

埼玉県の農業産出額は2,012億円で全国18位
（平成25年生産農業所得統計）だが、その50.9％
を占める野菜は全国６位である。品目別では、ねぎ、
さといもなど、多くの野菜がトップクラスの産出額で、
多様な素材を調達し得る土壌は、食料品製造業や
飲食・宿泊サービス業との連携が期待できる。

埼玉県の食料品製造出荷額は1兆5,083億円
（平成26年工業統計調査）で全国第３位である。ま
た、埼玉県産業連関表からは、飲食料品製造業は
37部門中10位の生産額があり、移入率、移出率と
もに高い県際交流型に分類されている。食料品製
造業には、一次産品の加工販売による産業連関
（フードシステム）と、それらを活用した「食」と「観
光」による産業連関（フードツーリズム）への展開を
つなぐ役割が期待される。
スモールビジネスの連携：地域の持続的発展と
定住環境の向上を図るなら、その中心に据えられる
べきは地域に密着して存在する経済主体である。そ
れらが毎年投資を行い、それによって雇用、原材料、
サービスが調達され、商品やサービスを販売して得
た所得を再分配する活動を繰り返す再投資が各所
で行われることが重要である。地域経済との密接性、
商品・サービスの多様性、さらには働き方の多様性
を確保する上でも、地域のスモールビジネスを有効
に活用すべきである。
スモールビジネスによる著名な事例としては、大
分県の湯布院があげられる。湯布院では、大企業に
よる乱開発を阻止するとともに、地元の旅館・観光
業のスモールビジネスと、農家、商店等との連携を
意識的に構築している。地元産の農作物を食材に
した料理を共同開発し、連泊客には食事処を紹介し
合うなど、できるだけ盆地内を散策してもらうように
して、多様なスモールビジネスに観光客の消費が循
環する仕組みを作っている。この事例のように、個
別のスモールビジネスがバラバラに存在するよりも、
コミュニティをベースとした相互連携により、地域内
の経済循環をさらに増幅することが期待できる。
地域経済貢献型の財政支出：地方自治体は地域内
再投資主体のひとつである。埼玉県では2019年か
ら下水処理場でのバイオマス発電を計画しているが、
エネルギーの地産地消は資金の域外流出を防ぐ。地
方自治体には、財政支出を地域経済貢献型に転換
し、地域の多様な投資主体やスモールビジネスをつ
なぎ合わせる役割を果たすことが期待されよう。

シリーズ

そこで本稿では、国土利用の基本的な計画の流
れから地域振興の問題点を整理し、地域の経済力
を強化するために欠けていた部分の考察をとおして、
一億総活躍社会に向けた施策のあり方を検討する。

地域振興の問題点
下表に全国総合開発計画について簡略に記した。

こうした流れが地域経済の衰退につながったとする
と、姿勢の転換が求められると考えられるものとし
て、以下の４点があげられる。
大企業への偏重：本質的な原因のひとつは、大企
業の成長促進に偏ったことではないか。政府はその
時々の大企業・財界の要求に沿い、重厚長大産業、
情報・通信産業、大規模商業施設やレジャー産業な
ど、その時代のリーディング産業を育成するための
立地政策を推進した。しかし、産業構造の転換によ
りこうした政策とのミスマッチが地域に生じた。
開発プロジェクトへの依存：自治体は、政府の姿勢

に呼応して大企業を誘致すれば、地域に新たな産業
と雇用が生まれ、経済的に発展すると信じた感があ
る。しかし、実際には地元へのトリクルダウン（徐々に
流れ落ちる、浸透する）効果は期待したほどでもなく、
国から巨額の補助金や地方交付金を引き出すこと
が地域を潤すという発想は、結果的には公害や環境
悪化、財政赤字を地域に残すことにつながった。
地域の経済循環との乖離：トリクルダウン効果とし
ては、企業誘致は地域に一定の労働力需要をもた
らしたが、大手企業ほど原材料や部品、サービスを
地元よりも系列企業から調達する場合が多く、また
収益の多くが東京などにある本社に還流してしまう。
そのため、工業セクターから地域への資金循環
ルートは主に雇用（給与）と納税になる。しかし、より
地域経済への影響力が大きい工業セクターの雇用
者数は構造的な減少を続けている。なお、小売業や
サービス業等の第三次産業は、工業セクターの雇
用を通じて獲得する資金を地域に循環する役割を
担ってきたと考えられるが、大手小売業の進出など
に見るように、資本の論理は地域の企業や自営業
者に対して強い競争圧力をかけている。
公共投資に対する過信：公共投資は先行的かつ
一過性の投資であり、それ自体が利益を生み出した
り、地域に再投資する循環を生むわけではない。さ
らに、継続的な維持コストが将来にわたって財政を
圧迫しかねない。地域の経済特性の考慮に乏しく、
投資した資金ができるだけ地域外に漏れることなく、
地域内を循環してまた再投資されるという構図を描
くことができていなかった。

求められる地域経済力強化の視点
地域の経済力強化を図る視点として、産業連関の

視点と地域内資金循環の視点を取り上げてみたい。
産業連関の視点：地方創生では「稼ぐ力」がクロー
ズアップされ、その分析ツールとして産業連関表が
取り上げられている。産業連関表の活用方法として、
地域経済の強みと弱みを把握し、地域内の産業連
関をシミュレーションすることがあげられるが、既に

わが国経済は、このところ弱さもみられるが、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、生産は横ばい、企業収益は高い
水準にあるものの改善に足踏みがみられ、雇用情
勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
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。生産はこのところ横ばい圏内の動き、
先行きも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、百貨
店・スーパー、小雨が鉄鋼であった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、
百貨店・スーパー、小雨が鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きの生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回って推移。産
業向けの電気機械は比較的順調だったが、電子部
品・デバイスが減少、情報通信機器も減少が続い
ている。先行きは現状程度の推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年並みになったとみられる。
先行きの乗用車生産は新型車の発売もあり上向
くと予想される。
○鉄鋼の生産は、前年実績を下回った。先行きにつ
いても、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年並みで推
移した。先行きは住宅などでやや弱含むことも
予想される。

 
（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。工作機械のうち、マシニングセンタは、
過去のものづくり補助金や省エネ補助金による設
備投資下支え効果が薄れてきたことで、このところ
減速していたが、6月に2015年度補正予算に伴う
新たなものづくり補助金の採択企業が決まったこと
もあって、盛り返している。
月ごとの振れ幅が大きい半導体製造装置は、7月

には前年を下回ったものの、中国からの大型受注や、
半導体回路の微細化・立体化を進める半導体メー
カーの動きなどを受けて、ならしてみれば前年を上
回って推移している。フラットパネルディスプレイ製
造装置については、春先以降、前年を上回って堅調
な動きが続いているようだ。
コンプレッサーは、引き続き安定的に推移してい
るが、これまで堅調だった食料品加工機械や医療用
機械器具は、やや減少している。海外経済減速の
影響から、建設機械は依然として低調に推移してお
り、金型についても、生産は低迷している。金型は、
一時、海外から仕事が戻る動きもあったが、為替相
場が円高傾向に振れたことで、こうした動きもみら
れなくなっている。
先行きの一般機械の生産についても、ものづくり
補助金の効果などから、前年の水準は上回るとみら

好調に推移している。自動車向けは電子部品の種
類も多く、今後とも期待できる。県内企業でも自動
車向け電子部品のウエイトを高めているところがみ
られる。家電向けはほとんど海外メーカー向けと
なっている。このため、電子部品の生産は国内家電
の販売動向との関連は薄れており、中国、東南アジ
ア、インド、中東などの需要に左右されている。こう
した国では需要は伸びているものの、生産面や部品
調達の変動は激しく、このところ生産調整の動きも
みられたことなどから、県内での部品生産もその影
響を受けている。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化がみられることもあり、県
内の生産は低調な動きが続いている。情報通信機
器向け電子部品は需要や価格の変動が激しく、県
内メーカーでは、この分野から撤退し需要の安定し
ている産業向けにシフトする動きもみられる。
先行きについては、産業向けや海外向けの需要

に期待が持たれるが、全体では現状程度の推移が
見込まれる。
米国の自動車販売にやや不安はあるが、電装化

の進展による需要増に期待している。また、海外の
家電向けも製品の高度化が進んでいることから、使
用される電子部品の点数増、単価増に期待している。
収益面では一部企業では円高の影響を受け厳し

くなっているところもあり、今後の為替動向を注視し
ている。

が前年並みとなったことを受け乗用車部品メーカー
の生産は横ばいで推移したとみられ、トラック部品
メーカーの生産はやや陰りがみられるようだ。
先行きについては、乗用車の生産は上向くことが
予想される一方、トラックの生産はやや弱含みの方
向にあるため、部品メーカー全体としては横ばい圏
内での動きとなると予想される。

（4） 鉄鋼…前年実績を下回る
このところ、首都圏における鉄筋コンクリート造の
建築着工は減少を続けてきたが、春先以降、ようやく
下げ止まってきた。一方、鉄筋組立工や監督者など
の人手不足から、建築現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、鉄骨造を選ぶ動きがみられたが、
足元ではこうした動きも一段落し、鉄骨造の着工は減
少に転じている。棒鋼の生産減少に加え、粗鋼および
鋼半製品（ビレット）の生産が総じて弱含んでいること
もあり、7～9月期の鉄鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は引き続き堅調なものの、都
内のテナントビルについては、先行きの供給過多を
懸念する声が聞かれ始めており、一部では竣工予
定時期を後ずれさせる案件がみられる。好調が続
いていた病院や介護施設などの医療関連施設は、
着工が一段落している。マンションについても、都内
で1億円を超えるような高額物件には、引き続き投
資物件としてのニーズがあるものの、実需中心の郊
外型のマンションでは、販売価格の上昇を受けて、

　公共工事、総じて順調に推移。先行きも堅調に推
移する見込み。
　民間工事は、前年並みで推移。先行きも現状程
度の推移が続く見込み。
　住宅は、全体では前年を上回る状況で推移して
いる。先行きはマンションの供給減から弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったと
みられる。先行きもこうした傾向は変わらないと
予想される。

れる。しかし、ものづくり補助金は、近年繰り返し実
施され、かなりの数の企業にいきわたってきたことに
加え、今では採択企業も製造業に限られなくなって
いる。工作機械等の押し上げ効果は低下しつつあり、
一般機械全体では、生産は前年をやや上回る程度
で推移するとみられる。
雇用面では、引き続き人員が不足しており、人材
派遣会社などからの提供も受けにくいとの声が聞か
れたが、中小零細については、それほど逼迫してい
る企業は多くないようだ。

（2） 電気機械…前年をやや下回って推移
7～9月期の生産は、電気機械全体では前年をや

や下回る推移となった模様である。産業向けの電気
機械は比較的好調に推移したものの、変動の大き
い電子部品・デバイスが減少、スマ－トフォンや携帯
電話など情報通信機器は県内生産の減少が続い
ている。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（たとえばパソコンか
らサーバー、家庭用エアコンからビル空調システム
など）を続けている。産業向けの電気機械は企業の
情報システムの高度化や大型化、好調な建設需要
などもあり、比較的順調である。なお、家電製品は、
日本のブランド名で販売されているものも、海外生
産がほとんどで、県内での家電製品の生産は極め
て小さいものとなっている。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが

（3） 輸送機械…生産は前年並みに
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。登録車（普通＋小型乗用車）の販
売台数は前年を上回る月もあり、減少傾向に歯止
めがかかっているが、軽自動車の販売台数は前年
水準を下回る状況が続いている。昨年4月からの軽
自動車税の増税や燃費データ不正問題の影響が
続いているとみられる。
生産動向をみると、県内生産は昨年10～12月期
以降、前年を上回って推移していた。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、前年の生産水準が低かった
こともあり、昨年10～12月期が前年比＋12.6％、今
年1～3月期が同＋20.2％、4～6月期が同＋4.9％と
増加した。昨年、海外で生産していた一部の車種を
国内生産に切り替えたことにより、輸出向けの生産
が大きく増加したことが影響しているとみられる。
7月の輸送機械の鉱工業生産指数は同▲9.4％

と前年を下回ったが、7～9月期全体では前年並み
の生産水準になった模様だ。県内完成車メーカー
の登録車の国内販売が前年割れとなったため、生
産の伸びが低下した。ただ、足元では新型車の発売
に伴う生産の増加もあり、県内生産は再び上向いて
いるとみられる。
先行きについては、新型車の発売による生産増

で、県内生産は上向くと予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年割れ
となった模様だ。国内向けは、都市部の再開発需要
や、東京オリンピックに向けた建設需要、インターネッ
ト通販の普及による物流関連の需要により、比較的
堅調に推移しているが、原油など資源価格の低迷で
資源国を中心に海外向けが落ち込んでいるようだ。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、生産はやや弱含みで推移
するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の生産は、乗用車の生産

一部で購入を手控える動きがみられる。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

は、底打ちから、緩やかな上昇に転じた。中国から輸
出される鋼半製品を対象に、緊急輸入制限措置
（セーフガード）を発動したベトナムが、スクラップの
輸入量を増やしていることや、日本国内で解体工事
からのスクラップ発生量が、例年より少なかったこと
などが背景にある。
鉄鋼メーカーは、製品価格とのスプレッドが縮小

してきたものの、比較的高値の受注契約が残ってい
たことや、原油価格低下に伴う電気代の減少なども
あって、足元の収益は黒字を確保した。
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の案件がピークを迎えるのが、まだ少し先とな
る見込みで、建築需要は引き続き弱めに推移しよう。
しかし、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注残
を相応に抱えており、原材料の需要が大幅に減少
する可能性は低いことから、10～12月期の鉄鋼の
生産は、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
10～12月期にかけて、既存受注契約分の消化が
進めば、スクラップ価格が横ばい程度で推移したと
しても、鉄鋼メーカーのスプレッドは縮小に向かうこ
とになる。ゼネコン側の製品価格引き上げに対する
抵抗感は強く、鉄鋼メーカーの収益は今後悪化す
る可能性が高い。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を下回った。景
気が減速している中国やブラジルでは、油圧ショベ
ルやホイールローダーといった建設機械の需要が
依然として冷え込んでいる。鋳鉄管についても、こ
のところ前年を下回ることが多くなっている。
10～12月期についても、手元の受注残が減って

いる企業が多く、鋳物の生産は引き続き弱含みで
推移する可能性が高い。
足元の収益面は非常に厳しい。電気代は若干
減っているものの、副資材は下がらず、逆に廃砂の

処理費用は増加している。鋳物用銑鉄の価格は比
較的安定しているが、スクラップやコークスの価格
は値上がりしている。需要面の弱さから、製品価格
の引き下げ要請が強まることが懸念されており、先
行きも収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
7～9月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ

ぼ前年並みで推移した。前年同時期も比較的好調
であったため、工事金額、受注残ともに高水準を持
続している状況。資材価格は一時に比べ落ち着い
てきているが、職人をはじめとした人手不足の状況
は続いており、コスト面では高止まりが続いている。
先行きは、受注残はある程度確保できているもの

の、建築価格が上昇したことから住宅などで手控え
も見られ始めるなど、やや弱含むことも予想される。
公共工事：7～9月期の公共工事は、総じて順調な推
移となっており、繁忙な状況が落ち着いてきたという
状況である。内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
河川関連、耐震化の工事が多く、道路関連の工事

は少ない。河川関連は土地取得の必要が少ないた
め、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注を期待している。また、
経済対策については、自然災害が多くなっているこ
ともあり、河川の災害対策や橋梁の改修などが期
待されている。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き老健・介護関連など
の福祉施設が多く、比較的広い土地が出ると、福祉
関係の施設が建設される場合が多い。また、企業の
収益が回復してきたことや、東京オリンピック・パラ
リンピック関連工事の本格化前に完工したいことな
どから、工場やビルのリフォームや耐震化工事の引
き合いも引き続き出ている。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。ただ、
需要が落ち着いてきていることもあり、選別受注が
難しくなりつつあり、収益の面では若干厳しくなるこ
とも見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年を上
回る状況で推移している。
マンションは資材価格や労務費の高止まりから、
建築コストが高くなりすぎて、価格面で需給のギャッ
プが出てきており販売が低調となっている。業者サ
イドでは、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で
きないため、売れそうな物件に絞りこんで対応して
いる。現在、建築状況は堅調なものの、今後の新規
建築計画は手控えられている。
埼玉県におけるマンション契約率は、概ね好不調

の目安といわれる70％を下回って推移している。な
お、投資用マンションの建設は埼玉県内では活発な
様子はみられない。
マンションに比べ価格上昇ペースが緩やかな戸

建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した模様。
注文住宅、分譲住宅ともに、購入意欲は高い。背景
としては、雇用や所得が安定しており、金利も低く、
賃貸の賃料との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢も強く、増加が続いている。
先行きは、マンション、戸建てともに、実需は強い

とみられるが、価格が合わないものは売れなくなっ
ている。とくにマンションは価格が高くなっているこ
とから、先行きの供給は縮小が見込まれる。貸家は
相続対策や低金利などで、現状、需要が強いようで
あるが、一過性の動きとなる懸念もある。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、4～6月
期に続き前年を下回ったとみられる。大規模商業施
設との競合や台風などの天候不順の影響が響き、
県内百貨店の売上は減少傾向が続いている。
品目別では主力の衣料品の不振が続いている。
衣料品は家計リストラの対象になりやすいといった
指摘や、消費者の購入先が専門店やネット通販にシ
フトしているとの指摘があった。また、消費者が品
質・機能・価格面で優れた“良いものを長く着る”よ
うになり、これまでのように流行を追わなくなった、と
いう消費者の購入姿勢の変化もあるようだ。
食料品の売上も低迷し、これまで比較的底堅かっ

た宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品の動きも
株価低迷の影響等により鈍っている。県内百貨店で
は売上全体に占める割合は小さいが、訪日外国人
によるインバウンドの売上の伸びも低下している。
ただ、仏具のおりん等の金工芸品を集めた展示
販売の売上が伸びたところや、富裕層を顧客とした
外商部門の売上はコンスタントに伸びているという
ところもあった。
ボリュームゾーンの中間層の消費も、引き続き勢
いを欠いている。節約志向・価格志向が再び強まり、

顧客の購入姿勢も慎重になってきているという。実
質賃金の伸び悩みや社会保険料の負担増などで
可処分所得があまり増えていないため、消費者は生
活防衛色を強めているようだ。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含み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
を下回ったとみられる。売上は7月が＋0.8％と増加
したが、8月が天候不順等の影響から▲3.1％と減
少し、9月の動きも鈍かったようだ。品目別にみると、
百貨店と同様に衣料品売上の減少が続き、比較的
堅調だった主力の食料品も天候不順で来店客数が
減り減少したようだ。
消費者は価格に対してより敏感になり、節約志向

が再び強まっているとみられる。最近の消費者の傾
向として、いくつかの店舗を比較して価格の安いも
のを選んでいる、特売日やお買い得デーにまとめ買
いをする顧客が多い、安いものを必要なだけ買い余
分な買い物をしない、顧客の反応がよいのは安いも
のと新製品だけ、といった声が聞かれた。こうした消
費者の動きを反映して、顧客の1人当たりの買上げ
単価も落ちているという。
賃金は上昇してはいるものの、そのテンポは鈍く、
消費者の所得増加には弾みがついていない。将来
への不安から生活防衛意識が高まっており、慎重な
買い物姿勢が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

当財団が国土交通省の「全国総合開発計画（概要）の比較」を要約し、問題点を加筆。

●全国総合開発計画の概要と問題点
全国総合開発計画

（全総）
新全国総合開発計画

（新全総）
昭和37年（1962年）

池田内閣

1.高度成長経済への移行

昭和45年 昭和60年

地域間の均衡ある発展

拠点開発構想

2.過大都市問題、所得格差
の拡大

3.所得倍増計画
（太平洋ベルト地帯構想）

閣議決定
策定時の内閣

背　景

目標年次

基本目標

開発方式等

問題点
産業基盤中心の先行投資
の結果、多くの自治体で
公債費の増大による財政
の硬直化が進んだ。

昭和44年（1969年）
佐藤内閣

1.高度成長経済

豊かな環境の創造

大規模プロジェクト構想

2.人口、産業の大都市集中

3.情報化、国際化、
技術革新の進展

地価高騰と第１次オイル
ショックの影響で、高度成
長指向の地域開発政策の
見直しを迫られた。

第三次全国総合開発計画
（三全総）

昭和52年から概ね10年間

昭和52年（1977年）
福田内閣

1.安定成長経済

人間居住の総合的環境
の整備
定住構想

2.人口、産業の地方分散
の兆し

3.国土資源、エネルギー等
　の有限性の顕在化

中央官庁の縦割の下で、
補助率が高く補助金額が
多い大型土木事業に公共
事業が集中した。

第四次全国総合開発計画
（四全総）

概ね平成12年

昭和62年（1987年）
中曽根内閣

1.人口、諸機能の東京一極
集中

多極分散型国土の構築

交流ネットワーク構想

2.産業構造の急速な変化
等により、地方圏での
雇用問題の深刻化

3.本格的国際化の進展

首都圏では地価高騰と都心
住民の流出、都市型商工業
の転廃業、農山漁村ではリ
ゾートフィーバーを誘発した。

21世紀の国土のグランド
デザイン（五全総）

平成22年から27年

平成10年（1998年）
橋本内閣

1.地球時代（地球環境問題、
大競争、アジア諸国との
交流）

多軸型国土構造形成の
基礎づくり
参加と連携

2.人口減少・高齢化時代

3.高度情報化時代

PFI方式を導入するも、特
殊法人等の整理合理化計
画の下で事業の見直しが
求められた。

●域内経済活性化の構図

内発的振興 域内市場

域外市場

流出の抑制 所得の獲得

域内経済の活性化

雇用の
拡大

投資の
増大

・内製化
・新商品の開発
・新技術の開発
・起業の促進
・経営基盤強化

外発的振興

・企業誘致
・地域間連携
・集客の促進
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地域研究レポート

強い産業をさらに強くするにも、市場の制約や特定
産業への過度な依存が懸念される。他方、弱い産
業のどこを強化すべきかを産業連関表から導き出
そうとしても、地域レベルのシミュレーションにはデー
タの制約がある。ここでは、具体的なイメージとして、
北海道帯広・十勝地方の事例をとりあげる。
帯広・十勝の産業は、生産額で見ると農業や畜産

などの第一次産業とそれに関連する酪農品や食料
品が基幹産業である。小麦の自給率が極めて高いに
もかかわらず、域内での製粉加工は行われず、十勝
産小麦の95％が移出されていたが、2011年に製粉
工場を建設し、小麦の産地で小麦粉の加工まで行う
ことで、10数人の新規雇用と小麦原価に対して約
110倍の付加価値を生み出した。さらに餃子の皮や
ピザ、サラダ麺、パスタ、スイーツなどへと地元産小
麦粉の活用幅を広げ、他の地元産品ともアレンジさ
れて小売・飲食業や宿泊業で提供されている。一次
産品の加工販売による産業連関の創造から、「食」
と「観光」による産業連関へと展開した事例である。
この事例では、製粉工程は域外に頼っていた機
能を代替することで付加価値を獲得し、生産した小
麦粉による商品開発、販路の拡大といった川下戦
略で地域内の産業連関を強化している。日常生活
に欠くことのできない食料品の分野は、地域性や新
鮮さ、安全性だけでも高い価値がある。農林漁業、
食料品製造業だけでなく、小売、飲食、宿泊等、小
規模な事業体を含む広い分野に関連し、工業製品
のように域外から大量の資金を獲得するには向か
ないものの、地域に自立的な経済循環を形成する
期待が持たれる。

地域に求められる
「好循環」創造の視点 主席研究員

宮澤 謙介

地方創生の深化 ～一億総活躍社会の実現へ向けて～

はじめに
本年度の当財団の地域研究レポートは「地方創

生の深化～一億総活躍社会の実現へ向けて～」を
統一テーマに、2014年度にスタートした地方創生と、
その後に安倍内閣が提唱した一億総活躍に向けて
の取り組みを取り上げていく。
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2015年12月
27日）では、「Ⅱ．政策の企画・実行に当たっての基
本方針」のなかで、「１．従来の政策の検証」として、
①府省庁・制度ごとの「縦割り」構造、②地域特性
を考慮しない「全国一律」の手法、③効果検証を伴
わない「バラマキ」、④地域に浸透しない「表面的」
な施策、⑤「短期的」な成果を求める施策、の５項目
がわずか１ページのなかに列挙されている。しかし
ながら、中央官庁の視点ということもあってか、これ
では東京への一極集中と地方経済の衰退の根本
的な原因が見えてこない。人口減少という時代の転
換点に立った今、総括が必要なように思われる。

地域内資金循環の視点：地域経済の活性化は、そ
の地域の隅々まで資金が多く循環することで、その
資金が地域から外に漏れ出す前に何回地域内で使
われるかという視点からみることもできる。
簡単な数値例を下図に示すと、当初投資額を
100とし、地域内にとどまる資金の量が80％（ケー
ス１）とすれば、１回目の循環で80、２回目の循環で
64、３回目の循環で51が地域内に還流し、３回の循
環までの合計は295になる。他方、半分の40％
（ケース２）であれば、100の投資が１回目の循環で
40、２回目の循環で16、３回目の循環で６が地域内
に還流し、３回の循環までの合計は162にとどまる。
その差は133で当初の投資額を上回る。

経済活動を事業と消費に二分すると、事業活動
から得られる収益の何割を地域内で支出したり再
投資するか、事業活動を通して従業員に支払われ
た給与の何割が地域で消費されるかによって、地域
に循環する資金の量が変動する。自由な消費行動
を前提として、地域内の資金循環を高めるためには
どうしたらよいかを考えるべきであろう。一回の支出

額はさほど多くなくとも、日常的な消費支出を地域
内で獲得することには大きな意味があると思われる。

地方のあり方をどう描くか
「まち・ひと・しごと創生基本方針2016」では、東
京一極集中の加速のなかで、東京圏への転出超過
数が多いのは政令市や県庁所在市などの中核的な
都市が大半であると述べている。地方で学業を志
す場合、大学進学時は地方中核都市だけでなく大
都市圏も選択肢に入る。ここまで経済的な観点を中
心に述べてきたが、学歴に付帯して期待される経済
的メリットを求める層に対して、地方が大都市圏と
同じ方向性で競うことは得策とは言い難い。
上場企業の本社所在地を集計したところ、全体

の51％が東京都にある（区部に49％）。法人企業
統計では、わずか１％の資本金一億円以上の企業
が、法人全体の３割強の従業員を抱え、法人全体
の５割弱の付加価値を稼いでいる。経済的要因を
優先する層が地方を捨てるとするならば、地方は経
済性よりもコミュニティの力を重視すべきなのかも
知れない。

基本方針には１億総活躍社会の実現として、「若
者も高齢者も、女性も男性も、ひとり親家庭の方 も々、
そして障害や難病のある方 も々」とある。それには、
多様な働き方を受け入れる職場が不可欠であり、中
小企業や自営業を含むスモールビジネスに期待す
るところが大きいだろう。古い建物をリノベーション
して若いクリエイターの拠点とするなど、地元の若
者を中心にまち全体をリノベーションしようとする取

り組みも見られる。地域に根を下ろし、地域とともに
発展する事業を育てることが重要である。

地域内に好循環を創造するために
最後に、経済力強化の視点をもとに、地域内の資
金循環に目を向け、域外から獲得した資金が地域
内に循環するしくみを構築する方策を考えてみたい。
第一次産業の活用と食料品製造業との連携：観
光客の吸引や、地域の特産品販売に関連して、地域
のなかを循環する資金フローを拡大する手段を講じ
なければならない。その点、地元の一次産品は地域
の個性そのものであり、産業連関上の上流にあたる
素材を活かすことは、その活用の幅を広げるなかで
地域に何回も資金が循環する可能性を高める。

埼玉県の農業産出額は2,012億円で全国18位
（平成25年生産農業所得統計）だが、その50.9％
を占める野菜は全国６位である。品目別では、ねぎ、
さといもなど、多くの野菜がトップクラスの産出額で、
多様な素材を調達し得る土壌は、食料品製造業や
飲食・宿泊サービス業との連携が期待できる。

埼玉県の食料品製造出荷額は1兆5,083億円
（平成26年工業統計調査）で全国第３位である。ま
た、埼玉県産業連関表からは、飲食料品製造業は
37部門中10位の生産額があり、移入率、移出率と
もに高い県際交流型に分類されている。食料品製
造業には、一次産品の加工販売による産業連関
（フードシステム）と、それらを活用した「食」と「観
光」による産業連関（フードツーリズム）への展開を
つなぐ役割が期待される。
スモールビジネスの連携：地域の持続的発展と
定住環境の向上を図るなら、その中心に据えられる
べきは地域に密着して存在する経済主体である。そ
れらが毎年投資を行い、それによって雇用、原材料、
サービスが調達され、商品やサービスを販売して得
た所得を再分配する活動を繰り返す再投資が各所
で行われることが重要である。地域経済との密接性、
商品・サービスの多様性、さらには働き方の多様性
を確保する上でも、地域のスモールビジネスを有効
に活用すべきである。
スモールビジネスによる著名な事例としては、大
分県の湯布院があげられる。湯布院では、大企業に
よる乱開発を阻止するとともに、地元の旅館・観光
業のスモールビジネスと、農家、商店等との連携を
意識的に構築している。地元産の農作物を食材に
した料理を共同開発し、連泊客には食事処を紹介し
合うなど、できるだけ盆地内を散策してもらうように
して、多様なスモールビジネスに観光客の消費が循
環する仕組みを作っている。この事例のように、個
別のスモールビジネスがバラバラに存在するよりも、
コミュニティをベースとした相互連携により、地域内
の経済循環をさらに増幅することが期待できる。
地域経済貢献型の財政支出：地方自治体は地域内
再投資主体のひとつである。埼玉県では2019年か
ら下水処理場でのバイオマス発電を計画しているが、
エネルギーの地産地消は資金の域外流出を防ぐ。地
方自治体には、財政支出を地域経済貢献型に転換
し、地域の多様な投資主体やスモールビジネスをつ
なぎ合わせる役割を果たすことが期待されよう。

シリーズ

そこで本稿では、国土利用の基本的な計画の流
れから地域振興の問題点を整理し、地域の経済力
を強化するために欠けていた部分の考察をとおして、
一億総活躍社会に向けた施策のあり方を検討する。

地域振興の問題点
下表に全国総合開発計画について簡略に記した。

こうした流れが地域経済の衰退につながったとする
と、姿勢の転換が求められると考えられるものとし
て、以下の４点があげられる。
大企業への偏重：本質的な原因のひとつは、大企
業の成長促進に偏ったことではないか。政府はその
時々の大企業・財界の要求に沿い、重厚長大産業、
情報・通信産業、大規模商業施設やレジャー産業な
ど、その時代のリーディング産業を育成するための
立地政策を推進した。しかし、産業構造の転換によ
りこうした政策とのミスマッチが地域に生じた。
開発プロジェクトへの依存：自治体は、政府の姿勢

に呼応して大企業を誘致すれば、地域に新たな産業
と雇用が生まれ、経済的に発展すると信じた感があ
る。しかし、実際には地元へのトリクルダウン（徐々に
流れ落ちる、浸透する）効果は期待したほどでもなく、
国から巨額の補助金や地方交付金を引き出すこと
が地域を潤すという発想は、結果的には公害や環境
悪化、財政赤字を地域に残すことにつながった。
地域の経済循環との乖離：トリクルダウン効果とし
ては、企業誘致は地域に一定の労働力需要をもた
らしたが、大手企業ほど原材料や部品、サービスを
地元よりも系列企業から調達する場合が多く、また
収益の多くが東京などにある本社に還流してしまう。
そのため、工業セクターから地域への資金循環
ルートは主に雇用（給与）と納税になる。しかし、より
地域経済への影響力が大きい工業セクターの雇用
者数は構造的な減少を続けている。なお、小売業や
サービス業等の第三次産業は、工業セクターの雇
用を通じて獲得する資金を地域に循環する役割を
担ってきたと考えられるが、大手小売業の進出など
に見るように、資本の論理は地域の企業や自営業
者に対して強い競争圧力をかけている。
公共投資に対する過信：公共投資は先行的かつ
一過性の投資であり、それ自体が利益を生み出した
り、地域に再投資する循環を生むわけではない。さ
らに、継続的な維持コストが将来にわたって財政を
圧迫しかねない。地域の経済特性の考慮に乏しく、
投資した資金ができるだけ地域外に漏れることなく、
地域内を循環してまた再投資されるという構図を描
くことができていなかった。

求められる地域経済力強化の視点
地域の経済力強化を図る視点として、産業連関の

視点と地域内資金循環の視点を取り上げてみたい。
産業連関の視点：地方創生では「稼ぐ力」がクロー
ズアップされ、その分析ツールとして産業連関表が
取り上げられている。産業連関表の活用方法として、
地域経済の強みと弱みを把握し、地域内の産業連
関をシミュレーションすることがあげられるが、既に

わが国経済は、このところ弱さもみられるが、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、生産は横ばい、企業収益は高い
水準にあるものの改善に足踏みがみられ、雇用情
勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
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。生産はこのところ横ばい圏内の動き、
先行きも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、百貨
店・スーパー、小雨が鉄鋼であった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、
百貨店・スーパー、小雨が鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きの生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回って推移。産
業向けの電気機械は比較的順調だったが、電子部
品・デバイスが減少、情報通信機器も減少が続い
ている。先行きは現状程度の推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年並みになったとみられる。
先行きの乗用車生産は新型車の発売もあり上向
くと予想される。
○鉄鋼の生産は、前年実績を下回った。先行きにつ
いても、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年並みで推
移した。先行きは住宅などでやや弱含むことも
予想される。

 
（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。工作機械のうち、マシニングセンタは、
過去のものづくり補助金や省エネ補助金による設
備投資下支え効果が薄れてきたことで、このところ
減速していたが、6月に2015年度補正予算に伴う
新たなものづくり補助金の採択企業が決まったこと
もあって、盛り返している。
月ごとの振れ幅が大きい半導体製造装置は、7月

には前年を下回ったものの、中国からの大型受注や、
半導体回路の微細化・立体化を進める半導体メー
カーの動きなどを受けて、ならしてみれば前年を上
回って推移している。フラットパネルディスプレイ製
造装置については、春先以降、前年を上回って堅調
な動きが続いているようだ。
コンプレッサーは、引き続き安定的に推移してい
るが、これまで堅調だった食料品加工機械や医療用
機械器具は、やや減少している。海外経済減速の
影響から、建設機械は依然として低調に推移してお
り、金型についても、生産は低迷している。金型は、
一時、海外から仕事が戻る動きもあったが、為替相
場が円高傾向に振れたことで、こうした動きもみら
れなくなっている。
先行きの一般機械の生産についても、ものづくり
補助金の効果などから、前年の水準は上回るとみら

好調に推移している。自動車向けは電子部品の種
類も多く、今後とも期待できる。県内企業でも自動
車向け電子部品のウエイトを高めているところがみ
られる。家電向けはほとんど海外メーカー向けと
なっている。このため、電子部品の生産は国内家電
の販売動向との関連は薄れており、中国、東南アジ
ア、インド、中東などの需要に左右されている。こう
した国では需要は伸びているものの、生産面や部品
調達の変動は激しく、このところ生産調整の動きも
みられたことなどから、県内での部品生産もその影
響を受けている。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化がみられることもあり、県
内の生産は低調な動きが続いている。情報通信機
器向け電子部品は需要や価格の変動が激しく、県
内メーカーでは、この分野から撤退し需要の安定し
ている産業向けにシフトする動きもみられる。
先行きについては、産業向けや海外向けの需要

に期待が持たれるが、全体では現状程度の推移が
見込まれる。
米国の自動車販売にやや不安はあるが、電装化

の進展による需要増に期待している。また、海外の
家電向けも製品の高度化が進んでいることから、使
用される電子部品の点数増、単価増に期待している。
収益面では一部企業では円高の影響を受け厳し

くなっているところもあり、今後の為替動向を注視し
ている。

が前年並みとなったことを受け乗用車部品メーカー
の生産は横ばいで推移したとみられ、トラック部品
メーカーの生産はやや陰りがみられるようだ。
先行きについては、乗用車の生産は上向くことが
予想される一方、トラックの生産はやや弱含みの方
向にあるため、部品メーカー全体としては横ばい圏
内での動きとなると予想される。

（4） 鉄鋼…前年実績を下回る
このところ、首都圏における鉄筋コンクリート造の
建築着工は減少を続けてきたが、春先以降、ようやく
下げ止まってきた。一方、鉄筋組立工や監督者など
の人手不足から、建築現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、鉄骨造を選ぶ動きがみられたが、
足元ではこうした動きも一段落し、鉄骨造の着工は減
少に転じている。棒鋼の生産減少に加え、粗鋼および
鋼半製品（ビレット）の生産が総じて弱含んでいること
もあり、7～9月期の鉄鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は引き続き堅調なものの、都
内のテナントビルについては、先行きの供給過多を
懸念する声が聞かれ始めており、一部では竣工予
定時期を後ずれさせる案件がみられる。好調が続
いていた病院や介護施設などの医療関連施設は、
着工が一段落している。マンションについても、都内
で1億円を超えるような高額物件には、引き続き投
資物件としてのニーズがあるものの、実需中心の郊
外型のマンションでは、販売価格の上昇を受けて、

　公共工事、総じて順調に推移。先行きも堅調に推
移する見込み。
　民間工事は、前年並みで推移。先行きも現状程
度の推移が続く見込み。
　住宅は、全体では前年を上回る状況で推移して
いる。先行きはマンションの供給減から弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったと
みられる。先行きもこうした傾向は変わらないと
予想される。

れる。しかし、ものづくり補助金は、近年繰り返し実
施され、かなりの数の企業にいきわたってきたことに
加え、今では採択企業も製造業に限られなくなって
いる。工作機械等の押し上げ効果は低下しつつあり、
一般機械全体では、生産は前年をやや上回る程度
で推移するとみられる。
雇用面では、引き続き人員が不足しており、人材
派遣会社などからの提供も受けにくいとの声が聞か
れたが、中小零細については、それほど逼迫してい
る企業は多くないようだ。

（2） 電気機械…前年をやや下回って推移
7～9月期の生産は、電気機械全体では前年をや

や下回る推移となった模様である。産業向けの電気
機械は比較的好調に推移したものの、変動の大き
い電子部品・デバイスが減少、スマ－トフォンや携帯
電話など情報通信機器は県内生産の減少が続い
ている。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（たとえばパソコンか
らサーバー、家庭用エアコンからビル空調システム
など）を続けている。産業向けの電気機械は企業の
情報システムの高度化や大型化、好調な建設需要
などもあり、比較的順調である。なお、家電製品は、
日本のブランド名で販売されているものも、海外生
産がほとんどで、県内での家電製品の生産は極め
て小さいものとなっている。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが

（3） 輸送機械…生産は前年並みに
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。登録車（普通＋小型乗用車）の販
売台数は前年を上回る月もあり、減少傾向に歯止
めがかかっているが、軽自動車の販売台数は前年
水準を下回る状況が続いている。昨年4月からの軽
自動車税の増税や燃費データ不正問題の影響が
続いているとみられる。
生産動向をみると、県内生産は昨年10～12月期
以降、前年を上回って推移していた。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、前年の生産水準が低かった
こともあり、昨年10～12月期が前年比＋12.6％、今
年1～3月期が同＋20.2％、4～6月期が同＋4.9％と
増加した。昨年、海外で生産していた一部の車種を
国内生産に切り替えたことにより、輸出向けの生産
が大きく増加したことが影響しているとみられる。
7月の輸送機械の鉱工業生産指数は同▲9.4％

と前年を下回ったが、7～9月期全体では前年並み
の生産水準になった模様だ。県内完成車メーカー
の登録車の国内販売が前年割れとなったため、生
産の伸びが低下した。ただ、足元では新型車の発売
に伴う生産の増加もあり、県内生産は再び上向いて
いるとみられる。
先行きについては、新型車の発売による生産増

で、県内生産は上向くと予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年割れ
となった模様だ。国内向けは、都市部の再開発需要
や、東京オリンピックに向けた建設需要、インターネッ
ト通販の普及による物流関連の需要により、比較的
堅調に推移しているが、原油など資源価格の低迷で
資源国を中心に海外向けが落ち込んでいるようだ。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、生産はやや弱含みで推移
するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の生産は、乗用車の生産

一部で購入を手控える動きがみられる。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

は、底打ちから、緩やかな上昇に転じた。中国から輸
出される鋼半製品を対象に、緊急輸入制限措置
（セーフガード）を発動したベトナムが、スクラップの
輸入量を増やしていることや、日本国内で解体工事
からのスクラップ発生量が、例年より少なかったこと
などが背景にある。
鉄鋼メーカーは、製品価格とのスプレッドが縮小

してきたものの、比較的高値の受注契約が残ってい
たことや、原油価格低下に伴う電気代の減少なども
あって、足元の収益は黒字を確保した。
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の案件がピークを迎えるのが、まだ少し先とな
る見込みで、建築需要は引き続き弱めに推移しよう。
しかし、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注残
を相応に抱えており、原材料の需要が大幅に減少
する可能性は低いことから、10～12月期の鉄鋼の
生産は、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
10～12月期にかけて、既存受注契約分の消化が
進めば、スクラップ価格が横ばい程度で推移したと
しても、鉄鋼メーカーのスプレッドは縮小に向かうこ
とになる。ゼネコン側の製品価格引き上げに対する
抵抗感は強く、鉄鋼メーカーの収益は今後悪化す
る可能性が高い。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を下回った。景
気が減速している中国やブラジルでは、油圧ショベ
ルやホイールローダーといった建設機械の需要が
依然として冷え込んでいる。鋳鉄管についても、こ
のところ前年を下回ることが多くなっている。
10～12月期についても、手元の受注残が減って

いる企業が多く、鋳物の生産は引き続き弱含みで
推移する可能性が高い。
足元の収益面は非常に厳しい。電気代は若干
減っているものの、副資材は下がらず、逆に廃砂の

処理費用は増加している。鋳物用銑鉄の価格は比
較的安定しているが、スクラップやコークスの価格
は値上がりしている。需要面の弱さから、製品価格
の引き下げ要請が強まることが懸念されており、先
行きも収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
7～9月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ

ぼ前年並みで推移した。前年同時期も比較的好調
であったため、工事金額、受注残ともに高水準を持
続している状況。資材価格は一時に比べ落ち着い
てきているが、職人をはじめとした人手不足の状況
は続いており、コスト面では高止まりが続いている。
先行きは、受注残はある程度確保できているもの

の、建築価格が上昇したことから住宅などで手控え
も見られ始めるなど、やや弱含むことも予想される。
公共工事：7～9月期の公共工事は、総じて順調な推
移となっており、繁忙な状況が落ち着いてきたという
状況である。内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
河川関連、耐震化の工事が多く、道路関連の工事

は少ない。河川関連は土地取得の必要が少ないた
め、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注を期待している。また、
経済対策については、自然災害が多くなっているこ
ともあり、河川の災害対策や橋梁の改修などが期
待されている。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き老健・介護関連など
の福祉施設が多く、比較的広い土地が出ると、福祉
関係の施設が建設される場合が多い。また、企業の
収益が回復してきたことや、東京オリンピック・パラ
リンピック関連工事の本格化前に完工したいことな
どから、工場やビルのリフォームや耐震化工事の引
き合いも引き続き出ている。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。ただ、
需要が落ち着いてきていることもあり、選別受注が
難しくなりつつあり、収益の面では若干厳しくなるこ
とも見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年を上
回る状況で推移している。
マンションは資材価格や労務費の高止まりから、
建築コストが高くなりすぎて、価格面で需給のギャッ
プが出てきており販売が低調となっている。業者サ
イドでは、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で
きないため、売れそうな物件に絞りこんで対応して
いる。現在、建築状況は堅調なものの、今後の新規
建築計画は手控えられている。
埼玉県におけるマンション契約率は、概ね好不調

の目安といわれる70％を下回って推移している。な
お、投資用マンションの建設は埼玉県内では活発な
様子はみられない。
マンションに比べ価格上昇ペースが緩やかな戸

建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した模様。
注文住宅、分譲住宅ともに、購入意欲は高い。背景
としては、雇用や所得が安定しており、金利も低く、
賃貸の賃料との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢も強く、増加が続いている。
先行きは、マンション、戸建てともに、実需は強い

とみられるが、価格が合わないものは売れなくなっ
ている。とくにマンションは価格が高くなっているこ
とから、先行きの供給は縮小が見込まれる。貸家は
相続対策や低金利などで、現状、需要が強いようで
あるが、一過性の動きとなる懸念もある。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、4～6月
期に続き前年を下回ったとみられる。大規模商業施
設との競合や台風などの天候不順の影響が響き、
県内百貨店の売上は減少傾向が続いている。
品目別では主力の衣料品の不振が続いている。
衣料品は家計リストラの対象になりやすいといった
指摘や、消費者の購入先が専門店やネット通販にシ
フトしているとの指摘があった。また、消費者が品
質・機能・価格面で優れた“良いものを長く着る”よ
うになり、これまでのように流行を追わなくなった、と
いう消費者の購入姿勢の変化もあるようだ。
食料品の売上も低迷し、これまで比較的底堅かっ

た宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品の動きも
株価低迷の影響等により鈍っている。県内百貨店で
は売上全体に占める割合は小さいが、訪日外国人
によるインバウンドの売上の伸びも低下している。
ただ、仏具のおりん等の金工芸品を集めた展示
販売の売上が伸びたところや、富裕層を顧客とした
外商部門の売上はコンスタントに伸びているという
ところもあった。
ボリュームゾーンの中間層の消費も、引き続き勢
いを欠いている。節約志向・価格志向が再び強まり、

顧客の購入姿勢も慎重になってきているという。実
質賃金の伸び悩みや社会保険料の負担増などで
可処分所得があまり増えていないため、消費者は生
活防衛色を強めているようだ。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含み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
を下回ったとみられる。売上は7月が＋0.8％と増加
したが、8月が天候不順等の影響から▲3.1％と減
少し、9月の動きも鈍かったようだ。品目別にみると、
百貨店と同様に衣料品売上の減少が続き、比較的
堅調だった主力の食料品も天候不順で来店客数が
減り減少したようだ。
消費者は価格に対してより敏感になり、節約志向

が再び強まっているとみられる。最近の消費者の傾
向として、いくつかの店舗を比較して価格の安いも
のを選んでいる、特売日やお買い得デーにまとめ買
いをする顧客が多い、安いものを必要なだけ買い余
分な買い物をしない、顧客の反応がよいのは安いも
のと新製品だけ、といった声が聞かれた。こうした消
費者の動きを反映して、顧客の1人当たりの買上げ
単価も落ちているという。
賃金は上昇してはいるものの、そのテンポは鈍く、
消費者の所得増加には弾みがついていない。将来
への不安から生活防衛意識が高まっており、慎重な
買い物姿勢が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

当財団が国土交通省の「全国総合開発計画（概要）の比較」を要約し、問題点を加筆。

●全国総合開発計画の概要と問題点
全国総合開発計画

（全総）
新全国総合開発計画

（新全総）
昭和37年（1962年）

池田内閣

1.高度成長経済への移行

昭和45年 昭和60年

地域間の均衡ある発展

拠点開発構想

2.過大都市問題、所得格差
の拡大

3.所得倍増計画
（太平洋ベルト地帯構想）

閣議決定
策定時の内閣

背　景

目標年次

基本目標

開発方式等

問題点
産業基盤中心の先行投資
の結果、多くの自治体で
公債費の増大による財政
の硬直化が進んだ。

昭和44年（1969年）
佐藤内閣

1.高度成長経済

豊かな環境の創造

大規模プロジェクト構想

2.人口、産業の大都市集中

3.情報化、国際化、
技術革新の進展

地価高騰と第１次オイル
ショックの影響で、高度成
長指向の地域開発政策の
見直しを迫られた。

第三次全国総合開発計画
（三全総）

昭和52年から概ね10年間

昭和52年（1977年）
福田内閣

1.安定成長経済

人間居住の総合的環境
の整備
定住構想

2.人口、産業の地方分散
の兆し

3.国土資源、エネルギー等
　の有限性の顕在化

中央官庁の縦割の下で、
補助率が高く補助金額が
多い大型土木事業に公共
事業が集中した。

第四次全国総合開発計画
（四全総）

概ね平成12年

昭和62年（1987年）
中曽根内閣

1.人口、諸機能の東京一極
集中

多極分散型国土の構築

交流ネットワーク構想

2.産業構造の急速な変化
等により、地方圏での
雇用問題の深刻化

3.本格的国際化の進展

首都圏では地価高騰と都心
住民の流出、都市型商工業
の転廃業、農山漁村ではリ
ゾートフィーバーを誘発した。

21世紀の国土のグランド
デザイン（五全総）

平成22年から27年

平成10年（1998年）
橋本内閣

1.地球時代（地球環境問題、
大競争、アジア諸国との
交流）

多軸型国土構造形成の
基礎づくり
参加と連携

2.人口減少・高齢化時代

3.高度情報化時代

PFI方式を導入するも、特
殊法人等の整理合理化計
画の下で事業の見直しが
求められた。

●域内経済活性化の構図

内発的振興 域内市場

域外市場

流出の抑制 所得の獲得

域内経済の活性化

雇用の
拡大

投資の
増大

・内製化
・新商品の開発
・新技術の開発
・起業の促進
・経営基盤強化

外発的振興

・企業誘致
・地域間連携
・集客の促進
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強い産業をさらに強くするにも、市場の制約や特定
産業への過度な依存が懸念される。他方、弱い産
業のどこを強化すべきかを産業連関表から導き出
そうとしても、地域レベルのシミュレーションにはデー
タの制約がある。ここでは、具体的なイメージとして、
北海道帯広・十勝地方の事例をとりあげる。
帯広・十勝の産業は、生産額で見ると農業や畜産

などの第一次産業とそれに関連する酪農品や食料
品が基幹産業である。小麦の自給率が極めて高いに
もかかわらず、域内での製粉加工は行われず、十勝
産小麦の95％が移出されていたが、2011年に製粉
工場を建設し、小麦の産地で小麦粉の加工まで行う
ことで、10数人の新規雇用と小麦原価に対して約
110倍の付加価値を生み出した。さらに餃子の皮や
ピザ、サラダ麺、パスタ、スイーツなどへと地元産小
麦粉の活用幅を広げ、他の地元産品ともアレンジさ
れて小売・飲食業や宿泊業で提供されている。一次
産品の加工販売による産業連関の創造から、「食」
と「観光」による産業連関へと展開した事例である。
この事例では、製粉工程は域外に頼っていた機
能を代替することで付加価値を獲得し、生産した小
麦粉による商品開発、販路の拡大といった川下戦
略で地域内の産業連関を強化している。日常生活
に欠くことのできない食料品の分野は、地域性や新
鮮さ、安全性だけでも高い価値がある。農林漁業、
食料品製造業だけでなく、小売、飲食、宿泊等、小
規模な事業体を含む広い分野に関連し、工業製品
のように域外から大量の資金を獲得するには向か
ないものの、地域に自立的な経済循環を形成する
期待が持たれる。

はじめに
本年度の当財団の地域研究レポートは「地方創
生の深化～一億総活躍社会の実現へ向けて～」を
統一テーマに、2014年度にスタートした地方創生と、
その後に安倍内閣が提唱した一億総活躍に向けて
の取り組みを取り上げていく。
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2015年12月
27日）では、「Ⅱ．政策の企画・実行に当たっての基
本方針」のなかで、「１．従来の政策の検証」として、
①府省庁・制度ごとの「縦割り」構造、②地域特性
を考慮しない「全国一律」の手法、③効果検証を伴
わない「バラマキ」、④地域に浸透しない「表面的」
な施策、⑤「短期的」な成果を求める施策、の５項目
がわずか１ページのなかに列挙されている。しかし
ながら、中央官庁の視点ということもあってか、これ
では東京への一極集中と地方経済の衰退の根本
的な原因が見えてこない。人口減少という時代の転
換点に立った今、総括が必要なように思われる。

地域内資金循環の視点：地域経済の活性化は、そ
の地域の隅々まで資金が多く循環することで、その
資金が地域から外に漏れ出す前に何回地域内で使
われるかという視点からみることもできる。
簡単な数値例を下図に示すと、当初投資額を

100とし、地域内にとどまる資金の量が80％（ケー
ス１）とすれば、１回目の循環で80、２回目の循環で
64、３回目の循環で51が地域内に還流し、３回の循
環までの合計は295になる。他方、半分の40％
（ケース２）であれば、100の投資が１回目の循環で
40、２回目の循環で16、３回目の循環で６が地域内
に還流し、３回の循環までの合計は162にとどまる。
その差は133で当初の投資額を上回る。

経済活動を事業と消費に二分すると、事業活動
から得られる収益の何割を地域内で支出したり再
投資するか、事業活動を通して従業員に支払われ
た給与の何割が地域で消費されるかによって、地域
に循環する資金の量が変動する。自由な消費行動
を前提として、地域内の資金循環を高めるためには
どうしたらよいかを考えるべきであろう。一回の支出

額はさほど多くなくとも、日常的な消費支出を地域
内で獲得することには大きな意味があると思われる。

地方のあり方をどう描くか
「まち・ひと・しごと創生基本方針2016」では、東
京一極集中の加速のなかで、東京圏への転出超過
数が多いのは政令市や県庁所在市などの中核的な
都市が大半であると述べている。地方で学業を志
す場合、大学進学時は地方中核都市だけでなく大
都市圏も選択肢に入る。ここまで経済的な観点を中
心に述べてきたが、学歴に付帯して期待される経済
的メリットを求める層に対して、地方が大都市圏と
同じ方向性で競うことは得策とは言い難い。
上場企業の本社所在地を集計したところ、全体

の51％が東京都にある（区部に49％）。法人企業
統計では、わずか１％の資本金一億円以上の企業
が、法人全体の３割強の従業員を抱え、法人全体
の５割弱の付加価値を稼いでいる。経済的要因を
優先する層が地方を捨てるとするならば、地方は経
済性よりもコミュニティの力を重視すべきなのかも
知れない。

基本方針には１億総活躍社会の実現として、「若
者も高齢者も、女性も男性も、ひとり親家庭の方 も々、
そして障害や難病のある方 も々」とある。それには、
多様な働き方を受け入れる職場が不可欠であり、中
小企業や自営業を含むスモールビジネスに期待す
るところが大きいだろう。古い建物をリノベーション
して若いクリエイターの拠点とするなど、地元の若
者を中心にまち全体をリノベーションしようとする取

り組みも見られる。地域に根を下ろし、地域とともに
発展する事業を育てることが重要である。

地域内に好循環を創造するために
最後に、経済力強化の視点をもとに、地域内の資

金循環に目を向け、域外から獲得した資金が地域
内に循環するしくみを構築する方策を考えてみたい。
第一次産業の活用と食料品製造業との連携：観
光客の吸引や、地域の特産品販売に関連して、地域
のなかを循環する資金フローを拡大する手段を講じ
なければならない。その点、地元の一次産品は地域
の個性そのものであり、産業連関上の上流にあたる
素材を活かすことは、その活用の幅を広げるなかで
地域に何回も資金が循環する可能性を高める。

埼玉県の農業産出額は2,012億円で全国18位
（平成25年生産農業所得統計）だが、その50.9％
を占める野菜は全国６位である。品目別では、ねぎ、
さといもなど、多くの野菜がトップクラスの産出額で、
多様な素材を調達し得る土壌は、食料品製造業や
飲食・宿泊サービス業との連携が期待できる。

埼玉県の食料品製造出荷額は1兆5,083億円
（平成26年工業統計調査）で全国第３位である。ま
た、埼玉県産業連関表からは、飲食料品製造業は
37部門中10位の生産額があり、移入率、移出率と
もに高い県際交流型に分類されている。食料品製
造業には、一次産品の加工販売による産業連関
（フードシステム）と、それらを活用した「食」と「観
光」による産業連関（フードツーリズム）への展開を
つなぐ役割が期待される。
スモールビジネスの連携：地域の持続的発展と
定住環境の向上を図るなら、その中心に据えられる
べきは地域に密着して存在する経済主体である。そ
れらが毎年投資を行い、それによって雇用、原材料、
サービスが調達され、商品やサービスを販売して得
た所得を再分配する活動を繰り返す再投資が各所
で行われることが重要である。地域経済との密接性、
商品・サービスの多様性、さらには働き方の多様性
を確保する上でも、地域のスモールビジネスを有効
に活用すべきである。
スモールビジネスによる著名な事例としては、大
分県の湯布院があげられる。湯布院では、大企業に
よる乱開発を阻止するとともに、地元の旅館・観光
業のスモールビジネスと、農家、商店等との連携を
意識的に構築している。地元産の農作物を食材に
した料理を共同開発し、連泊客には食事処を紹介し
合うなど、できるだけ盆地内を散策してもらうように
して、多様なスモールビジネスに観光客の消費が循
環する仕組みを作っている。この事例のように、個
別のスモールビジネスがバラバラに存在するよりも、
コミュニティをベースとした相互連携により、地域内
の経済循環をさらに増幅することが期待できる。
地域経済貢献型の財政支出：地方自治体は地域内
再投資主体のひとつである。埼玉県では2019年か
ら下水処理場でのバイオマス発電を計画しているが、
エネルギーの地産地消は資金の域外流出を防ぐ。地
方自治体には、財政支出を地域経済貢献型に転換
し、地域の多様な投資主体やスモールビジネスをつ
なぎ合わせる役割を果たすことが期待されよう。

そこで本稿では、国土利用の基本的な計画の流
れから地域振興の問題点を整理し、地域の経済力
を強化するために欠けていた部分の考察をとおして、
一億総活躍社会に向けた施策のあり方を検討する。

地域振興の問題点
下表に全国総合開発計画について簡略に記した。

こうした流れが地域経済の衰退につながったとする
と、姿勢の転換が求められると考えられるものとし
て、以下の４点があげられる。
大企業への偏重：本質的な原因のひとつは、大企
業の成長促進に偏ったことではないか。政府はその
時々の大企業・財界の要求に沿い、重厚長大産業、
情報・通信産業、大規模商業施設やレジャー産業な
ど、その時代のリーディング産業を育成するための
立地政策を推進した。しかし、産業構造の転換によ
りこうした政策とのミスマッチが地域に生じた。
開発プロジェクトへの依存：自治体は、政府の姿勢

に呼応して大企業を誘致すれば、地域に新たな産業
と雇用が生まれ、経済的に発展すると信じた感があ
る。しかし、実際には地元へのトリクルダウン（徐々に
流れ落ちる、浸透する）効果は期待したほどでもなく、
国から巨額の補助金や地方交付金を引き出すこと
が地域を潤すという発想は、結果的には公害や環境
悪化、財政赤字を地域に残すことにつながった。
地域の経済循環との乖離：トリクルダウン効果とし
ては、企業誘致は地域に一定の労働力需要をもた
らしたが、大手企業ほど原材料や部品、サービスを
地元よりも系列企業から調達する場合が多く、また
収益の多くが東京などにある本社に還流してしまう。
そのため、工業セクターから地域への資金循環
ルートは主に雇用（給与）と納税になる。しかし、より
地域経済への影響力が大きい工業セクターの雇用
者数は構造的な減少を続けている。なお、小売業や
サービス業等の第三次産業は、工業セクターの雇
用を通じて獲得する資金を地域に循環する役割を
担ってきたと考えられるが、大手小売業の進出など
に見るように、資本の論理は地域の企業や自営業
者に対して強い競争圧力をかけている。
公共投資に対する過信：公共投資は先行的かつ
一過性の投資であり、それ自体が利益を生み出した
り、地域に再投資する循環を生むわけではない。さ
らに、継続的な維持コストが将来にわたって財政を
圧迫しかねない。地域の経済特性の考慮に乏しく、
投資した資金ができるだけ地域外に漏れることなく、
地域内を循環してまた再投資されるという構図を描
くことができていなかった。

求められる地域経済力強化の視点
地域の経済力強化を図る視点として、産業連関の

視点と地域内資金循環の視点を取り上げてみたい。
産業連関の視点：地方創生では「稼ぐ力」がクロー
ズアップされ、その分析ツールとして産業連関表が
取り上げられている。産業連関表の活用方法として、
地域経済の強みと弱みを把握し、地域内の産業連
関をシミュレーションすることがあげられるが、既に

わが国経済は、このところ弱さもみられるが、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、生産は横ばい、企業収益は高い
水準にあるものの改善に足踏みがみられ、雇用情
勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
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。生産はこのところ横ばい圏内の動き、
先行きも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、百貨
店・スーパー、小雨が鉄鋼であった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、
百貨店・スーパー、小雨が鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きの生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回って推移。産
業向けの電気機械は比較的順調だったが、電子部
品・デバイスが減少、情報通信機器も減少が続い
ている。先行きは現状程度の推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年並みになったとみられる。
先行きの乗用車生産は新型車の発売もあり上向
くと予想される。
○鉄鋼の生産は、前年実績を下回った。先行きにつ
いても、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年並みで推
移した。先行きは住宅などでやや弱含むことも
予想される。

 
（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。工作機械のうち、マシニングセンタは、
過去のものづくり補助金や省エネ補助金による設
備投資下支え効果が薄れてきたことで、このところ
減速していたが、6月に2015年度補正予算に伴う
新たなものづくり補助金の採択企業が決まったこと
もあって、盛り返している。
月ごとの振れ幅が大きい半導体製造装置は、7月

には前年を下回ったものの、中国からの大型受注や、
半導体回路の微細化・立体化を進める半導体メー
カーの動きなどを受けて、ならしてみれば前年を上
回って推移している。フラットパネルディスプレイ製
造装置については、春先以降、前年を上回って堅調
な動きが続いているようだ。
コンプレッサーは、引き続き安定的に推移してい
るが、これまで堅調だった食料品加工機械や医療用
機械器具は、やや減少している。海外経済減速の
影響から、建設機械は依然として低調に推移してお
り、金型についても、生産は低迷している。金型は、
一時、海外から仕事が戻る動きもあったが、為替相
場が円高傾向に振れたことで、こうした動きもみら
れなくなっている。
先行きの一般機械の生産についても、ものづくり
補助金の効果などから、前年の水準は上回るとみら

好調に推移している。自動車向けは電子部品の種
類も多く、今後とも期待できる。県内企業でも自動
車向け電子部品のウエイトを高めているところがみ
られる。家電向けはほとんど海外メーカー向けと
なっている。このため、電子部品の生産は国内家電
の販売動向との関連は薄れており、中国、東南アジ
ア、インド、中東などの需要に左右されている。こう
した国では需要は伸びているものの、生産面や部品
調達の変動は激しく、このところ生産調整の動きも
みられたことなどから、県内での部品生産もその影
響を受けている。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化がみられることもあり、県
内の生産は低調な動きが続いている。情報通信機
器向け電子部品は需要や価格の変動が激しく、県
内メーカーでは、この分野から撤退し需要の安定し
ている産業向けにシフトする動きもみられる。
先行きについては、産業向けや海外向けの需要

に期待が持たれるが、全体では現状程度の推移が
見込まれる。
米国の自動車販売にやや不安はあるが、電装化

の進展による需要増に期待している。また、海外の
家電向けも製品の高度化が進んでいることから、使
用される電子部品の点数増、単価増に期待している。
収益面では一部企業では円高の影響を受け厳し

くなっているところもあり、今後の為替動向を注視し
ている。

が前年並みとなったことを受け乗用車部品メーカー
の生産は横ばいで推移したとみられ、トラック部品
メーカーの生産はやや陰りがみられるようだ。
先行きについては、乗用車の生産は上向くことが
予想される一方、トラックの生産はやや弱含みの方
向にあるため、部品メーカー全体としては横ばい圏
内での動きとなると予想される。

（4） 鉄鋼…前年実績を下回る
このところ、首都圏における鉄筋コンクリート造の
建築着工は減少を続けてきたが、春先以降、ようやく
下げ止まってきた。一方、鉄筋組立工や監督者など
の人手不足から、建築現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、鉄骨造を選ぶ動きがみられたが、
足元ではこうした動きも一段落し、鉄骨造の着工は減
少に転じている。棒鋼の生産減少に加え、粗鋼および
鋼半製品（ビレット）の生産が総じて弱含んでいること
もあり、7～9月期の鉄鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は引き続き堅調なものの、都
内のテナントビルについては、先行きの供給過多を
懸念する声が聞かれ始めており、一部では竣工予
定時期を後ずれさせる案件がみられる。好調が続
いていた病院や介護施設などの医療関連施設は、
着工が一段落している。マンションについても、都内
で1億円を超えるような高額物件には、引き続き投
資物件としてのニーズがあるものの、実需中心の郊
外型のマンションでは、販売価格の上昇を受けて、

　公共工事、総じて順調に推移。先行きも堅調に推
移する見込み。
　民間工事は、前年並みで推移。先行きも現状程
度の推移が続く見込み。
　住宅は、全体では前年を上回る状況で推移して
いる。先行きはマンションの供給減から弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったと
みられる。先行きもこうした傾向は変わらないと
予想される。

れる。しかし、ものづくり補助金は、近年繰り返し実
施され、かなりの数の企業にいきわたってきたことに
加え、今では採択企業も製造業に限られなくなって
いる。工作機械等の押し上げ効果は低下しつつあり、
一般機械全体では、生産は前年をやや上回る程度
で推移するとみられる。
雇用面では、引き続き人員が不足しており、人材
派遣会社などからの提供も受けにくいとの声が聞か
れたが、中小零細については、それほど逼迫してい
る企業は多くないようだ。

（2） 電気機械…前年をやや下回って推移
7～9月期の生産は、電気機械全体では前年をや

や下回る推移となった模様である。産業向けの電気
機械は比較的好調に推移したものの、変動の大き
い電子部品・デバイスが減少、スマ－トフォンや携帯
電話など情報通信機器は県内生産の減少が続い
ている。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（たとえばパソコンか
らサーバー、家庭用エアコンからビル空調システム
など）を続けている。産業向けの電気機械は企業の
情報システムの高度化や大型化、好調な建設需要
などもあり、比較的順調である。なお、家電製品は、
日本のブランド名で販売されているものも、海外生
産がほとんどで、県内での家電製品の生産は極め
て小さいものとなっている。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが

（3） 輸送機械…生産は前年並みに
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。登録車（普通＋小型乗用車）の販
売台数は前年を上回る月もあり、減少傾向に歯止
めがかかっているが、軽自動車の販売台数は前年
水準を下回る状況が続いている。昨年4月からの軽
自動車税の増税や燃費データ不正問題の影響が
続いているとみられる。
生産動向をみると、県内生産は昨年10～12月期
以降、前年を上回って推移していた。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、前年の生産水準が低かった
こともあり、昨年10～12月期が前年比＋12.6％、今
年1～3月期が同＋20.2％、4～6月期が同＋4.9％と
増加した。昨年、海外で生産していた一部の車種を
国内生産に切り替えたことにより、輸出向けの生産
が大きく増加したことが影響しているとみられる。
7月の輸送機械の鉱工業生産指数は同▲9.4％

と前年を下回ったが、7～9月期全体では前年並み
の生産水準になった模様だ。県内完成車メーカー
の登録車の国内販売が前年割れとなったため、生
産の伸びが低下した。ただ、足元では新型車の発売
に伴う生産の増加もあり、県内生産は再び上向いて
いるとみられる。
先行きについては、新型車の発売による生産増

で、県内生産は上向くと予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年割れ
となった模様だ。国内向けは、都市部の再開発需要
や、東京オリンピックに向けた建設需要、インターネッ
ト通販の普及による物流関連の需要により、比較的
堅調に推移しているが、原油など資源価格の低迷で
資源国を中心に海外向けが落ち込んでいるようだ。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、生産はやや弱含みで推移
するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の生産は、乗用車の生産

一部で購入を手控える動きがみられる。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

は、底打ちから、緩やかな上昇に転じた。中国から輸
出される鋼半製品を対象に、緊急輸入制限措置
（セーフガード）を発動したベトナムが、スクラップの
輸入量を増やしていることや、日本国内で解体工事
からのスクラップ発生量が、例年より少なかったこと
などが背景にある。
鉄鋼メーカーは、製品価格とのスプレッドが縮小

してきたものの、比較的高値の受注契約が残ってい
たことや、原油価格低下に伴う電気代の減少なども
あって、足元の収益は黒字を確保した。
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の案件がピークを迎えるのが、まだ少し先とな
る見込みで、建築需要は引き続き弱めに推移しよう。
しかし、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注残
を相応に抱えており、原材料の需要が大幅に減少
する可能性は低いことから、10～12月期の鉄鋼の
生産は、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
10～12月期にかけて、既存受注契約分の消化が
進めば、スクラップ価格が横ばい程度で推移したと
しても、鉄鋼メーカーのスプレッドは縮小に向かうこ
とになる。ゼネコン側の製品価格引き上げに対する
抵抗感は強く、鉄鋼メーカーの収益は今後悪化す
る可能性が高い。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を下回った。景
気が減速している中国やブラジルでは、油圧ショベ
ルやホイールローダーといった建設機械の需要が
依然として冷え込んでいる。鋳鉄管についても、こ
のところ前年を下回ることが多くなっている。
10～12月期についても、手元の受注残が減って

いる企業が多く、鋳物の生産は引き続き弱含みで
推移する可能性が高い。
足元の収益面は非常に厳しい。電気代は若干
減っているものの、副資材は下がらず、逆に廃砂の

処理費用は増加している。鋳物用銑鉄の価格は比
較的安定しているが、スクラップやコークスの価格
は値上がりしている。需要面の弱さから、製品価格
の引き下げ要請が強まることが懸念されており、先
行きも収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
7～9月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ

ぼ前年並みで推移した。前年同時期も比較的好調
であったため、工事金額、受注残ともに高水準を持
続している状況。資材価格は一時に比べ落ち着い
てきているが、職人をはじめとした人手不足の状況
は続いており、コスト面では高止まりが続いている。
先行きは、受注残はある程度確保できているもの

の、建築価格が上昇したことから住宅などで手控え
も見られ始めるなど、やや弱含むことも予想される。
公共工事：7～9月期の公共工事は、総じて順調な推
移となっており、繁忙な状況が落ち着いてきたという
状況である。内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
河川関連、耐震化の工事が多く、道路関連の工事

は少ない。河川関連は土地取得の必要が少ないた
め、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注を期待している。また、
経済対策については、自然災害が多くなっているこ
ともあり、河川の災害対策や橋梁の改修などが期
待されている。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き老健・介護関連など
の福祉施設が多く、比較的広い土地が出ると、福祉
関係の施設が建設される場合が多い。また、企業の
収益が回復してきたことや、東京オリンピック・パラ
リンピック関連工事の本格化前に完工したいことな
どから、工場やビルのリフォームや耐震化工事の引
き合いも引き続き出ている。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。ただ、
需要が落ち着いてきていることもあり、選別受注が
難しくなりつつあり、収益の面では若干厳しくなるこ
とも見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年を上
回る状況で推移している。
マンションは資材価格や労務費の高止まりから、
建築コストが高くなりすぎて、価格面で需給のギャッ
プが出てきており販売が低調となっている。業者サ
イドでは、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で
きないため、売れそうな物件に絞りこんで対応して
いる。現在、建築状況は堅調なものの、今後の新規
建築計画は手控えられている。
埼玉県におけるマンション契約率は、概ね好不調

の目安といわれる70％を下回って推移している。な
お、投資用マンションの建設は埼玉県内では活発な
様子はみられない。
マンションに比べ価格上昇ペースが緩やかな戸

建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した模様。
注文住宅、分譲住宅ともに、購入意欲は高い。背景
としては、雇用や所得が安定しており、金利も低く、
賃貸の賃料との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢も強く、増加が続いている。
先行きは、マンション、戸建てともに、実需は強い

とみられるが、価格が合わないものは売れなくなっ
ている。とくにマンションは価格が高くなっているこ
とから、先行きの供給は縮小が見込まれる。貸家は
相続対策や低金利などで、現状、需要が強いようで
あるが、一過性の動きとなる懸念もある。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、4～6月
期に続き前年を下回ったとみられる。大規模商業施
設との競合や台風などの天候不順の影響が響き、
県内百貨店の売上は減少傾向が続いている。
品目別では主力の衣料品の不振が続いている。
衣料品は家計リストラの対象になりやすいといった
指摘や、消費者の購入先が専門店やネット通販にシ
フトしているとの指摘があった。また、消費者が品
質・機能・価格面で優れた“良いものを長く着る”よ
うになり、これまでのように流行を追わなくなった、と
いう消費者の購入姿勢の変化もあるようだ。
食料品の売上も低迷し、これまで比較的底堅かっ

た宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品の動きも
株価低迷の影響等により鈍っている。県内百貨店で
は売上全体に占める割合は小さいが、訪日外国人
によるインバウンドの売上の伸びも低下している。
ただ、仏具のおりん等の金工芸品を集めた展示
販売の売上が伸びたところや、富裕層を顧客とした
外商部門の売上はコンスタントに伸びているという
ところもあった。
ボリュームゾーンの中間層の消費も、引き続き勢
いを欠いている。節約志向・価格志向が再び強まり、

顧客の購入姿勢も慎重になってきているという。実
質賃金の伸び悩みや社会保険料の負担増などで
可処分所得があまり増えていないため、消費者は生
活防衛色を強めているようだ。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含み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
を下回ったとみられる。売上は7月が＋0.8％と増加
したが、8月が天候不順等の影響から▲3.1％と減
少し、9月の動きも鈍かったようだ。品目別にみると、
百貨店と同様に衣料品売上の減少が続き、比較的
堅調だった主力の食料品も天候不順で来店客数が
減り減少したようだ。
消費者は価格に対してより敏感になり、節約志向

が再び強まっているとみられる。最近の消費者の傾
向として、いくつかの店舗を比較して価格の安いも
のを選んでいる、特売日やお買い得デーにまとめ買
いをする顧客が多い、安いものを必要なだけ買い余
分な買い物をしない、顧客の反応がよいのは安いも
のと新製品だけ、といった声が聞かれた。こうした消
費者の動きを反映して、顧客の1人当たりの買上げ
単価も落ちているという。
賃金は上昇してはいるものの、そのテンポは鈍く、
消費者の所得増加には弾みがついていない。将来
への不安から生活防衛意識が高まっており、慎重な
買い物姿勢が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

●資金循環の数値例

資金の投入

ケース１
地域内 地域外
100

80

64

51

295

（80%）

（80%）

（80%）

（20%）

（20%）

（20%）

20

16

13

̶

１回目の循環

2回目の循環

3回目の循環

３回目までの
資金の循環

ケース2
地域内 地域外
100

40

16

6

162

（40%）

（40%）

（40%）

（60%）

（60%）

（60%）

60

24

10

̶

●地域内循環における事業と消費の関係
【事業活動】

【消費活動】

〔事業の地域内循環〕

〔消費の地域内循環〕

（地域外へ流出）

地域の事業所得

事業所の支出

財・サービスの購入

従業員の給与

従業員の給与 財・サービスの購入

●法人企業統計に見る20年間の変化

資料：財務省「法人企業統計」

法人数 平成  6年度
平成26年度

平成  6年度
平成26年度

平成  6年度
平成26年度

平成  6年度
平成26年度

従業員数

売上高

付加価値額

98.8%
98.9%

1.2%
1.1%

69.4%
66.6%

30.6%
33.4%

50.7%
43.6%

49.3%
56.4%

57.7% 42.3%
51.2% 48.8%

資本金１億円未満 資本金１億円以上

●野菜の品物別産出額の全国順位

資料：埼玉県「2015年 埼玉の食料・農林業・農山村」

資料：埼玉県「平成23年埼玉県産業連関表」

１位
２位
３位
４位
５位

ねぎ

埼玉県

千葉県

茨城県

北海道

大分県

ほうれんそう

千葉県

埼玉県

群馬県

茨城県

岐阜県

さといも

埼玉県

宮崎県

千葉県

愛媛県

鹿児島県

こまつな

埼玉県

東京

福岡県

茨城県

千葉県

ブロッコリー

北海道

埼玉県

愛知県

香川県

長野県

えだまめ

千葉県

新潟県

埼玉県

群馬県

山形県

かぶ

千葉県

埼玉県

青森県

京都県

北海道

きゅうり

宮崎県

埼玉県

群馬県

福島県

千葉県

●県際取引から見た産業類型（県内生産額上位15業種）

移輸入率（%）※業種前の数字は生産額の順位

移
輸
出
率（%

）

100

50

0
0 50 100

【移輸出依存型産業】

【県内自給型産業】

15 その他の製造工業製品

8 輸送機械

7 対事業所サービス
13 情報・通信

2 商業9 教育・研究

3 医療・福祉

1 不動産
5 建設、11 公務

4 対個人サービス

14 金融・保険

6 運輸・郵便

10 飲食料品

12 化学製品

【県際交流型産業】

【移輸入依存型産業】

0% 50% 100%
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強い産業をさらに強くするにも、市場の制約や特定
産業への過度な依存が懸念される。他方、弱い産
業のどこを強化すべきかを産業連関表から導き出
そうとしても、地域レベルのシミュレーションにはデー
タの制約がある。ここでは、具体的なイメージとして、
北海道帯広・十勝地方の事例をとりあげる。
帯広・十勝の産業は、生産額で見ると農業や畜産

などの第一次産業とそれに関連する酪農品や食料
品が基幹産業である。小麦の自給率が極めて高いに
もかかわらず、域内での製粉加工は行われず、十勝
産小麦の95％が移出されていたが、2011年に製粉
工場を建設し、小麦の産地で小麦粉の加工まで行う
ことで、10数人の新規雇用と小麦原価に対して約
110倍の付加価値を生み出した。さらに餃子の皮や
ピザ、サラダ麺、パスタ、スイーツなどへと地元産小
麦粉の活用幅を広げ、他の地元産品ともアレンジさ
れて小売・飲食業や宿泊業で提供されている。一次
産品の加工販売による産業連関の創造から、「食」
と「観光」による産業連関へと展開した事例である。
この事例では、製粉工程は域外に頼っていた機
能を代替することで付加価値を獲得し、生産した小
麦粉による商品開発、販路の拡大といった川下戦
略で地域内の産業連関を強化している。日常生活
に欠くことのできない食料品の分野は、地域性や新
鮮さ、安全性だけでも高い価値がある。農林漁業、
食料品製造業だけでなく、小売、飲食、宿泊等、小
規模な事業体を含む広い分野に関連し、工業製品
のように域外から大量の資金を獲得するには向か
ないものの、地域に自立的な経済循環を形成する
期待が持たれる。

はじめに
本年度の当財団の地域研究レポートは「地方創
生の深化～一億総活躍社会の実現へ向けて～」を
統一テーマに、2014年度にスタートした地方創生と、
その後に安倍内閣が提唱した一億総活躍に向けて
の取り組みを取り上げていく。
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2015年12月
27日）では、「Ⅱ．政策の企画・実行に当たっての基
本方針」のなかで、「１．従来の政策の検証」として、
①府省庁・制度ごとの「縦割り」構造、②地域特性
を考慮しない「全国一律」の手法、③効果検証を伴
わない「バラマキ」、④地域に浸透しない「表面的」
な施策、⑤「短期的」な成果を求める施策、の５項目
がわずか１ページのなかに列挙されている。しかし
ながら、中央官庁の視点ということもあってか、これ
では東京への一極集中と地方経済の衰退の根本
的な原因が見えてこない。人口減少という時代の転
換点に立った今、総括が必要なように思われる。

地域内資金循環の視点：地域経済の活性化は、そ
の地域の隅々まで資金が多く循環することで、その
資金が地域から外に漏れ出す前に何回地域内で使
われるかという視点からみることもできる。
簡単な数値例を下図に示すと、当初投資額を

100とし、地域内にとどまる資金の量が80％（ケー
ス１）とすれば、１回目の循環で80、２回目の循環で
64、３回目の循環で51が地域内に還流し、３回の循
環までの合計は295になる。他方、半分の40％
（ケース２）であれば、100の投資が１回目の循環で
40、２回目の循環で16、３回目の循環で６が地域内
に還流し、３回の循環までの合計は162にとどまる。
その差は133で当初の投資額を上回る。

経済活動を事業と消費に二分すると、事業活動
から得られる収益の何割を地域内で支出したり再
投資するか、事業活動を通して従業員に支払われ
た給与の何割が地域で消費されるかによって、地域
に循環する資金の量が変動する。自由な消費行動
を前提として、地域内の資金循環を高めるためには
どうしたらよいかを考えるべきであろう。一回の支出

額はさほど多くなくとも、日常的な消費支出を地域
内で獲得することには大きな意味があると思われる。

地方のあり方をどう描くか
「まち・ひと・しごと創生基本方針2016」では、東
京一極集中の加速のなかで、東京圏への転出超過
数が多いのは政令市や県庁所在市などの中核的な
都市が大半であると述べている。地方で学業を志
す場合、大学進学時は地方中核都市だけでなく大
都市圏も選択肢に入る。ここまで経済的な観点を中
心に述べてきたが、学歴に付帯して期待される経済
的メリットを求める層に対して、地方が大都市圏と
同じ方向性で競うことは得策とは言い難い。
上場企業の本社所在地を集計したところ、全体

の51％が東京都にある（区部に49％）。法人企業
統計では、わずか１％の資本金一億円以上の企業
が、法人全体の３割強の従業員を抱え、法人全体
の５割弱の付加価値を稼いでいる。経済的要因を
優先する層が地方を捨てるとするならば、地方は経
済性よりもコミュニティの力を重視すべきなのかも
知れない。

基本方針には１億総活躍社会の実現として、「若
者も高齢者も、女性も男性も、ひとり親家庭の方 も々、
そして障害や難病のある方 も々」とある。それには、
多様な働き方を受け入れる職場が不可欠であり、中
小企業や自営業を含むスモールビジネスに期待す
るところが大きいだろう。古い建物をリノベーション
して若いクリエイターの拠点とするなど、地元の若
者を中心にまち全体をリノベーションしようとする取

り組みも見られる。地域に根を下ろし、地域とともに
発展する事業を育てることが重要である。

地域内に好循環を創造するために
最後に、経済力強化の視点をもとに、地域内の資

金循環に目を向け、域外から獲得した資金が地域
内に循環するしくみを構築する方策を考えてみたい。
第一次産業の活用と食料品製造業との連携：観
光客の吸引や、地域の特産品販売に関連して、地域
のなかを循環する資金フローを拡大する手段を講じ
なければならない。その点、地元の一次産品は地域
の個性そのものであり、産業連関上の上流にあたる
素材を活かすことは、その活用の幅を広げるなかで
地域に何回も資金が循環する可能性を高める。

埼玉県の農業産出額は2,012億円で全国18位
（平成25年生産農業所得統計）だが、その50.9％
を占める野菜は全国６位である。品目別では、ねぎ、
さといもなど、多くの野菜がトップクラスの産出額で、
多様な素材を調達し得る土壌は、食料品製造業や
飲食・宿泊サービス業との連携が期待できる。

埼玉県の食料品製造出荷額は1兆5,083億円
（平成26年工業統計調査）で全国第３位である。ま
た、埼玉県産業連関表からは、飲食料品製造業は
37部門中10位の生産額があり、移入率、移出率と
もに高い県際交流型に分類されている。食料品製
造業には、一次産品の加工販売による産業連関
（フードシステム）と、それらを活用した「食」と「観
光」による産業連関（フードツーリズム）への展開を
つなぐ役割が期待される。
スモールビジネスの連携：地域の持続的発展と
定住環境の向上を図るなら、その中心に据えられる
べきは地域に密着して存在する経済主体である。そ
れらが毎年投資を行い、それによって雇用、原材料、
サービスが調達され、商品やサービスを販売して得
た所得を再分配する活動を繰り返す再投資が各所
で行われることが重要である。地域経済との密接性、
商品・サービスの多様性、さらには働き方の多様性
を確保する上でも、地域のスモールビジネスを有効
に活用すべきである。
スモールビジネスによる著名な事例としては、大
分県の湯布院があげられる。湯布院では、大企業に
よる乱開発を阻止するとともに、地元の旅館・観光
業のスモールビジネスと、農家、商店等との連携を
意識的に構築している。地元産の農作物を食材に
した料理を共同開発し、連泊客には食事処を紹介し
合うなど、できるだけ盆地内を散策してもらうように
して、多様なスモールビジネスに観光客の消費が循
環する仕組みを作っている。この事例のように、個
別のスモールビジネスがバラバラに存在するよりも、
コミュニティをベースとした相互連携により、地域内
の経済循環をさらに増幅することが期待できる。
地域経済貢献型の財政支出：地方自治体は地域内
再投資主体のひとつである。埼玉県では2019年か
ら下水処理場でのバイオマス発電を計画しているが、
エネルギーの地産地消は資金の域外流出を防ぐ。地
方自治体には、財政支出を地域経済貢献型に転換
し、地域の多様な投資主体やスモールビジネスをつ
なぎ合わせる役割を果たすことが期待されよう。

そこで本稿では、国土利用の基本的な計画の流
れから地域振興の問題点を整理し、地域の経済力
を強化するために欠けていた部分の考察をとおして、
一億総活躍社会に向けた施策のあり方を検討する。

地域振興の問題点
下表に全国総合開発計画について簡略に記した。

こうした流れが地域経済の衰退につながったとする
と、姿勢の転換が求められると考えられるものとし
て、以下の４点があげられる。
大企業への偏重：本質的な原因のひとつは、大企
業の成長促進に偏ったことではないか。政府はその
時々の大企業・財界の要求に沿い、重厚長大産業、
情報・通信産業、大規模商業施設やレジャー産業な
ど、その時代のリーディング産業を育成するための
立地政策を推進した。しかし、産業構造の転換によ
りこうした政策とのミスマッチが地域に生じた。
開発プロジェクトへの依存：自治体は、政府の姿勢

に呼応して大企業を誘致すれば、地域に新たな産業
と雇用が生まれ、経済的に発展すると信じた感があ
る。しかし、実際には地元へのトリクルダウン（徐々に
流れ落ちる、浸透する）効果は期待したほどでもなく、
国から巨額の補助金や地方交付金を引き出すこと
が地域を潤すという発想は、結果的には公害や環境
悪化、財政赤字を地域に残すことにつながった。
地域の経済循環との乖離：トリクルダウン効果とし
ては、企業誘致は地域に一定の労働力需要をもた
らしたが、大手企業ほど原材料や部品、サービスを
地元よりも系列企業から調達する場合が多く、また
収益の多くが東京などにある本社に還流してしまう。
そのため、工業セクターから地域への資金循環
ルートは主に雇用（給与）と納税になる。しかし、より
地域経済への影響力が大きい工業セクターの雇用
者数は構造的な減少を続けている。なお、小売業や
サービス業等の第三次産業は、工業セクターの雇
用を通じて獲得する資金を地域に循環する役割を
担ってきたと考えられるが、大手小売業の進出など
に見るように、資本の論理は地域の企業や自営業
者に対して強い競争圧力をかけている。
公共投資に対する過信：公共投資は先行的かつ
一過性の投資であり、それ自体が利益を生み出した
り、地域に再投資する循環を生むわけではない。さ
らに、継続的な維持コストが将来にわたって財政を
圧迫しかねない。地域の経済特性の考慮に乏しく、
投資した資金ができるだけ地域外に漏れることなく、
地域内を循環してまた再投資されるという構図を描
くことができていなかった。

求められる地域経済力強化の視点
地域の経済力強化を図る視点として、産業連関の

視点と地域内資金循環の視点を取り上げてみたい。
産業連関の視点：地方創生では「稼ぐ力」がクロー
ズアップされ、その分析ツールとして産業連関表が
取り上げられている。産業連関表の活用方法として、
地域経済の強みと弱みを把握し、地域内の産業連
関をシミュレーションすることがあげられるが、既に

わが国経済は、このところ弱さもみられるが、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、生産は横ばい、企業収益は高い
水準にあるものの改善に足踏みがみられ、雇用情
勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
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。生産はこのところ横ばい圏内の動き、
先行きも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、百貨
店・スーパー、小雨が鉄鋼であった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、
百貨店・スーパー、小雨が鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きの生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回って推移。産
業向けの電気機械は比較的順調だったが、電子部
品・デバイスが減少、情報通信機器も減少が続い
ている。先行きは現状程度の推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年並みになったとみられる。
先行きの乗用車生産は新型車の発売もあり上向
くと予想される。
○鉄鋼の生産は、前年実績を下回った。先行きにつ
いても、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年並みで推
移した。先行きは住宅などでやや弱含むことも
予想される。

 
（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。工作機械のうち、マシニングセンタは、
過去のものづくり補助金や省エネ補助金による設
備投資下支え効果が薄れてきたことで、このところ
減速していたが、6月に2015年度補正予算に伴う
新たなものづくり補助金の採択企業が決まったこと
もあって、盛り返している。
月ごとの振れ幅が大きい半導体製造装置は、7月

には前年を下回ったものの、中国からの大型受注や、
半導体回路の微細化・立体化を進める半導体メー
カーの動きなどを受けて、ならしてみれば前年を上
回って推移している。フラットパネルディスプレイ製
造装置については、春先以降、前年を上回って堅調
な動きが続いているようだ。
コンプレッサーは、引き続き安定的に推移してい
るが、これまで堅調だった食料品加工機械や医療用
機械器具は、やや減少している。海外経済減速の
影響から、建設機械は依然として低調に推移してお
り、金型についても、生産は低迷している。金型は、
一時、海外から仕事が戻る動きもあったが、為替相
場が円高傾向に振れたことで、こうした動きもみら
れなくなっている。
先行きの一般機械の生産についても、ものづくり
補助金の効果などから、前年の水準は上回るとみら

好調に推移している。自動車向けは電子部品の種
類も多く、今後とも期待できる。県内企業でも自動
車向け電子部品のウエイトを高めているところがみ
られる。家電向けはほとんど海外メーカー向けと
なっている。このため、電子部品の生産は国内家電
の販売動向との関連は薄れており、中国、東南アジ
ア、インド、中東などの需要に左右されている。こう
した国では需要は伸びているものの、生産面や部品
調達の変動は激しく、このところ生産調整の動きも
みられたことなどから、県内での部品生産もその影
響を受けている。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化がみられることもあり、県
内の生産は低調な動きが続いている。情報通信機
器向け電子部品は需要や価格の変動が激しく、県
内メーカーでは、この分野から撤退し需要の安定し
ている産業向けにシフトする動きもみられる。
先行きについては、産業向けや海外向けの需要

に期待が持たれるが、全体では現状程度の推移が
見込まれる。
米国の自動車販売にやや不安はあるが、電装化

の進展による需要増に期待している。また、海外の
家電向けも製品の高度化が進んでいることから、使
用される電子部品の点数増、単価増に期待している。
収益面では一部企業では円高の影響を受け厳し

くなっているところもあり、今後の為替動向を注視し
ている。

が前年並みとなったことを受け乗用車部品メーカー
の生産は横ばいで推移したとみられ、トラック部品
メーカーの生産はやや陰りがみられるようだ。
先行きについては、乗用車の生産は上向くことが
予想される一方、トラックの生産はやや弱含みの方
向にあるため、部品メーカー全体としては横ばい圏
内での動きとなると予想される。

（4） 鉄鋼…前年実績を下回る
このところ、首都圏における鉄筋コンクリート造の
建築着工は減少を続けてきたが、春先以降、ようやく
下げ止まってきた。一方、鉄筋組立工や監督者など
の人手不足から、建築現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、鉄骨造を選ぶ動きがみられたが、
足元ではこうした動きも一段落し、鉄骨造の着工は減
少に転じている。棒鋼の生産減少に加え、粗鋼および
鋼半製品（ビレット）の生産が総じて弱含んでいること
もあり、7～9月期の鉄鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は引き続き堅調なものの、都
内のテナントビルについては、先行きの供給過多を
懸念する声が聞かれ始めており、一部では竣工予
定時期を後ずれさせる案件がみられる。好調が続
いていた病院や介護施設などの医療関連施設は、
着工が一段落している。マンションについても、都内
で1億円を超えるような高額物件には、引き続き投
資物件としてのニーズがあるものの、実需中心の郊
外型のマンションでは、販売価格の上昇を受けて、

　公共工事、総じて順調に推移。先行きも堅調に推
移する見込み。
　民間工事は、前年並みで推移。先行きも現状程
度の推移が続く見込み。
　住宅は、全体では前年を上回る状況で推移して
いる。先行きはマンションの供給減から弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったと
みられる。先行きもこうした傾向は変わらないと
予想される。

れる。しかし、ものづくり補助金は、近年繰り返し実
施され、かなりの数の企業にいきわたってきたことに
加え、今では採択企業も製造業に限られなくなって
いる。工作機械等の押し上げ効果は低下しつつあり、
一般機械全体では、生産は前年をやや上回る程度
で推移するとみられる。
雇用面では、引き続き人員が不足しており、人材
派遣会社などからの提供も受けにくいとの声が聞か
れたが、中小零細については、それほど逼迫してい
る企業は多くないようだ。

（2） 電気機械…前年をやや下回って推移
7～9月期の生産は、電気機械全体では前年をや

や下回る推移となった模様である。産業向けの電気
機械は比較的好調に推移したものの、変動の大き
い電子部品・デバイスが減少、スマ－トフォンや携帯
電話など情報通信機器は県内生産の減少が続い
ている。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（たとえばパソコンか
らサーバー、家庭用エアコンからビル空調システム
など）を続けている。産業向けの電気機械は企業の
情報システムの高度化や大型化、好調な建設需要
などもあり、比較的順調である。なお、家電製品は、
日本のブランド名で販売されているものも、海外生
産がほとんどで、県内での家電製品の生産は極め
て小さいものとなっている。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが

（3） 輸送機械…生産は前年並みに
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。登録車（普通＋小型乗用車）の販
売台数は前年を上回る月もあり、減少傾向に歯止
めがかかっているが、軽自動車の販売台数は前年
水準を下回る状況が続いている。昨年4月からの軽
自動車税の増税や燃費データ不正問題の影響が
続いているとみられる。
生産動向をみると、県内生産は昨年10～12月期
以降、前年を上回って推移していた。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、前年の生産水準が低かった
こともあり、昨年10～12月期が前年比＋12.6％、今
年1～3月期が同＋20.2％、4～6月期が同＋4.9％と
増加した。昨年、海外で生産していた一部の車種を
国内生産に切り替えたことにより、輸出向けの生産
が大きく増加したことが影響しているとみられる。
7月の輸送機械の鉱工業生産指数は同▲9.4％

と前年を下回ったが、7～9月期全体では前年並み
の生産水準になった模様だ。県内完成車メーカー
の登録車の国内販売が前年割れとなったため、生
産の伸びが低下した。ただ、足元では新型車の発売
に伴う生産の増加もあり、県内生産は再び上向いて
いるとみられる。
先行きについては、新型車の発売による生産増

で、県内生産は上向くと予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年割れ
となった模様だ。国内向けは、都市部の再開発需要
や、東京オリンピックに向けた建設需要、インターネッ
ト通販の普及による物流関連の需要により、比較的
堅調に推移しているが、原油など資源価格の低迷で
資源国を中心に海外向けが落ち込んでいるようだ。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、生産はやや弱含みで推移
するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の生産は、乗用車の生産

一部で購入を手控える動きがみられる。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

は、底打ちから、緩やかな上昇に転じた。中国から輸
出される鋼半製品を対象に、緊急輸入制限措置
（セーフガード）を発動したベトナムが、スクラップの
輸入量を増やしていることや、日本国内で解体工事
からのスクラップ発生量が、例年より少なかったこと
などが背景にある。
鉄鋼メーカーは、製品価格とのスプレッドが縮小

してきたものの、比較的高値の受注契約が残ってい
たことや、原油価格低下に伴う電気代の減少なども
あって、足元の収益は黒字を確保した。
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の案件がピークを迎えるのが、まだ少し先とな
る見込みで、建築需要は引き続き弱めに推移しよう。
しかし、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注残
を相応に抱えており、原材料の需要が大幅に減少
する可能性は低いことから、10～12月期の鉄鋼の
生産は、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
10～12月期にかけて、既存受注契約分の消化が
進めば、スクラップ価格が横ばい程度で推移したと
しても、鉄鋼メーカーのスプレッドは縮小に向かうこ
とになる。ゼネコン側の製品価格引き上げに対する
抵抗感は強く、鉄鋼メーカーの収益は今後悪化す
る可能性が高い。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を下回った。景
気が減速している中国やブラジルでは、油圧ショベ
ルやホイールローダーといった建設機械の需要が
依然として冷え込んでいる。鋳鉄管についても、こ
のところ前年を下回ることが多くなっている。
10～12月期についても、手元の受注残が減って

いる企業が多く、鋳物の生産は引き続き弱含みで
推移する可能性が高い。
足元の収益面は非常に厳しい。電気代は若干
減っているものの、副資材は下がらず、逆に廃砂の

処理費用は増加している。鋳物用銑鉄の価格は比
較的安定しているが、スクラップやコークスの価格
は値上がりしている。需要面の弱さから、製品価格
の引き下げ要請が強まることが懸念されており、先
行きも収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
7～9月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ

ぼ前年並みで推移した。前年同時期も比較的好調
であったため、工事金額、受注残ともに高水準を持
続している状況。資材価格は一時に比べ落ち着い
てきているが、職人をはじめとした人手不足の状況
は続いており、コスト面では高止まりが続いている。
先行きは、受注残はある程度確保できているもの

の、建築価格が上昇したことから住宅などで手控え
も見られ始めるなど、やや弱含むことも予想される。
公共工事：7～9月期の公共工事は、総じて順調な推
移となっており、繁忙な状況が落ち着いてきたという
状況である。内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
河川関連、耐震化の工事が多く、道路関連の工事

は少ない。河川関連は土地取得の必要が少ないた
め、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注を期待している。また、
経済対策については、自然災害が多くなっているこ
ともあり、河川の災害対策や橋梁の改修などが期
待されている。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き老健・介護関連など
の福祉施設が多く、比較的広い土地が出ると、福祉
関係の施設が建設される場合が多い。また、企業の
収益が回復してきたことや、東京オリンピック・パラ
リンピック関連工事の本格化前に完工したいことな
どから、工場やビルのリフォームや耐震化工事の引
き合いも引き続き出ている。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。ただ、
需要が落ち着いてきていることもあり、選別受注が
難しくなりつつあり、収益の面では若干厳しくなるこ
とも見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年を上
回る状況で推移している。
マンションは資材価格や労務費の高止まりから、
建築コストが高くなりすぎて、価格面で需給のギャッ
プが出てきており販売が低調となっている。業者サ
イドでは、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で
きないため、売れそうな物件に絞りこんで対応して
いる。現在、建築状況は堅調なものの、今後の新規
建築計画は手控えられている。
埼玉県におけるマンション契約率は、概ね好不調

の目安といわれる70％を下回って推移している。な
お、投資用マンションの建設は埼玉県内では活発な
様子はみられない。
マンションに比べ価格上昇ペースが緩やかな戸

建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した模様。
注文住宅、分譲住宅ともに、購入意欲は高い。背景
としては、雇用や所得が安定しており、金利も低く、
賃貸の賃料との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢も強く、増加が続いている。
先行きは、マンション、戸建てともに、実需は強い

とみられるが、価格が合わないものは売れなくなっ
ている。とくにマンションは価格が高くなっているこ
とから、先行きの供給は縮小が見込まれる。貸家は
相続対策や低金利などで、現状、需要が強いようで
あるが、一過性の動きとなる懸念もある。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、4～6月
期に続き前年を下回ったとみられる。大規模商業施
設との競合や台風などの天候不順の影響が響き、
県内百貨店の売上は減少傾向が続いている。
品目別では主力の衣料品の不振が続いている。
衣料品は家計リストラの対象になりやすいといった
指摘や、消費者の購入先が専門店やネット通販にシ
フトしているとの指摘があった。また、消費者が品
質・機能・価格面で優れた“良いものを長く着る”よ
うになり、これまでのように流行を追わなくなった、と
いう消費者の購入姿勢の変化もあるようだ。
食料品の売上も低迷し、これまで比較的底堅かっ

た宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品の動きも
株価低迷の影響等により鈍っている。県内百貨店で
は売上全体に占める割合は小さいが、訪日外国人
によるインバウンドの売上の伸びも低下している。
ただ、仏具のおりん等の金工芸品を集めた展示
販売の売上が伸びたところや、富裕層を顧客とした
外商部門の売上はコンスタントに伸びているという
ところもあった。
ボリュームゾーンの中間層の消費も、引き続き勢
いを欠いている。節約志向・価格志向が再び強まり、

顧客の購入姿勢も慎重になってきているという。実
質賃金の伸び悩みや社会保険料の負担増などで
可処分所得があまり増えていないため、消費者は生
活防衛色を強めているようだ。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含み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
を下回ったとみられる。売上は7月が＋0.8％と増加
したが、8月が天候不順等の影響から▲3.1％と減
少し、9月の動きも鈍かったようだ。品目別にみると、
百貨店と同様に衣料品売上の減少が続き、比較的
堅調だった主力の食料品も天候不順で来店客数が
減り減少したようだ。
消費者は価格に対してより敏感になり、節約志向

が再び強まっているとみられる。最近の消費者の傾
向として、いくつかの店舗を比較して価格の安いも
のを選んでいる、特売日やお買い得デーにまとめ買
いをする顧客が多い、安いものを必要なだけ買い余
分な買い物をしない、顧客の反応がよいのは安いも
のと新製品だけ、といった声が聞かれた。こうした消
費者の動きを反映して、顧客の1人当たりの買上げ
単価も落ちているという。
賃金は上昇してはいるものの、そのテンポは鈍く、
消費者の所得増加には弾みがついていない。将来
への不安から生活防衛意識が高まっており、慎重な
買い物姿勢が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

●資金循環の数値例

資金の投入

ケース１
地域内 地域外
100

80

64

51

295

（80%）

（80%）

（80%）

（20%）

（20%）

（20%）

20

16

13

̶

１回目の循環

2回目の循環

3回目の循環

３回目までの
資金の循環

ケース2
地域内 地域外
100

40

16

6

162

（40%）

（40%）

（40%）

（60%）

（60%）

（60%）

60

24

10

̶

●地域内循環における事業と消費の関係
【事業活動】

【消費活動】

〔事業の地域内循環〕

〔消費の地域内循環〕

（地域外へ流出）

地域の事業所得

事業所の支出

財・サービスの購入

従業員の給与

従業員の給与 財・サービスの購入

●法人企業統計に見る20年間の変化

資料：財務省「法人企業統計」

法人数 平成  6年度
平成26年度

平成  6年度
平成26年度

平成  6年度
平成26年度

平成  6年度
平成26年度

従業員数

売上高

付加価値額

98.8%
98.9%

1.2%
1.1%

69.4%
66.6%

30.6%
33.4%

50.7%
43.6%

49.3%
56.4%

57.7% 42.3%
51.2% 48.8%

資本金１億円未満 資本金１億円以上

●野菜の品物別産出額の全国順位

資料：埼玉県「2015年 埼玉の食料・農林業・農山村」

資料：埼玉県「平成23年埼玉県産業連関表」

１位
２位
３位
４位
５位

ねぎ

埼玉県

千葉県

茨城県

北海道

大分県

ほうれんそう

千葉県

埼玉県

群馬県

茨城県

岐阜県

さといも

埼玉県

宮崎県

千葉県

愛媛県

鹿児島県

こまつな

埼玉県

東京

福岡県

茨城県

千葉県

ブロッコリー

北海道

埼玉県

愛知県

香川県

長野県

えだまめ

千葉県

新潟県

埼玉県

群馬県

山形県

かぶ

千葉県

埼玉県

青森県

京都県

北海道

きゅうり

宮崎県

埼玉県

群馬県

福島県

千葉県

●県際取引から見た産業類型（県内生産額上位15業種）

移輸入率（%）※業種前の数字は生産額の順位

移
輸
出
率（%

）

100

50

0
0 50 100

【移輸出依存型産業】

【県内自給型産業】

15 その他の製造工業製品

8 輸送機械

7 対事業所サービス
13 情報・通信

2 商業9 教育・研究

3 医療・福祉

1 不動産
5 建設、11 公務

4 対個人サービス

14 金融・保険

6 運輸・郵便

10 飲食料品

12 化学製品

【県際交流型産業】

【移輸入依存型産業】

0% 50% 100%
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調査

Research
埼玉県における産業動向と見通し
生産は横ばい圏内の動き、先行きも横ばいとみられる

わが国経済は、このところ弱さもみられるが、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、生産は横ばい、企業収益は高い
水準にあるものの改善に足踏みがみられ、雇用情
勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
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。生産はこのところ横ばい圏内の動き、
先行きも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、百貨
店・スーパー、小雨が鉄鋼であった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、
百貨店・スーパー、小雨が鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きの生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回って推移。産
業向けの電気機械は比較的順調だったが、電子部
品・デバイスが減少、情報通信機器も減少が続い
ている。先行きは現状程度の推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年並みになったとみられる。
先行きの乗用車生産は新型車の発売もあり上向
くと予想される。
○鉄鋼の生産は、前年実績を下回った。先行きにつ
いても、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年並みで推
移した。先行きは住宅などでやや弱含むことも
予想される。

 
（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。工作機械のうち、マシニングセンタは、
過去のものづくり補助金や省エネ補助金による設
備投資下支え効果が薄れてきたことで、このところ
減速していたが、6月に2015年度補正予算に伴う
新たなものづくり補助金の採択企業が決まったこと
もあって、盛り返している。
月ごとの振れ幅が大きい半導体製造装置は、7月

には前年を下回ったものの、中国からの大型受注や、
半導体回路の微細化・立体化を進める半導体メー
カーの動きなどを受けて、ならしてみれば前年を上
回って推移している。フラットパネルディスプレイ製
造装置については、春先以降、前年を上回って堅調
な動きが続いているようだ。
コンプレッサーは、引き続き安定的に推移してい
るが、これまで堅調だった食料品加工機械や医療用
機械器具は、やや減少している。海外経済減速の
影響から、建設機械は依然として低調に推移してお
り、金型についても、生産は低迷している。金型は、
一時、海外から仕事が戻る動きもあったが、為替相
場が円高傾向に振れたことで、こうした動きもみら
れなくなっている。
先行きの一般機械の生産についても、ものづくり
補助金の効果などから、前年の水準は上回るとみら

概況

主要産業の動向

好調に推移している。自動車向けは電子部品の種
類も多く、今後とも期待できる。県内企業でも自動
車向け電子部品のウエイトを高めているところがみ
られる。家電向けはほとんど海外メーカー向けと
なっている。このため、電子部品の生産は国内家電
の販売動向との関連は薄れており、中国、東南アジ
ア、インド、中東などの需要に左右されている。こう
した国では需要は伸びているものの、生産面や部品
調達の変動は激しく、このところ生産調整の動きも
みられたことなどから、県内での部品生産もその影
響を受けている。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化がみられることもあり、県
内の生産は低調な動きが続いている。情報通信機
器向け電子部品は需要や価格の変動が激しく、県
内メーカーでは、この分野から撤退し需要の安定し
ている産業向けにシフトする動きもみられる。
先行きについては、産業向けや海外向けの需要

に期待が持たれるが、全体では現状程度の推移が
見込まれる。
米国の自動車販売にやや不安はあるが、電装化

の進展による需要増に期待している。また、海外の
家電向けも製品の高度化が進んでいることから、使
用される電子部品の点数増、単価増に期待している。
収益面では一部企業では円高の影響を受け厳し

くなっているところもあり、今後の為替動向を注視し
ている。

が前年並みとなったことを受け乗用車部品メーカー
の生産は横ばいで推移したとみられ、トラック部品
メーカーの生産はやや陰りがみられるようだ。
先行きについては、乗用車の生産は上向くことが
予想される一方、トラックの生産はやや弱含みの方
向にあるため、部品メーカー全体としては横ばい圏
内での動きとなると予想される。

（4） 鉄鋼…前年実績を下回る
このところ、首都圏における鉄筋コンクリート造の
建築着工は減少を続けてきたが、春先以降、ようやく
下げ止まってきた。一方、鉄筋組立工や監督者など
の人手不足から、建築現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、鉄骨造を選ぶ動きがみられたが、
足元ではこうした動きも一段落し、鉄骨造の着工は減
少に転じている。棒鋼の生産減少に加え、粗鋼および
鋼半製品（ビレット）の生産が総じて弱含んでいること
もあり、7～9月期の鉄鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は引き続き堅調なものの、都
内のテナントビルについては、先行きの供給過多を
懸念する声が聞かれ始めており、一部では竣工予
定時期を後ずれさせる案件がみられる。好調が続
いていた病院や介護施設などの医療関連施設は、
着工が一段落している。マンションについても、都内
で1億円を超えるような高額物件には、引き続き投
資物件としてのニーズがあるものの、実需中心の郊
外型のマンションでは、販売価格の上昇を受けて、

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

建　　設

百 貨 店・
スーパー

　公共工事、総じて順調に推移。先行きも堅調に推
移する見込み。
　民間工事は、前年並みで推移。先行きも現状程
度の推移が続く見込み。
　住宅は、全体では前年を上回る状況で推移して
いる。先行きはマンションの供給減から弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったと
みられる。先行きもこうした傾向は変わらないと
予想される。

れる。しかし、ものづくり補助金は、近年繰り返し実
施され、かなりの数の企業にいきわたってきたことに
加え、今では採択企業も製造業に限られなくなって
いる。工作機械等の押し上げ効果は低下しつつあり、
一般機械全体では、生産は前年をやや上回る程度
で推移するとみられる。
雇用面では、引き続き人員が不足しており、人材
派遣会社などからの提供も受けにくいとの声が聞か
れたが、中小零細については、それほど逼迫してい
る企業は多くないようだ。

（2） 電気機械…前年をやや下回って推移
7～9月期の生産は、電気機械全体では前年をや

や下回る推移となった模様である。産業向けの電気
機械は比較的好調に推移したものの、変動の大き
い電子部品・デバイスが減少、スマ－トフォンや携帯
電話など情報通信機器は県内生産の減少が続い
ている。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（たとえばパソコンか
らサーバー、家庭用エアコンからビル空調システム
など）を続けている。産業向けの電気機械は企業の
情報システムの高度化や大型化、好調な建設需要
などもあり、比較的順調である。なお、家電製品は、
日本のブランド名で販売されているものも、海外生
産がほとんどで、県内での家電製品の生産は極め
て小さいものとなっている。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが

（3） 輸送機械…生産は前年並みに
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。登録車（普通＋小型乗用車）の販
売台数は前年を上回る月もあり、減少傾向に歯止
めがかかっているが、軽自動車の販売台数は前年
水準を下回る状況が続いている。昨年4月からの軽
自動車税の増税や燃費データ不正問題の影響が
続いているとみられる。
生産動向をみると、県内生産は昨年10～12月期
以降、前年を上回って推移していた。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、前年の生産水準が低かった
こともあり、昨年10～12月期が前年比＋12.6％、今
年1～3月期が同＋20.2％、4～6月期が同＋4.9％と
増加した。昨年、海外で生産していた一部の車種を
国内生産に切り替えたことにより、輸出向けの生産
が大きく増加したことが影響しているとみられる。
7月の輸送機械の鉱工業生産指数は同▲9.4％

と前年を下回ったが、7～9月期全体では前年並み
の生産水準になった模様だ。県内完成車メーカー
の登録車の国内販売が前年割れとなったため、生
産の伸びが低下した。ただ、足元では新型車の発売
に伴う生産の増加もあり、県内生産は再び上向いて
いるとみられる。
先行きについては、新型車の発売による生産増

で、県内生産は上向くと予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年割れ
となった模様だ。国内向けは、都市部の再開発需要
や、東京オリンピックに向けた建設需要、インターネッ
ト通販の普及による物流関連の需要により、比較的
堅調に推移しているが、原油など資源価格の低迷で
資源国を中心に海外向けが落ち込んでいるようだ。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、生産はやや弱含みで推移
するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の生産は、乗用車の生産

一部で購入を手控える動きがみられる。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

は、底打ちから、緩やかな上昇に転じた。中国から輸
出される鋼半製品を対象に、緊急輸入制限措置
（セーフガード）を発動したベトナムが、スクラップの
輸入量を増やしていることや、日本国内で解体工事
からのスクラップ発生量が、例年より少なかったこと
などが背景にある。
鉄鋼メーカーは、製品価格とのスプレッドが縮小

してきたものの、比較的高値の受注契約が残ってい
たことや、原油価格低下に伴う電気代の減少なども
あって、足元の収益は黒字を確保した。
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の案件がピークを迎えるのが、まだ少し先とな
る見込みで、建築需要は引き続き弱めに推移しよう。
しかし、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注残
を相応に抱えており、原材料の需要が大幅に減少
する可能性は低いことから、10～12月期の鉄鋼の
生産は、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
10～12月期にかけて、既存受注契約分の消化が
進めば、スクラップ価格が横ばい程度で推移したと
しても、鉄鋼メーカーのスプレッドは縮小に向かうこ
とになる。ゼネコン側の製品価格引き上げに対する
抵抗感は強く、鉄鋼メーカーの収益は今後悪化す
る可能性が高い。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を下回った。景
気が減速している中国やブラジルでは、油圧ショベ
ルやホイールローダーといった建設機械の需要が
依然として冷え込んでいる。鋳鉄管についても、こ
のところ前年を下回ることが多くなっている。
10～12月期についても、手元の受注残が減って

いる企業が多く、鋳物の生産は引き続き弱含みで
推移する可能性が高い。
足元の収益面は非常に厳しい。電気代は若干
減っているものの、副資材は下がらず、逆に廃砂の

処理費用は増加している。鋳物用銑鉄の価格は比
較的安定しているが、スクラップやコークスの価格
は値上がりしている。需要面の弱さから、製品価格
の引き下げ要請が強まることが懸念されており、先
行きも収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
7～9月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ

ぼ前年並みで推移した。前年同時期も比較的好調
であったため、工事金額、受注残ともに高水準を持
続している状況。資材価格は一時に比べ落ち着い
てきているが、職人をはじめとした人手不足の状況
は続いており、コスト面では高止まりが続いている。
先行きは、受注残はある程度確保できているもの

の、建築価格が上昇したことから住宅などで手控え
も見られ始めるなど、やや弱含むことも予想される。
公共工事：7～9月期の公共工事は、総じて順調な推
移となっており、繁忙な状況が落ち着いてきたという
状況である。内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
河川関連、耐震化の工事が多く、道路関連の工事

は少ない。河川関連は土地取得の必要が少ないた
め、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注を期待している。また、
経済対策については、自然災害が多くなっているこ
ともあり、河川の災害対策や橋梁の改修などが期
待されている。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き老健・介護関連など
の福祉施設が多く、比較的広い土地が出ると、福祉
関係の施設が建設される場合が多い。また、企業の
収益が回復してきたことや、東京オリンピック・パラ
リンピック関連工事の本格化前に完工したいことな
どから、工場やビルのリフォームや耐震化工事の引
き合いも引き続き出ている。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。ただ、
需要が落ち着いてきていることもあり、選別受注が
難しくなりつつあり、収益の面では若干厳しくなるこ
とも見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年を上
回る状況で推移している。
マンションは資材価格や労務費の高止まりから、
建築コストが高くなりすぎて、価格面で需給のギャッ
プが出てきており販売が低調となっている。業者サ
イドでは、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で
きないため、売れそうな物件に絞りこんで対応して
いる。現在、建築状況は堅調なものの、今後の新規
建築計画は手控えられている。
埼玉県におけるマンション契約率は、概ね好不調

の目安といわれる70％を下回って推移している。な
お、投資用マンションの建設は埼玉県内では活発な
様子はみられない。
マンションに比べ価格上昇ペースが緩やかな戸

建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した模様。
注文住宅、分譲住宅ともに、購入意欲は高い。背景
としては、雇用や所得が安定しており、金利も低く、
賃貸の賃料との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢も強く、増加が続いている。
先行きは、マンション、戸建てともに、実需は強い

とみられるが、価格が合わないものは売れなくなっ
ている。とくにマンションは価格が高くなっているこ
とから、先行きの供給は縮小が見込まれる。貸家は
相続対策や低金利などで、現状、需要が強いようで
あるが、一過性の動きとなる懸念もある。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、4～6月
期に続き前年を下回ったとみられる。大規模商業施
設との競合や台風などの天候不順の影響が響き、
県内百貨店の売上は減少傾向が続いている。
品目別では主力の衣料品の不振が続いている。
衣料品は家計リストラの対象になりやすいといった
指摘や、消費者の購入先が専門店やネット通販にシ
フトしているとの指摘があった。また、消費者が品
質・機能・価格面で優れた“良いものを長く着る”よ
うになり、これまでのように流行を追わなくなった、と
いう消費者の購入姿勢の変化もあるようだ。
食料品の売上も低迷し、これまで比較的底堅かっ

た宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品の動きも
株価低迷の影響等により鈍っている。県内百貨店で
は売上全体に占める割合は小さいが、訪日外国人
によるインバウンドの売上の伸びも低下している。
ただ、仏具のおりん等の金工芸品を集めた展示
販売の売上が伸びたところや、富裕層を顧客とした
外商部門の売上はコンスタントに伸びているという
ところもあった。
ボリュームゾーンの中間層の消費も、引き続き勢
いを欠いている。節約志向・価格志向が再び強まり、

顧客の購入姿勢も慎重になってきているという。実
質賃金の伸び悩みや社会保険料の負担増などで
可処分所得があまり増えていないため、消費者は生
活防衛色を強めているようだ。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含み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
を下回ったとみられる。売上は7月が＋0.8％と増加
したが、8月が天候不順等の影響から▲3.1％と減
少し、9月の動きも鈍かったようだ。品目別にみると、
百貨店と同様に衣料品売上の減少が続き、比較的
堅調だった主力の食料品も天候不順で来店客数が
減り減少したようだ。
消費者は価格に対してより敏感になり、節約志向

が再び強まっているとみられる。最近の消費者の傾
向として、いくつかの店舗を比較して価格の安いも
のを選んでいる、特売日やお買い得デーにまとめ買
いをする顧客が多い、安いものを必要なだけ買い余
分な買い物をしない、顧客の反応がよいのは安いも
のと新製品だけ、といった声が聞かれた。こうした消
費者の動きを反映して、顧客の1人当たりの買上げ
単価も落ちているという。
賃金は上昇してはいるものの、そのテンポは鈍く、
消費者の所得増加には弾みがついていない。将来
への不安から生活防衛意識が高まっており、慎重な
買い物姿勢が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

●鉱工業生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

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

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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調査

Research
埼玉県における産業動向と見通し
生産は横ばい圏内の動き、先行きも横ばいとみられる

わが国経済は、このところ弱さもみられるが、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、生産は横ばい、企業収益は高い
水準にあるものの改善に足踏みがみられ、雇用情
勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
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。生産はこのところ横ばい圏内の動き、
先行きも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、百貨
店・スーパー、小雨が鉄鋼であった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、
百貨店・スーパー、小雨が鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きの生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回って推移。産
業向けの電気機械は比較的順調だったが、電子部
品・デバイスが減少、情報通信機器も減少が続い
ている。先行きは現状程度の推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年並みになったとみられる。
先行きの乗用車生産は新型車の発売もあり上向
くと予想される。
○鉄鋼の生産は、前年実績を下回った。先行きにつ
いても、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年並みで推
移した。先行きは住宅などでやや弱含むことも
予想される。

 
（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。工作機械のうち、マシニングセンタは、
過去のものづくり補助金や省エネ補助金による設
備投資下支え効果が薄れてきたことで、このところ
減速していたが、6月に2015年度補正予算に伴う
新たなものづくり補助金の採択企業が決まったこと
もあって、盛り返している。
月ごとの振れ幅が大きい半導体製造装置は、7月

には前年を下回ったものの、中国からの大型受注や、
半導体回路の微細化・立体化を進める半導体メー
カーの動きなどを受けて、ならしてみれば前年を上
回って推移している。フラットパネルディスプレイ製
造装置については、春先以降、前年を上回って堅調
な動きが続いているようだ。
コンプレッサーは、引き続き安定的に推移してい
るが、これまで堅調だった食料品加工機械や医療用
機械器具は、やや減少している。海外経済減速の
影響から、建設機械は依然として低調に推移してお
り、金型についても、生産は低迷している。金型は、
一時、海外から仕事が戻る動きもあったが、為替相
場が円高傾向に振れたことで、こうした動きもみら
れなくなっている。
先行きの一般機械の生産についても、ものづくり
補助金の効果などから、前年の水準は上回るとみら

概況

主要産業の動向

好調に推移している。自動車向けは電子部品の種
類も多く、今後とも期待できる。県内企業でも自動
車向け電子部品のウエイトを高めているところがみ
られる。家電向けはほとんど海外メーカー向けと
なっている。このため、電子部品の生産は国内家電
の販売動向との関連は薄れており、中国、東南アジ
ア、インド、中東などの需要に左右されている。こう
した国では需要は伸びているものの、生産面や部品
調達の変動は激しく、このところ生産調整の動きも
みられたことなどから、県内での部品生産もその影
響を受けている。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化がみられることもあり、県
内の生産は低調な動きが続いている。情報通信機
器向け電子部品は需要や価格の変動が激しく、県
内メーカーでは、この分野から撤退し需要の安定し
ている産業向けにシフトする動きもみられる。
先行きについては、産業向けや海外向けの需要

に期待が持たれるが、全体では現状程度の推移が
見込まれる。
米国の自動車販売にやや不安はあるが、電装化

の進展による需要増に期待している。また、海外の
家電向けも製品の高度化が進んでいることから、使
用される電子部品の点数増、単価増に期待している。
収益面では一部企業では円高の影響を受け厳し

くなっているところもあり、今後の為替動向を注視し
ている。

が前年並みとなったことを受け乗用車部品メーカー
の生産は横ばいで推移したとみられ、トラック部品
メーカーの生産はやや陰りがみられるようだ。
先行きについては、乗用車の生産は上向くことが
予想される一方、トラックの生産はやや弱含みの方
向にあるため、部品メーカー全体としては横ばい圏
内での動きとなると予想される。

（4） 鉄鋼…前年実績を下回る
このところ、首都圏における鉄筋コンクリート造の
建築着工は減少を続けてきたが、春先以降、ようやく
下げ止まってきた。一方、鉄筋組立工や監督者など
の人手不足から、建築現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、鉄骨造を選ぶ動きがみられたが、
足元ではこうした動きも一段落し、鉄骨造の着工は減
少に転じている。棒鋼の生産減少に加え、粗鋼および
鋼半製品（ビレット）の生産が総じて弱含んでいること
もあり、7～9月期の鉄鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は引き続き堅調なものの、都
内のテナントビルについては、先行きの供給過多を
懸念する声が聞かれ始めており、一部では竣工予
定時期を後ずれさせる案件がみられる。好調が続
いていた病院や介護施設などの医療関連施設は、
着工が一段落している。マンションについても、都内
で1億円を超えるような高額物件には、引き続き投
資物件としてのニーズがあるものの、実需中心の郊
外型のマンションでは、販売価格の上昇を受けて、

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

建　　設

百 貨 店・
スーパー

　公共工事、総じて順調に推移。先行きも堅調に推
移する見込み。
　民間工事は、前年並みで推移。先行きも現状程
度の推移が続く見込み。
　住宅は、全体では前年を上回る状況で推移して
いる。先行きはマンションの供給減から弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったと
みられる。先行きもこうした傾向は変わらないと
予想される。

れる。しかし、ものづくり補助金は、近年繰り返し実
施され、かなりの数の企業にいきわたってきたことに
加え、今では採択企業も製造業に限られなくなって
いる。工作機械等の押し上げ効果は低下しつつあり、
一般機械全体では、生産は前年をやや上回る程度
で推移するとみられる。
雇用面では、引き続き人員が不足しており、人材
派遣会社などからの提供も受けにくいとの声が聞か
れたが、中小零細については、それほど逼迫してい
る企業は多くないようだ。

（2） 電気機械…前年をやや下回って推移
7～9月期の生産は、電気機械全体では前年をや

や下回る推移となった模様である。産業向けの電気
機械は比較的好調に推移したものの、変動の大き
い電子部品・デバイスが減少、スマ－トフォンや携帯
電話など情報通信機器は県内生産の減少が続い
ている。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（たとえばパソコンか
らサーバー、家庭用エアコンからビル空調システム
など）を続けている。産業向けの電気機械は企業の
情報システムの高度化や大型化、好調な建設需要
などもあり、比較的順調である。なお、家電製品は、
日本のブランド名で販売されているものも、海外生
産がほとんどで、県内での家電製品の生産は極め
て小さいものとなっている。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが

（3） 輸送機械…生産は前年並みに
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。登録車（普通＋小型乗用車）の販
売台数は前年を上回る月もあり、減少傾向に歯止
めがかかっているが、軽自動車の販売台数は前年
水準を下回る状況が続いている。昨年4月からの軽
自動車税の増税や燃費データ不正問題の影響が
続いているとみられる。
生産動向をみると、県内生産は昨年10～12月期
以降、前年を上回って推移していた。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、前年の生産水準が低かった
こともあり、昨年10～12月期が前年比＋12.6％、今
年1～3月期が同＋20.2％、4～6月期が同＋4.9％と
増加した。昨年、海外で生産していた一部の車種を
国内生産に切り替えたことにより、輸出向けの生産
が大きく増加したことが影響しているとみられる。
7月の輸送機械の鉱工業生産指数は同▲9.4％

と前年を下回ったが、7～9月期全体では前年並み
の生産水準になった模様だ。県内完成車メーカー
の登録車の国内販売が前年割れとなったため、生
産の伸びが低下した。ただ、足元では新型車の発売
に伴う生産の増加もあり、県内生産は再び上向いて
いるとみられる。
先行きについては、新型車の発売による生産増

で、県内生産は上向くと予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年割れ
となった模様だ。国内向けは、都市部の再開発需要
や、東京オリンピックに向けた建設需要、インターネッ
ト通販の普及による物流関連の需要により、比較的
堅調に推移しているが、原油など資源価格の低迷で
資源国を中心に海外向けが落ち込んでいるようだ。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、生産はやや弱含みで推移
するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の生産は、乗用車の生産

一部で購入を手控える動きがみられる。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

は、底打ちから、緩やかな上昇に転じた。中国から輸
出される鋼半製品を対象に、緊急輸入制限措置
（セーフガード）を発動したベトナムが、スクラップの
輸入量を増やしていることや、日本国内で解体工事
からのスクラップ発生量が、例年より少なかったこと
などが背景にある。
鉄鋼メーカーは、製品価格とのスプレッドが縮小

してきたものの、比較的高値の受注契約が残ってい
たことや、原油価格低下に伴う電気代の減少なども
あって、足元の収益は黒字を確保した。
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の案件がピークを迎えるのが、まだ少し先とな
る見込みで、建築需要は引き続き弱めに推移しよう。
しかし、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注残
を相応に抱えており、原材料の需要が大幅に減少
する可能性は低いことから、10～12月期の鉄鋼の
生産は、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
10～12月期にかけて、既存受注契約分の消化が
進めば、スクラップ価格が横ばい程度で推移したと
しても、鉄鋼メーカーのスプレッドは縮小に向かうこ
とになる。ゼネコン側の製品価格引き上げに対する
抵抗感は強く、鉄鋼メーカーの収益は今後悪化す
る可能性が高い。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を下回った。景
気が減速している中国やブラジルでは、油圧ショベ
ルやホイールローダーといった建設機械の需要が
依然として冷え込んでいる。鋳鉄管についても、こ
のところ前年を下回ることが多くなっている。
10～12月期についても、手元の受注残が減って

いる企業が多く、鋳物の生産は引き続き弱含みで
推移する可能性が高い。
足元の収益面は非常に厳しい。電気代は若干
減っているものの、副資材は下がらず、逆に廃砂の

処理費用は増加している。鋳物用銑鉄の価格は比
較的安定しているが、スクラップやコークスの価格
は値上がりしている。需要面の弱さから、製品価格
の引き下げ要請が強まることが懸念されており、先
行きも収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
7～9月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ

ぼ前年並みで推移した。前年同時期も比較的好調
であったため、工事金額、受注残ともに高水準を持
続している状況。資材価格は一時に比べ落ち着い
てきているが、職人をはじめとした人手不足の状況
は続いており、コスト面では高止まりが続いている。
先行きは、受注残はある程度確保できているもの

の、建築価格が上昇したことから住宅などで手控え
も見られ始めるなど、やや弱含むことも予想される。
公共工事：7～9月期の公共工事は、総じて順調な推
移となっており、繁忙な状況が落ち着いてきたという
状況である。内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
河川関連、耐震化の工事が多く、道路関連の工事

は少ない。河川関連は土地取得の必要が少ないた
め、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注を期待している。また、
経済対策については、自然災害が多くなっているこ
ともあり、河川の災害対策や橋梁の改修などが期
待されている。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き老健・介護関連など
の福祉施設が多く、比較的広い土地が出ると、福祉
関係の施設が建設される場合が多い。また、企業の
収益が回復してきたことや、東京オリンピック・パラ
リンピック関連工事の本格化前に完工したいことな
どから、工場やビルのリフォームや耐震化工事の引
き合いも引き続き出ている。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。ただ、
需要が落ち着いてきていることもあり、選別受注が
難しくなりつつあり、収益の面では若干厳しくなるこ
とも見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年を上
回る状況で推移している。
マンションは資材価格や労務費の高止まりから、
建築コストが高くなりすぎて、価格面で需給のギャッ
プが出てきており販売が低調となっている。業者サ
イドでは、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で
きないため、売れそうな物件に絞りこんで対応して
いる。現在、建築状況は堅調なものの、今後の新規
建築計画は手控えられている。
埼玉県におけるマンション契約率は、概ね好不調

の目安といわれる70％を下回って推移している。な
お、投資用マンションの建設は埼玉県内では活発な
様子はみられない。
マンションに比べ価格上昇ペースが緩やかな戸

建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した模様。
注文住宅、分譲住宅ともに、購入意欲は高い。背景
としては、雇用や所得が安定しており、金利も低く、
賃貸の賃料との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢も強く、増加が続いている。
先行きは、マンション、戸建てともに、実需は強い

とみられるが、価格が合わないものは売れなくなっ
ている。とくにマンションは価格が高くなっているこ
とから、先行きの供給は縮小が見込まれる。貸家は
相続対策や低金利などで、現状、需要が強いようで
あるが、一過性の動きとなる懸念もある。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、4～6月
期に続き前年を下回ったとみられる。大規模商業施
設との競合や台風などの天候不順の影響が響き、
県内百貨店の売上は減少傾向が続いている。
品目別では主力の衣料品の不振が続いている。
衣料品は家計リストラの対象になりやすいといった
指摘や、消費者の購入先が専門店やネット通販にシ
フトしているとの指摘があった。また、消費者が品
質・機能・価格面で優れた“良いものを長く着る”よ
うになり、これまでのように流行を追わなくなった、と
いう消費者の購入姿勢の変化もあるようだ。
食料品の売上も低迷し、これまで比較的底堅かっ

た宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品の動きも
株価低迷の影響等により鈍っている。県内百貨店で
は売上全体に占める割合は小さいが、訪日外国人
によるインバウンドの売上の伸びも低下している。
ただ、仏具のおりん等の金工芸品を集めた展示
販売の売上が伸びたところや、富裕層を顧客とした
外商部門の売上はコンスタントに伸びているという
ところもあった。
ボリュームゾーンの中間層の消費も、引き続き勢
いを欠いている。節約志向・価格志向が再び強まり、

顧客の購入姿勢も慎重になってきているという。実
質賃金の伸び悩みや社会保険料の負担増などで
可処分所得があまり増えていないため、消費者は生
活防衛色を強めているようだ。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含み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
を下回ったとみられる。売上は7月が＋0.8％と増加
したが、8月が天候不順等の影響から▲3.1％と減
少し、9月の動きも鈍かったようだ。品目別にみると、
百貨店と同様に衣料品売上の減少が続き、比較的
堅調だった主力の食料品も天候不順で来店客数が
減り減少したようだ。
消費者は価格に対してより敏感になり、節約志向

が再び強まっているとみられる。最近の消費者の傾
向として、いくつかの店舗を比較して価格の安いも
のを選んでいる、特売日やお買い得デーにまとめ買
いをする顧客が多い、安いものを必要なだけ買い余
分な買い物をしない、顧客の反応がよいのは安いも
のと新製品だけ、といった声が聞かれた。こうした消
費者の動きを反映して、顧客の1人当たりの買上げ
単価も落ちているという。
賃金は上昇してはいるものの、そのテンポは鈍く、
消費者の所得増加には弾みがついていない。将来
への不安から生活防衛意識が高まっており、慎重な
買い物姿勢が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

●鉱工業生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

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

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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わが国経済は、このところ弱さもみられるが、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、生産は横ばい、企業収益は高い
水準にあるものの改善に足踏みがみられ、雇用情
勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
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。生産はこのところ横ばい圏内の動き、
先行きも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、百貨
店・スーパー、小雨が鉄鋼であった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、
百貨店・スーパー、小雨が鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きの生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回って推移。産
業向けの電気機械は比較的順調だったが、電子部
品・デバイスが減少、情報通信機器も減少が続い
ている。先行きは現状程度の推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年並みになったとみられる。
先行きの乗用車生産は新型車の発売もあり上向
くと予想される。
○鉄鋼の生産は、前年実績を下回った。先行きにつ
いても、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年並みで推
移した。先行きは住宅などでやや弱含むことも
予想される。

 
（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。工作機械のうち、マシニングセンタは、
過去のものづくり補助金や省エネ補助金による設
備投資下支え効果が薄れてきたことで、このところ
減速していたが、6月に2015年度補正予算に伴う
新たなものづくり補助金の採択企業が決まったこと
もあって、盛り返している。
月ごとの振れ幅が大きい半導体製造装置は、7月

には前年を下回ったものの、中国からの大型受注や、
半導体回路の微細化・立体化を進める半導体メー
カーの動きなどを受けて、ならしてみれば前年を上
回って推移している。フラットパネルディスプレイ製
造装置については、春先以降、前年を上回って堅調
な動きが続いているようだ。
コンプレッサーは、引き続き安定的に推移してい
るが、これまで堅調だった食料品加工機械や医療用
機械器具は、やや減少している。海外経済減速の
影響から、建設機械は依然として低調に推移してお
り、金型についても、生産は低迷している。金型は、
一時、海外から仕事が戻る動きもあったが、為替相
場が円高傾向に振れたことで、こうした動きもみら
れなくなっている。
先行きの一般機械の生産についても、ものづくり
補助金の効果などから、前年の水準は上回るとみら

好調に推移している。自動車向けは電子部品の種
類も多く、今後とも期待できる。県内企業でも自動
車向け電子部品のウエイトを高めているところがみ
られる。家電向けはほとんど海外メーカー向けと
なっている。このため、電子部品の生産は国内家電
の販売動向との関連は薄れており、中国、東南アジ
ア、インド、中東などの需要に左右されている。こう
した国では需要は伸びているものの、生産面や部品
調達の変動は激しく、このところ生産調整の動きも
みられたことなどから、県内での部品生産もその影
響を受けている。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化がみられることもあり、県
内の生産は低調な動きが続いている。情報通信機
器向け電子部品は需要や価格の変動が激しく、県
内メーカーでは、この分野から撤退し需要の安定し
ている産業向けにシフトする動きもみられる。
先行きについては、産業向けや海外向けの需要

に期待が持たれるが、全体では現状程度の推移が
見込まれる。
米国の自動車販売にやや不安はあるが、電装化

の進展による需要増に期待している。また、海外の
家電向けも製品の高度化が進んでいることから、使
用される電子部品の点数増、単価増に期待している。
収益面では一部企業では円高の影響を受け厳し

くなっているところもあり、今後の為替動向を注視し
ている。

が前年並みとなったことを受け乗用車部品メーカー
の生産は横ばいで推移したとみられ、トラック部品
メーカーの生産はやや陰りがみられるようだ。
先行きについては、乗用車の生産は上向くことが
予想される一方、トラックの生産はやや弱含みの方
向にあるため、部品メーカー全体としては横ばい圏
内での動きとなると予想される。

（4） 鉄鋼…前年実績を下回る
このところ、首都圏における鉄筋コンクリート造の
建築着工は減少を続けてきたが、春先以降、ようやく
下げ止まってきた。一方、鉄筋組立工や監督者など
の人手不足から、建築現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、鉄骨造を選ぶ動きがみられたが、
足元ではこうした動きも一段落し、鉄骨造の着工は減
少に転じている。棒鋼の生産減少に加え、粗鋼および
鋼半製品（ビレット）の生産が総じて弱含んでいること
もあり、7～9月期の鉄鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は引き続き堅調なものの、都
内のテナントビルについては、先行きの供給過多を
懸念する声が聞かれ始めており、一部では竣工予
定時期を後ずれさせる案件がみられる。好調が続
いていた病院や介護施設などの医療関連施設は、
着工が一段落している。マンションについても、都内
で1億円を超えるような高額物件には、引き続き投
資物件としてのニーズがあるものの、実需中心の郊
外型のマンションでは、販売価格の上昇を受けて、

　公共工事、総じて順調に推移。先行きも堅調に推
移する見込み。
　民間工事は、前年並みで推移。先行きも現状程
度の推移が続く見込み。
　住宅は、全体では前年を上回る状況で推移して
いる。先行きはマンションの供給減から弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったと
みられる。先行きもこうした傾向は変わらないと
予想される。

れる。しかし、ものづくり補助金は、近年繰り返し実
施され、かなりの数の企業にいきわたってきたことに
加え、今では採択企業も製造業に限られなくなって
いる。工作機械等の押し上げ効果は低下しつつあり、
一般機械全体では、生産は前年をやや上回る程度
で推移するとみられる。
雇用面では、引き続き人員が不足しており、人材
派遣会社などからの提供も受けにくいとの声が聞か
れたが、中小零細については、それほど逼迫してい
る企業は多くないようだ。

（2） 電気機械…前年をやや下回って推移
7～9月期の生産は、電気機械全体では前年をや

や下回る推移となった模様である。産業向けの電気
機械は比較的好調に推移したものの、変動の大き
い電子部品・デバイスが減少、スマ－トフォンや携帯
電話など情報通信機器は県内生産の減少が続い
ている。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（たとえばパソコンか
らサーバー、家庭用エアコンからビル空調システム
など）を続けている。産業向けの電気機械は企業の
情報システムの高度化や大型化、好調な建設需要
などもあり、比較的順調である。なお、家電製品は、
日本のブランド名で販売されているものも、海外生
産がほとんどで、県内での家電製品の生産は極め
て小さいものとなっている。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが

（3） 輸送機械…生産は前年並みに
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。登録車（普通＋小型乗用車）の販
売台数は前年を上回る月もあり、減少傾向に歯止
めがかかっているが、軽自動車の販売台数は前年
水準を下回る状況が続いている。昨年4月からの軽
自動車税の増税や燃費データ不正問題の影響が
続いているとみられる。
生産動向をみると、県内生産は昨年10～12月期
以降、前年を上回って推移していた。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、前年の生産水準が低かった
こともあり、昨年10～12月期が前年比＋12.6％、今
年1～3月期が同＋20.2％、4～6月期が同＋4.9％と
増加した。昨年、海外で生産していた一部の車種を
国内生産に切り替えたことにより、輸出向けの生産
が大きく増加したことが影響しているとみられる。
7月の輸送機械の鉱工業生産指数は同▲9.4％

と前年を下回ったが、7～9月期全体では前年並み
の生産水準になった模様だ。県内完成車メーカー
の登録車の国内販売が前年割れとなったため、生
産の伸びが低下した。ただ、足元では新型車の発売
に伴う生産の増加もあり、県内生産は再び上向いて
いるとみられる。
先行きについては、新型車の発売による生産増

で、県内生産は上向くと予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年割れ
となった模様だ。国内向けは、都市部の再開発需要
や、東京オリンピックに向けた建設需要、インターネッ
ト通販の普及による物流関連の需要により、比較的
堅調に推移しているが、原油など資源価格の低迷で
資源国を中心に海外向けが落ち込んでいるようだ。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、生産はやや弱含みで推移
するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の生産は、乗用車の生産

一部で購入を手控える動きがみられる。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

は、底打ちから、緩やかな上昇に転じた。中国から輸
出される鋼半製品を対象に、緊急輸入制限措置
（セーフガード）を発動したベトナムが、スクラップの
輸入量を増やしていることや、日本国内で解体工事
からのスクラップ発生量が、例年より少なかったこと
などが背景にある。
鉄鋼メーカーは、製品価格とのスプレッドが縮小

してきたものの、比較的高値の受注契約が残ってい
たことや、原油価格低下に伴う電気代の減少なども
あって、足元の収益は黒字を確保した。
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の案件がピークを迎えるのが、まだ少し先とな
る見込みで、建築需要は引き続き弱めに推移しよう。
しかし、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注残
を相応に抱えており、原材料の需要が大幅に減少
する可能性は低いことから、10～12月期の鉄鋼の
生産は、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
10～12月期にかけて、既存受注契約分の消化が
進めば、スクラップ価格が横ばい程度で推移したと
しても、鉄鋼メーカーのスプレッドは縮小に向かうこ
とになる。ゼネコン側の製品価格引き上げに対する
抵抗感は強く、鉄鋼メーカーの収益は今後悪化す
る可能性が高い。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を下回った。景
気が減速している中国やブラジルでは、油圧ショベ
ルやホイールローダーといった建設機械の需要が
依然として冷え込んでいる。鋳鉄管についても、こ
のところ前年を下回ることが多くなっている。
10～12月期についても、手元の受注残が減って

いる企業が多く、鋳物の生産は引き続き弱含みで
推移する可能性が高い。
足元の収益面は非常に厳しい。電気代は若干
減っているものの、副資材は下がらず、逆に廃砂の

処理費用は増加している。鋳物用銑鉄の価格は比
較的安定しているが、スクラップやコークスの価格
は値上がりしている。需要面の弱さから、製品価格
の引き下げ要請が強まることが懸念されており、先
行きも収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
7～9月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ

ぼ前年並みで推移した。前年同時期も比較的好調
であったため、工事金額、受注残ともに高水準を持
続している状況。資材価格は一時に比べ落ち着い
てきているが、職人をはじめとした人手不足の状況
は続いており、コスト面では高止まりが続いている。
先行きは、受注残はある程度確保できているもの

の、建築価格が上昇したことから住宅などで手控え
も見られ始めるなど、やや弱含むことも予想される。
公共工事：7～9月期の公共工事は、総じて順調な推
移となっており、繁忙な状況が落ち着いてきたという
状況である。内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
河川関連、耐震化の工事が多く、道路関連の工事

は少ない。河川関連は土地取得の必要が少ないた
め、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注を期待している。また、
経済対策については、自然災害が多くなっているこ
ともあり、河川の災害対策や橋梁の改修などが期
待されている。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き老健・介護関連など
の福祉施設が多く、比較的広い土地が出ると、福祉
関係の施設が建設される場合が多い。また、企業の
収益が回復してきたことや、東京オリンピック・パラ
リンピック関連工事の本格化前に完工したいことな
どから、工場やビルのリフォームや耐震化工事の引
き合いも引き続き出ている。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。ただ、
需要が落ち着いてきていることもあり、選別受注が
難しくなりつつあり、収益の面では若干厳しくなるこ
とも見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年を上
回る状況で推移している。
マンションは資材価格や労務費の高止まりから、
建築コストが高くなりすぎて、価格面で需給のギャッ
プが出てきており販売が低調となっている。業者サ
イドでは、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で
きないため、売れそうな物件に絞りこんで対応して
いる。現在、建築状況は堅調なものの、今後の新規
建築計画は手控えられている。
埼玉県におけるマンション契約率は、概ね好不調

の目安といわれる70％を下回って推移している。な
お、投資用マンションの建設は埼玉県内では活発な
様子はみられない。
マンションに比べ価格上昇ペースが緩やかな戸

建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した模様。
注文住宅、分譲住宅ともに、購入意欲は高い。背景
としては、雇用や所得が安定しており、金利も低く、
賃貸の賃料との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢も強く、増加が続いている。
先行きは、マンション、戸建てともに、実需は強い

とみられるが、価格が合わないものは売れなくなっ
ている。とくにマンションは価格が高くなっているこ
とから、先行きの供給は縮小が見込まれる。貸家は
相続対策や低金利などで、現状、需要が強いようで
あるが、一過性の動きとなる懸念もある。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、4～6月
期に続き前年を下回ったとみられる。大規模商業施
設との競合や台風などの天候不順の影響が響き、
県内百貨店の売上は減少傾向が続いている。
品目別では主力の衣料品の不振が続いている。
衣料品は家計リストラの対象になりやすいといった
指摘や、消費者の購入先が専門店やネット通販にシ
フトしているとの指摘があった。また、消費者が品
質・機能・価格面で優れた“良いものを長く着る”よ
うになり、これまでのように流行を追わなくなった、と
いう消費者の購入姿勢の変化もあるようだ。
食料品の売上も低迷し、これまで比較的底堅かっ

た宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品の動きも
株価低迷の影響等により鈍っている。県内百貨店で
は売上全体に占める割合は小さいが、訪日外国人
によるインバウンドの売上の伸びも低下している。
ただ、仏具のおりん等の金工芸品を集めた展示
販売の売上が伸びたところや、富裕層を顧客とした
外商部門の売上はコンスタントに伸びているという
ところもあった。
ボリュームゾーンの中間層の消費も、引き続き勢
いを欠いている。節約志向・価格志向が再び強まり、

顧客の購入姿勢も慎重になってきているという。実
質賃金の伸び悩みや社会保険料の負担増などで
可処分所得があまり増えていないため、消費者は生
活防衛色を強めているようだ。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含み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
を下回ったとみられる。売上は7月が＋0.8％と増加
したが、8月が天候不順等の影響から▲3.1％と減
少し、9月の動きも鈍かったようだ。品目別にみると、
百貨店と同様に衣料品売上の減少が続き、比較的
堅調だった主力の食料品も天候不順で来店客数が
減り減少したようだ。
消費者は価格に対してより敏感になり、節約志向

が再び強まっているとみられる。最近の消費者の傾
向として、いくつかの店舗を比較して価格の安いも
のを選んでいる、特売日やお買い得デーにまとめ買
いをする顧客が多い、安いものを必要なだけ買い余
分な買い物をしない、顧客の反応がよいのは安いも
のと新製品だけ、といった声が聞かれた。こうした消
費者の動きを反映して、顧客の1人当たりの買上げ
単価も落ちているという。
賃金は上昇してはいるものの、そのテンポは鈍く、
消費者の所得増加には弾みがついていない。将来
への不安から生活防衛意識が高まっており、慎重な
買い物姿勢が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

●電気機械全体の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
(注)電気機械全体＝電子部品・デバイス＋電気機械＋情報通信機械
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●輸送機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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わが国経済は、このところ弱さもみられるが、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、生産は横ばい、企業収益は高い
水準にあるものの改善に足踏みがみられ、雇用情
勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
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。生産はこのところ横ばい圏内の動き、
先行きも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、百貨
店・スーパー、小雨が鉄鋼であった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、
百貨店・スーパー、小雨が鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きの生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回って推移。産
業向けの電気機械は比較的順調だったが、電子部
品・デバイスが減少、情報通信機器も減少が続い
ている。先行きは現状程度の推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年並みになったとみられる。
先行きの乗用車生産は新型車の発売もあり上向
くと予想される。
○鉄鋼の生産は、前年実績を下回った。先行きにつ
いても、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年並みで推
移した。先行きは住宅などでやや弱含むことも
予想される。

 
（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。工作機械のうち、マシニングセンタは、
過去のものづくり補助金や省エネ補助金による設
備投資下支え効果が薄れてきたことで、このところ
減速していたが、6月に2015年度補正予算に伴う
新たなものづくり補助金の採択企業が決まったこと
もあって、盛り返している。
月ごとの振れ幅が大きい半導体製造装置は、7月

には前年を下回ったものの、中国からの大型受注や、
半導体回路の微細化・立体化を進める半導体メー
カーの動きなどを受けて、ならしてみれば前年を上
回って推移している。フラットパネルディスプレイ製
造装置については、春先以降、前年を上回って堅調
な動きが続いているようだ。
コンプレッサーは、引き続き安定的に推移してい
るが、これまで堅調だった食料品加工機械や医療用
機械器具は、やや減少している。海外経済減速の
影響から、建設機械は依然として低調に推移してお
り、金型についても、生産は低迷している。金型は、
一時、海外から仕事が戻る動きもあったが、為替相
場が円高傾向に振れたことで、こうした動きもみら
れなくなっている。
先行きの一般機械の生産についても、ものづくり
補助金の効果などから、前年の水準は上回るとみら

好調に推移している。自動車向けは電子部品の種
類も多く、今後とも期待できる。県内企業でも自動
車向け電子部品のウエイトを高めているところがみ
られる。家電向けはほとんど海外メーカー向けと
なっている。このため、電子部品の生産は国内家電
の販売動向との関連は薄れており、中国、東南アジ
ア、インド、中東などの需要に左右されている。こう
した国では需要は伸びているものの、生産面や部品
調達の変動は激しく、このところ生産調整の動きも
みられたことなどから、県内での部品生産もその影
響を受けている。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化がみられることもあり、県
内の生産は低調な動きが続いている。情報通信機
器向け電子部品は需要や価格の変動が激しく、県
内メーカーでは、この分野から撤退し需要の安定し
ている産業向けにシフトする動きもみられる。
先行きについては、産業向けや海外向けの需要

に期待が持たれるが、全体では現状程度の推移が
見込まれる。
米国の自動車販売にやや不安はあるが、電装化

の進展による需要増に期待している。また、海外の
家電向けも製品の高度化が進んでいることから、使
用される電子部品の点数増、単価増に期待している。
収益面では一部企業では円高の影響を受け厳し

くなっているところもあり、今後の為替動向を注視し
ている。

が前年並みとなったことを受け乗用車部品メーカー
の生産は横ばいで推移したとみられ、トラック部品
メーカーの生産はやや陰りがみられるようだ。
先行きについては、乗用車の生産は上向くことが
予想される一方、トラックの生産はやや弱含みの方
向にあるため、部品メーカー全体としては横ばい圏
内での動きとなると予想される。

（4） 鉄鋼…前年実績を下回る
このところ、首都圏における鉄筋コンクリート造の
建築着工は減少を続けてきたが、春先以降、ようやく
下げ止まってきた。一方、鉄筋組立工や監督者など
の人手不足から、建築現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、鉄骨造を選ぶ動きがみられたが、
足元ではこうした動きも一段落し、鉄骨造の着工は減
少に転じている。棒鋼の生産減少に加え、粗鋼および
鋼半製品（ビレット）の生産が総じて弱含んでいること
もあり、7～9月期の鉄鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は引き続き堅調なものの、都
内のテナントビルについては、先行きの供給過多を
懸念する声が聞かれ始めており、一部では竣工予
定時期を後ずれさせる案件がみられる。好調が続
いていた病院や介護施設などの医療関連施設は、
着工が一段落している。マンションについても、都内
で1億円を超えるような高額物件には、引き続き投
資物件としてのニーズがあるものの、実需中心の郊
外型のマンションでは、販売価格の上昇を受けて、

　公共工事、総じて順調に推移。先行きも堅調に推
移する見込み。
　民間工事は、前年並みで推移。先行きも現状程
度の推移が続く見込み。
　住宅は、全体では前年を上回る状況で推移して
いる。先行きはマンションの供給減から弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったと
みられる。先行きもこうした傾向は変わらないと
予想される。

れる。しかし、ものづくり補助金は、近年繰り返し実
施され、かなりの数の企業にいきわたってきたことに
加え、今では採択企業も製造業に限られなくなって
いる。工作機械等の押し上げ効果は低下しつつあり、
一般機械全体では、生産は前年をやや上回る程度
で推移するとみられる。
雇用面では、引き続き人員が不足しており、人材
派遣会社などからの提供も受けにくいとの声が聞か
れたが、中小零細については、それほど逼迫してい
る企業は多くないようだ。

（2） 電気機械…前年をやや下回って推移
7～9月期の生産は、電気機械全体では前年をや

や下回る推移となった模様である。産業向けの電気
機械は比較的好調に推移したものの、変動の大き
い電子部品・デバイスが減少、スマ－トフォンや携帯
電話など情報通信機器は県内生産の減少が続い
ている。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（たとえばパソコンか
らサーバー、家庭用エアコンからビル空調システム
など）を続けている。産業向けの電気機械は企業の
情報システムの高度化や大型化、好調な建設需要
などもあり、比較的順調である。なお、家電製品は、
日本のブランド名で販売されているものも、海外生
産がほとんどで、県内での家電製品の生産は極め
て小さいものとなっている。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが

（3） 輸送機械…生産は前年並みに
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。登録車（普通＋小型乗用車）の販
売台数は前年を上回る月もあり、減少傾向に歯止
めがかかっているが、軽自動車の販売台数は前年
水準を下回る状況が続いている。昨年4月からの軽
自動車税の増税や燃費データ不正問題の影響が
続いているとみられる。
生産動向をみると、県内生産は昨年10～12月期
以降、前年を上回って推移していた。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、前年の生産水準が低かった
こともあり、昨年10～12月期が前年比＋12.6％、今
年1～3月期が同＋20.2％、4～6月期が同＋4.9％と
増加した。昨年、海外で生産していた一部の車種を
国内生産に切り替えたことにより、輸出向けの生産
が大きく増加したことが影響しているとみられる。
7月の輸送機械の鉱工業生産指数は同▲9.4％

と前年を下回ったが、7～9月期全体では前年並み
の生産水準になった模様だ。県内完成車メーカー
の登録車の国内販売が前年割れとなったため、生
産の伸びが低下した。ただ、足元では新型車の発売
に伴う生産の増加もあり、県内生産は再び上向いて
いるとみられる。
先行きについては、新型車の発売による生産増

で、県内生産は上向くと予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年割れ
となった模様だ。国内向けは、都市部の再開発需要
や、東京オリンピックに向けた建設需要、インターネッ
ト通販の普及による物流関連の需要により、比較的
堅調に推移しているが、原油など資源価格の低迷で
資源国を中心に海外向けが落ち込んでいるようだ。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、生産はやや弱含みで推移
するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の生産は、乗用車の生産

一部で購入を手控える動きがみられる。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

は、底打ちから、緩やかな上昇に転じた。中国から輸
出される鋼半製品を対象に、緊急輸入制限措置
（セーフガード）を発動したベトナムが、スクラップの
輸入量を増やしていることや、日本国内で解体工事
からのスクラップ発生量が、例年より少なかったこと
などが背景にある。
鉄鋼メーカーは、製品価格とのスプレッドが縮小

してきたものの、比較的高値の受注契約が残ってい
たことや、原油価格低下に伴う電気代の減少なども
あって、足元の収益は黒字を確保した。
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の案件がピークを迎えるのが、まだ少し先とな
る見込みで、建築需要は引き続き弱めに推移しよう。
しかし、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注残
を相応に抱えており、原材料の需要が大幅に減少
する可能性は低いことから、10～12月期の鉄鋼の
生産は、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
10～12月期にかけて、既存受注契約分の消化が
進めば、スクラップ価格が横ばい程度で推移したと
しても、鉄鋼メーカーのスプレッドは縮小に向かうこ
とになる。ゼネコン側の製品価格引き上げに対する
抵抗感は強く、鉄鋼メーカーの収益は今後悪化す
る可能性が高い。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を下回った。景
気が減速している中国やブラジルでは、油圧ショベ
ルやホイールローダーといった建設機械の需要が
依然として冷え込んでいる。鋳鉄管についても、こ
のところ前年を下回ることが多くなっている。
10～12月期についても、手元の受注残が減って

いる企業が多く、鋳物の生産は引き続き弱含みで
推移する可能性が高い。
足元の収益面は非常に厳しい。電気代は若干
減っているものの、副資材は下がらず、逆に廃砂の

処理費用は増加している。鋳物用銑鉄の価格は比
較的安定しているが、スクラップやコークスの価格
は値上がりしている。需要面の弱さから、製品価格
の引き下げ要請が強まることが懸念されており、先
行きも収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
7～9月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ

ぼ前年並みで推移した。前年同時期も比較的好調
であったため、工事金額、受注残ともに高水準を持
続している状況。資材価格は一時に比べ落ち着い
てきているが、職人をはじめとした人手不足の状況
は続いており、コスト面では高止まりが続いている。
先行きは、受注残はある程度確保できているもの

の、建築価格が上昇したことから住宅などで手控え
も見られ始めるなど、やや弱含むことも予想される。
公共工事：7～9月期の公共工事は、総じて順調な推
移となっており、繁忙な状況が落ち着いてきたという
状況である。内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
河川関連、耐震化の工事が多く、道路関連の工事

は少ない。河川関連は土地取得の必要が少ないた
め、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注を期待している。また、
経済対策については、自然災害が多くなっているこ
ともあり、河川の災害対策や橋梁の改修などが期
待されている。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き老健・介護関連など
の福祉施設が多く、比較的広い土地が出ると、福祉
関係の施設が建設される場合が多い。また、企業の
収益が回復してきたことや、東京オリンピック・パラ
リンピック関連工事の本格化前に完工したいことな
どから、工場やビルのリフォームや耐震化工事の引
き合いも引き続き出ている。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。ただ、
需要が落ち着いてきていることもあり、選別受注が
難しくなりつつあり、収益の面では若干厳しくなるこ
とも見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年を上
回る状況で推移している。
マンションは資材価格や労務費の高止まりから、
建築コストが高くなりすぎて、価格面で需給のギャッ
プが出てきており販売が低調となっている。業者サ
イドでは、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で
きないため、売れそうな物件に絞りこんで対応して
いる。現在、建築状況は堅調なものの、今後の新規
建築計画は手控えられている。
埼玉県におけるマンション契約率は、概ね好不調

の目安といわれる70％を下回って推移している。な
お、投資用マンションの建設は埼玉県内では活発な
様子はみられない。
マンションに比べ価格上昇ペースが緩やかな戸

建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した模様。
注文住宅、分譲住宅ともに、購入意欲は高い。背景
としては、雇用や所得が安定しており、金利も低く、
賃貸の賃料との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢も強く、増加が続いている。
先行きは、マンション、戸建てともに、実需は強い

とみられるが、価格が合わないものは売れなくなっ
ている。とくにマンションは価格が高くなっているこ
とから、先行きの供給は縮小が見込まれる。貸家は
相続対策や低金利などで、現状、需要が強いようで
あるが、一過性の動きとなる懸念もある。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、4～6月
期に続き前年を下回ったとみられる。大規模商業施
設との競合や台風などの天候不順の影響が響き、
県内百貨店の売上は減少傾向が続いている。
品目別では主力の衣料品の不振が続いている。
衣料品は家計リストラの対象になりやすいといった
指摘や、消費者の購入先が専門店やネット通販にシ
フトしているとの指摘があった。また、消費者が品
質・機能・価格面で優れた“良いものを長く着る”よ
うになり、これまでのように流行を追わなくなった、と
いう消費者の購入姿勢の変化もあるようだ。
食料品の売上も低迷し、これまで比較的底堅かっ

た宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品の動きも
株価低迷の影響等により鈍っている。県内百貨店で
は売上全体に占める割合は小さいが、訪日外国人
によるインバウンドの売上の伸びも低下している。
ただ、仏具のおりん等の金工芸品を集めた展示
販売の売上が伸びたところや、富裕層を顧客とした
外商部門の売上はコンスタントに伸びているという
ところもあった。
ボリュームゾーンの中間層の消費も、引き続き勢
いを欠いている。節約志向・価格志向が再び強まり、

顧客の購入姿勢も慎重になってきているという。実
質賃金の伸び悩みや社会保険料の負担増などで
可処分所得があまり増えていないため、消費者は生
活防衛色を強めているようだ。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含み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
を下回ったとみられる。売上は7月が＋0.8％と増加
したが、8月が天候不順等の影響から▲3.1％と減
少し、9月の動きも鈍かったようだ。品目別にみると、
百貨店と同様に衣料品売上の減少が続き、比較的
堅調だった主力の食料品も天候不順で来店客数が
減り減少したようだ。
消費者は価格に対してより敏感になり、節約志向

が再び強まっているとみられる。最近の消費者の傾
向として、いくつかの店舗を比較して価格の安いも
のを選んでいる、特売日やお買い得デーにまとめ買
いをする顧客が多い、安いものを必要なだけ買い余
分な買い物をしない、顧客の反応がよいのは安いも
のと新製品だけ、といった声が聞かれた。こうした消
費者の動きを反映して、顧客の1人当たりの買上げ
単価も落ちているという。
賃金は上昇してはいるものの、そのテンポは鈍く、
消費者の所得増加には弾みがついていない。将来
への不安から生活防衛意識が高まっており、慎重な
買い物姿勢が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

●電気機械全体の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
(注)電気機械全体＝電子部品・デバイス＋電気機械＋情報通信機械
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●輸送機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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わが国経済は、このところ弱さもみられるが、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、生産は横ばい、企業収益は高い
水準にあるものの改善に足踏みがみられ、雇用情
勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
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。生産はこのところ横ばい圏内の動き、
先行きも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、百貨
店・スーパー、小雨が鉄鋼であった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、
百貨店・スーパー、小雨が鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きの生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回って推移。産
業向けの電気機械は比較的順調だったが、電子部
品・デバイスが減少、情報通信機器も減少が続い
ている。先行きは現状程度の推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年並みになったとみられる。
先行きの乗用車生産は新型車の発売もあり上向
くと予想される。
○鉄鋼の生産は、前年実績を下回った。先行きにつ
いても、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年並みで推
移した。先行きは住宅などでやや弱含むことも
予想される。

 
（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。工作機械のうち、マシニングセンタは、
過去のものづくり補助金や省エネ補助金による設
備投資下支え効果が薄れてきたことで、このところ
減速していたが、6月に2015年度補正予算に伴う
新たなものづくり補助金の採択企業が決まったこと
もあって、盛り返している。
月ごとの振れ幅が大きい半導体製造装置は、7月

には前年を下回ったものの、中国からの大型受注や、
半導体回路の微細化・立体化を進める半導体メー
カーの動きなどを受けて、ならしてみれば前年を上
回って推移している。フラットパネルディスプレイ製
造装置については、春先以降、前年を上回って堅調
な動きが続いているようだ。
コンプレッサーは、引き続き安定的に推移してい
るが、これまで堅調だった食料品加工機械や医療用
機械器具は、やや減少している。海外経済減速の
影響から、建設機械は依然として低調に推移してお
り、金型についても、生産は低迷している。金型は、
一時、海外から仕事が戻る動きもあったが、為替相
場が円高傾向に振れたことで、こうした動きもみら
れなくなっている。
先行きの一般機械の生産についても、ものづくり
補助金の効果などから、前年の水準は上回るとみら

好調に推移している。自動車向けは電子部品の種
類も多く、今後とも期待できる。県内企業でも自動
車向け電子部品のウエイトを高めているところがみ
られる。家電向けはほとんど海外メーカー向けと
なっている。このため、電子部品の生産は国内家電
の販売動向との関連は薄れており、中国、東南アジ
ア、インド、中東などの需要に左右されている。こう
した国では需要は伸びているものの、生産面や部品
調達の変動は激しく、このところ生産調整の動きも
みられたことなどから、県内での部品生産もその影
響を受けている。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化がみられることもあり、県
内の生産は低調な動きが続いている。情報通信機
器向け電子部品は需要や価格の変動が激しく、県
内メーカーでは、この分野から撤退し需要の安定し
ている産業向けにシフトする動きもみられる。
先行きについては、産業向けや海外向けの需要

に期待が持たれるが、全体では現状程度の推移が
見込まれる。
米国の自動車販売にやや不安はあるが、電装化

の進展による需要増に期待している。また、海外の
家電向けも製品の高度化が進んでいることから、使
用される電子部品の点数増、単価増に期待している。
収益面では一部企業では円高の影響を受け厳し

くなっているところもあり、今後の為替動向を注視し
ている。

が前年並みとなったことを受け乗用車部品メーカー
の生産は横ばいで推移したとみられ、トラック部品
メーカーの生産はやや陰りがみられるようだ。
先行きについては、乗用車の生産は上向くことが
予想される一方、トラックの生産はやや弱含みの方
向にあるため、部品メーカー全体としては横ばい圏
内での動きとなると予想される。

（4） 鉄鋼…前年実績を下回る
このところ、首都圏における鉄筋コンクリート造の
建築着工は減少を続けてきたが、春先以降、ようやく
下げ止まってきた。一方、鉄筋組立工や監督者など
の人手不足から、建築現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、鉄骨造を選ぶ動きがみられたが、
足元ではこうした動きも一段落し、鉄骨造の着工は減
少に転じている。棒鋼の生産減少に加え、粗鋼および
鋼半製品（ビレット）の生産が総じて弱含んでいること
もあり、7～9月期の鉄鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は引き続き堅調なものの、都
内のテナントビルについては、先行きの供給過多を
懸念する声が聞かれ始めており、一部では竣工予
定時期を後ずれさせる案件がみられる。好調が続
いていた病院や介護施設などの医療関連施設は、
着工が一段落している。マンションについても、都内
で1億円を超えるような高額物件には、引き続き投
資物件としてのニーズがあるものの、実需中心の郊
外型のマンションでは、販売価格の上昇を受けて、

　公共工事、総じて順調に推移。先行きも堅調に推
移する見込み。
　民間工事は、前年並みで推移。先行きも現状程
度の推移が続く見込み。
　住宅は、全体では前年を上回る状況で推移して
いる。先行きはマンションの供給減から弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったと
みられる。先行きもこうした傾向は変わらないと
予想される。

れる。しかし、ものづくり補助金は、近年繰り返し実
施され、かなりの数の企業にいきわたってきたことに
加え、今では採択企業も製造業に限られなくなって
いる。工作機械等の押し上げ効果は低下しつつあり、
一般機械全体では、生産は前年をやや上回る程度
で推移するとみられる。
雇用面では、引き続き人員が不足しており、人材
派遣会社などからの提供も受けにくいとの声が聞か
れたが、中小零細については、それほど逼迫してい
る企業は多くないようだ。

（2） 電気機械…前年をやや下回って推移
7～9月期の生産は、電気機械全体では前年をや

や下回る推移となった模様である。産業向けの電気
機械は比較的好調に推移したものの、変動の大き
い電子部品・デバイスが減少、スマ－トフォンや携帯
電話など情報通信機器は県内生産の減少が続い
ている。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（たとえばパソコンか
らサーバー、家庭用エアコンからビル空調システム
など）を続けている。産業向けの電気機械は企業の
情報システムの高度化や大型化、好調な建設需要
などもあり、比較的順調である。なお、家電製品は、
日本のブランド名で販売されているものも、海外生
産がほとんどで、県内での家電製品の生産は極め
て小さいものとなっている。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが

（3） 輸送機械…生産は前年並みに
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。登録車（普通＋小型乗用車）の販
売台数は前年を上回る月もあり、減少傾向に歯止
めがかかっているが、軽自動車の販売台数は前年
水準を下回る状況が続いている。昨年4月からの軽
自動車税の増税や燃費データ不正問題の影響が
続いているとみられる。
生産動向をみると、県内生産は昨年10～12月期
以降、前年を上回って推移していた。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、前年の生産水準が低かった
こともあり、昨年10～12月期が前年比＋12.6％、今
年1～3月期が同＋20.2％、4～6月期が同＋4.9％と
増加した。昨年、海外で生産していた一部の車種を
国内生産に切り替えたことにより、輸出向けの生産
が大きく増加したことが影響しているとみられる。
7月の輸送機械の鉱工業生産指数は同▲9.4％

と前年を下回ったが、7～9月期全体では前年並み
の生産水準になった模様だ。県内完成車メーカー
の登録車の国内販売が前年割れとなったため、生
産の伸びが低下した。ただ、足元では新型車の発売
に伴う生産の増加もあり、県内生産は再び上向いて
いるとみられる。
先行きについては、新型車の発売による生産増

で、県内生産は上向くと予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年割れ
となった模様だ。国内向けは、都市部の再開発需要
や、東京オリンピックに向けた建設需要、インターネッ
ト通販の普及による物流関連の需要により、比較的
堅調に推移しているが、原油など資源価格の低迷で
資源国を中心に海外向けが落ち込んでいるようだ。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、生産はやや弱含みで推移
するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の生産は、乗用車の生産

一部で購入を手控える動きがみられる。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

は、底打ちから、緩やかな上昇に転じた。中国から輸
出される鋼半製品を対象に、緊急輸入制限措置
（セーフガード）を発動したベトナムが、スクラップの
輸入量を増やしていることや、日本国内で解体工事
からのスクラップ発生量が、例年より少なかったこと
などが背景にある。
鉄鋼メーカーは、製品価格とのスプレッドが縮小

してきたものの、比較的高値の受注契約が残ってい
たことや、原油価格低下に伴う電気代の減少なども
あって、足元の収益は黒字を確保した。
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の案件がピークを迎えるのが、まだ少し先とな
る見込みで、建築需要は引き続き弱めに推移しよう。
しかし、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注残
を相応に抱えており、原材料の需要が大幅に減少
する可能性は低いことから、10～12月期の鉄鋼の
生産は、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
10～12月期にかけて、既存受注契約分の消化が
進めば、スクラップ価格が横ばい程度で推移したと
しても、鉄鋼メーカーのスプレッドは縮小に向かうこ
とになる。ゼネコン側の製品価格引き上げに対する
抵抗感は強く、鉄鋼メーカーの収益は今後悪化す
る可能性が高い。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を下回った。景
気が減速している中国やブラジルでは、油圧ショベ
ルやホイールローダーといった建設機械の需要が
依然として冷え込んでいる。鋳鉄管についても、こ
のところ前年を下回ることが多くなっている。
10～12月期についても、手元の受注残が減って

いる企業が多く、鋳物の生産は引き続き弱含みで
推移する可能性が高い。
足元の収益面は非常に厳しい。電気代は若干
減っているものの、副資材は下がらず、逆に廃砂の

処理費用は増加している。鋳物用銑鉄の価格は比
較的安定しているが、スクラップやコークスの価格
は値上がりしている。需要面の弱さから、製品価格
の引き下げ要請が強まることが懸念されており、先
行きも収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
7～9月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ

ぼ前年並みで推移した。前年同時期も比較的好調
であったため、工事金額、受注残ともに高水準を持
続している状況。資材価格は一時に比べ落ち着い
てきているが、職人をはじめとした人手不足の状況
は続いており、コスト面では高止まりが続いている。
先行きは、受注残はある程度確保できているもの

の、建築価格が上昇したことから住宅などで手控え
も見られ始めるなど、やや弱含むことも予想される。
公共工事：7～9月期の公共工事は、総じて順調な推
移となっており、繁忙な状況が落ち着いてきたという
状況である。内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
河川関連、耐震化の工事が多く、道路関連の工事

は少ない。河川関連は土地取得の必要が少ないた
め、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注を期待している。また、
経済対策については、自然災害が多くなっているこ
ともあり、河川の災害対策や橋梁の改修などが期
待されている。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き老健・介護関連など
の福祉施設が多く、比較的広い土地が出ると、福祉
関係の施設が建設される場合が多い。また、企業の
収益が回復してきたことや、東京オリンピック・パラ
リンピック関連工事の本格化前に完工したいことな
どから、工場やビルのリフォームや耐震化工事の引
き合いも引き続き出ている。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。ただ、
需要が落ち着いてきていることもあり、選別受注が
難しくなりつつあり、収益の面では若干厳しくなるこ
とも見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年を上
回る状況で推移している。
マンションは資材価格や労務費の高止まりから、
建築コストが高くなりすぎて、価格面で需給のギャッ
プが出てきており販売が低調となっている。業者サ
イドでは、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で
きないため、売れそうな物件に絞りこんで対応して
いる。現在、建築状況は堅調なものの、今後の新規
建築計画は手控えられている。
埼玉県におけるマンション契約率は、概ね好不調

の目安といわれる70％を下回って推移している。な
お、投資用マンションの建設は埼玉県内では活発な
様子はみられない。
マンションに比べ価格上昇ペースが緩やかな戸

建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した模様。
注文住宅、分譲住宅ともに、購入意欲は高い。背景
としては、雇用や所得が安定しており、金利も低く、
賃貸の賃料との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢も強く、増加が続いている。
先行きは、マンション、戸建てともに、実需は強い

とみられるが、価格が合わないものは売れなくなっ
ている。とくにマンションは価格が高くなっているこ
とから、先行きの供給は縮小が見込まれる。貸家は
相続対策や低金利などで、現状、需要が強いようで
あるが、一過性の動きとなる懸念もある。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、4～6月
期に続き前年を下回ったとみられる。大規模商業施
設との競合や台風などの天候不順の影響が響き、
県内百貨店の売上は減少傾向が続いている。
品目別では主力の衣料品の不振が続いている。
衣料品は家計リストラの対象になりやすいといった
指摘や、消費者の購入先が専門店やネット通販にシ
フトしているとの指摘があった。また、消費者が品
質・機能・価格面で優れた“良いものを長く着る”よ
うになり、これまでのように流行を追わなくなった、と
いう消費者の購入姿勢の変化もあるようだ。
食料品の売上も低迷し、これまで比較的底堅かっ

た宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品の動きも
株価低迷の影響等により鈍っている。県内百貨店で
は売上全体に占める割合は小さいが、訪日外国人
によるインバウンドの売上の伸びも低下している。
ただ、仏具のおりん等の金工芸品を集めた展示
販売の売上が伸びたところや、富裕層を顧客とした
外商部門の売上はコンスタントに伸びているという
ところもあった。
ボリュームゾーンの中間層の消費も、引き続き勢
いを欠いている。節約志向・価格志向が再び強まり、

顧客の購入姿勢も慎重になってきているという。実
質賃金の伸び悩みや社会保険料の負担増などで
可処分所得があまり増えていないため、消費者は生
活防衛色を強めているようだ。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含み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
を下回ったとみられる。売上は7月が＋0.8％と増加
したが、8月が天候不順等の影響から▲3.1％と減
少し、9月の動きも鈍かったようだ。品目別にみると、
百貨店と同様に衣料品売上の減少が続き、比較的
堅調だった主力の食料品も天候不順で来店客数が
減り減少したようだ。
消費者は価格に対してより敏感になり、節約志向

が再び強まっているとみられる。最近の消費者の傾
向として、いくつかの店舗を比較して価格の安いも
のを選んでいる、特売日やお買い得デーにまとめ買
いをする顧客が多い、安いものを必要なだけ買い余
分な買い物をしない、顧客の反応がよいのは安いも
のと新製品だけ、といった声が聞かれた。こうした消
費者の動きを反映して、顧客の1人当たりの買上げ
単価も落ちているという。
賃金は上昇してはいるものの、そのテンポは鈍く、
消費者の所得増加には弾みがついていない。将来
への不安から生活防衛意識が高まっており、慎重な
買い物姿勢が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

●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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●百貨店・スーパー販売額（前年比）の推移（埼玉県、既存店）

資料:経済産業省「商業動態統計」

前年比（%）

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

●公共工事請負金額（前年比）の推移（埼玉県）

資料：東日本建設業保証㈱

（億円） 前年比（%）
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わが国経済は、このところ弱さもみられるが、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、生産は横ばい、企業収益は高い
水準にあるものの改善に足踏みがみられ、雇用情
勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
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。生産はこのところ横ばい圏内の動き、
先行きも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、百貨
店・スーパー、小雨が鉄鋼であった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、
百貨店・スーパー、小雨が鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きの生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回って推移。産
業向けの電気機械は比較的順調だったが、電子部
品・デバイスが減少、情報通信機器も減少が続い
ている。先行きは現状程度の推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年並みになったとみられる。
先行きの乗用車生産は新型車の発売もあり上向
くと予想される。
○鉄鋼の生産は、前年実績を下回った。先行きにつ
いても、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年並みで推
移した。先行きは住宅などでやや弱含むことも
予想される。

 
（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。工作機械のうち、マシニングセンタは、
過去のものづくり補助金や省エネ補助金による設
備投資下支え効果が薄れてきたことで、このところ
減速していたが、6月に2015年度補正予算に伴う
新たなものづくり補助金の採択企業が決まったこと
もあって、盛り返している。
月ごとの振れ幅が大きい半導体製造装置は、7月

には前年を下回ったものの、中国からの大型受注や、
半導体回路の微細化・立体化を進める半導体メー
カーの動きなどを受けて、ならしてみれば前年を上
回って推移している。フラットパネルディスプレイ製
造装置については、春先以降、前年を上回って堅調
な動きが続いているようだ。
コンプレッサーは、引き続き安定的に推移してい
るが、これまで堅調だった食料品加工機械や医療用
機械器具は、やや減少している。海外経済減速の
影響から、建設機械は依然として低調に推移してお
り、金型についても、生産は低迷している。金型は、
一時、海外から仕事が戻る動きもあったが、為替相
場が円高傾向に振れたことで、こうした動きもみら
れなくなっている。
先行きの一般機械の生産についても、ものづくり
補助金の効果などから、前年の水準は上回るとみら

好調に推移している。自動車向けは電子部品の種
類も多く、今後とも期待できる。県内企業でも自動
車向け電子部品のウエイトを高めているところがみ
られる。家電向けはほとんど海外メーカー向けと
なっている。このため、電子部品の生産は国内家電
の販売動向との関連は薄れており、中国、東南アジ
ア、インド、中東などの需要に左右されている。こう
した国では需要は伸びているものの、生産面や部品
調達の変動は激しく、このところ生産調整の動きも
みられたことなどから、県内での部品生産もその影
響を受けている。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化がみられることもあり、県
内の生産は低調な動きが続いている。情報通信機
器向け電子部品は需要や価格の変動が激しく、県
内メーカーでは、この分野から撤退し需要の安定し
ている産業向けにシフトする動きもみられる。
先行きについては、産業向けや海外向けの需要

に期待が持たれるが、全体では現状程度の推移が
見込まれる。
米国の自動車販売にやや不安はあるが、電装化

の進展による需要増に期待している。また、海外の
家電向けも製品の高度化が進んでいることから、使
用される電子部品の点数増、単価増に期待している。
収益面では一部企業では円高の影響を受け厳し

くなっているところもあり、今後の為替動向を注視し
ている。

が前年並みとなったことを受け乗用車部品メーカー
の生産は横ばいで推移したとみられ、トラック部品
メーカーの生産はやや陰りがみられるようだ。
先行きについては、乗用車の生産は上向くことが
予想される一方、トラックの生産はやや弱含みの方
向にあるため、部品メーカー全体としては横ばい圏
内での動きとなると予想される。

（4） 鉄鋼…前年実績を下回る
このところ、首都圏における鉄筋コンクリート造の
建築着工は減少を続けてきたが、春先以降、ようやく
下げ止まってきた。一方、鉄筋組立工や監督者など
の人手不足から、建築現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、鉄骨造を選ぶ動きがみられたが、
足元ではこうした動きも一段落し、鉄骨造の着工は減
少に転じている。棒鋼の生産減少に加え、粗鋼および
鋼半製品（ビレット）の生産が総じて弱含んでいること
もあり、7～9月期の鉄鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は引き続き堅調なものの、都
内のテナントビルについては、先行きの供給過多を
懸念する声が聞かれ始めており、一部では竣工予
定時期を後ずれさせる案件がみられる。好調が続
いていた病院や介護施設などの医療関連施設は、
着工が一段落している。マンションについても、都内
で1億円を超えるような高額物件には、引き続き投
資物件としてのニーズがあるものの、実需中心の郊
外型のマンションでは、販売価格の上昇を受けて、

　公共工事、総じて順調に推移。先行きも堅調に推
移する見込み。
　民間工事は、前年並みで推移。先行きも現状程
度の推移が続く見込み。
　住宅は、全体では前年を上回る状況で推移して
いる。先行きはマンションの供給減から弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったと
みられる。先行きもこうした傾向は変わらないと
予想される。

れる。しかし、ものづくり補助金は、近年繰り返し実
施され、かなりの数の企業にいきわたってきたことに
加え、今では採択企業も製造業に限られなくなって
いる。工作機械等の押し上げ効果は低下しつつあり、
一般機械全体では、生産は前年をやや上回る程度
で推移するとみられる。
雇用面では、引き続き人員が不足しており、人材
派遣会社などからの提供も受けにくいとの声が聞か
れたが、中小零細については、それほど逼迫してい
る企業は多くないようだ。

（2） 電気機械…前年をやや下回って推移
7～9月期の生産は、電気機械全体では前年をや

や下回る推移となった模様である。産業向けの電気
機械は比較的好調に推移したものの、変動の大き
い電子部品・デバイスが減少、スマ－トフォンや携帯
電話など情報通信機器は県内生産の減少が続い
ている。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（たとえばパソコンか
らサーバー、家庭用エアコンからビル空調システム
など）を続けている。産業向けの電気機械は企業の
情報システムの高度化や大型化、好調な建設需要
などもあり、比較的順調である。なお、家電製品は、
日本のブランド名で販売されているものも、海外生
産がほとんどで、県内での家電製品の生産は極め
て小さいものとなっている。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが

（3） 輸送機械…生産は前年並みに
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。登録車（普通＋小型乗用車）の販
売台数は前年を上回る月もあり、減少傾向に歯止
めがかかっているが、軽自動車の販売台数は前年
水準を下回る状況が続いている。昨年4月からの軽
自動車税の増税や燃費データ不正問題の影響が
続いているとみられる。
生産動向をみると、県内生産は昨年10～12月期
以降、前年を上回って推移していた。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、前年の生産水準が低かった
こともあり、昨年10～12月期が前年比＋12.6％、今
年1～3月期が同＋20.2％、4～6月期が同＋4.9％と
増加した。昨年、海外で生産していた一部の車種を
国内生産に切り替えたことにより、輸出向けの生産
が大きく増加したことが影響しているとみられる。
7月の輸送機械の鉱工業生産指数は同▲9.4％

と前年を下回ったが、7～9月期全体では前年並み
の生産水準になった模様だ。県内完成車メーカー
の登録車の国内販売が前年割れとなったため、生
産の伸びが低下した。ただ、足元では新型車の発売
に伴う生産の増加もあり、県内生産は再び上向いて
いるとみられる。
先行きについては、新型車の発売による生産増

で、県内生産は上向くと予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年割れ
となった模様だ。国内向けは、都市部の再開発需要
や、東京オリンピックに向けた建設需要、インターネッ
ト通販の普及による物流関連の需要により、比較的
堅調に推移しているが、原油など資源価格の低迷で
資源国を中心に海外向けが落ち込んでいるようだ。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、生産はやや弱含みで推移
するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の生産は、乗用車の生産

一部で購入を手控える動きがみられる。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

は、底打ちから、緩やかな上昇に転じた。中国から輸
出される鋼半製品を対象に、緊急輸入制限措置
（セーフガード）を発動したベトナムが、スクラップの
輸入量を増やしていることや、日本国内で解体工事
からのスクラップ発生量が、例年より少なかったこと
などが背景にある。
鉄鋼メーカーは、製品価格とのスプレッドが縮小

してきたものの、比較的高値の受注契約が残ってい
たことや、原油価格低下に伴う電気代の減少なども
あって、足元の収益は黒字を確保した。
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の案件がピークを迎えるのが、まだ少し先とな
る見込みで、建築需要は引き続き弱めに推移しよう。
しかし、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注残
を相応に抱えており、原材料の需要が大幅に減少
する可能性は低いことから、10～12月期の鉄鋼の
生産は、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
10～12月期にかけて、既存受注契約分の消化が
進めば、スクラップ価格が横ばい程度で推移したと
しても、鉄鋼メーカーのスプレッドは縮小に向かうこ
とになる。ゼネコン側の製品価格引き上げに対する
抵抗感は強く、鉄鋼メーカーの収益は今後悪化す
る可能性が高い。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を下回った。景
気が減速している中国やブラジルでは、油圧ショベ
ルやホイールローダーといった建設機械の需要が
依然として冷え込んでいる。鋳鉄管についても、こ
のところ前年を下回ることが多くなっている。
10～12月期についても、手元の受注残が減って

いる企業が多く、鋳物の生産は引き続き弱含みで
推移する可能性が高い。
足元の収益面は非常に厳しい。電気代は若干
減っているものの、副資材は下がらず、逆に廃砂の

処理費用は増加している。鋳物用銑鉄の価格は比
較的安定しているが、スクラップやコークスの価格
は値上がりしている。需要面の弱さから、製品価格
の引き下げ要請が強まることが懸念されており、先
行きも収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
7～9月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ

ぼ前年並みで推移した。前年同時期も比較的好調
であったため、工事金額、受注残ともに高水準を持
続している状況。資材価格は一時に比べ落ち着い
てきているが、職人をはじめとした人手不足の状況
は続いており、コスト面では高止まりが続いている。
先行きは、受注残はある程度確保できているもの

の、建築価格が上昇したことから住宅などで手控え
も見られ始めるなど、やや弱含むことも予想される。
公共工事：7～9月期の公共工事は、総じて順調な推
移となっており、繁忙な状況が落ち着いてきたという
状況である。内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
河川関連、耐震化の工事が多く、道路関連の工事

は少ない。河川関連は土地取得の必要が少ないた
め、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注を期待している。また、
経済対策については、自然災害が多くなっているこ
ともあり、河川の災害対策や橋梁の改修などが期
待されている。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き老健・介護関連など
の福祉施設が多く、比較的広い土地が出ると、福祉
関係の施設が建設される場合が多い。また、企業の
収益が回復してきたことや、東京オリンピック・パラ
リンピック関連工事の本格化前に完工したいことな
どから、工場やビルのリフォームや耐震化工事の引
き合いも引き続き出ている。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。ただ、
需要が落ち着いてきていることもあり、選別受注が
難しくなりつつあり、収益の面では若干厳しくなるこ
とも見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年を上
回る状況で推移している。
マンションは資材価格や労務費の高止まりから、
建築コストが高くなりすぎて、価格面で需給のギャッ
プが出てきており販売が低調となっている。業者サ
イドでは、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で
きないため、売れそうな物件に絞りこんで対応して
いる。現在、建築状況は堅調なものの、今後の新規
建築計画は手控えられている。
埼玉県におけるマンション契約率は、概ね好不調

の目安といわれる70％を下回って推移している。な
お、投資用マンションの建設は埼玉県内では活発な
様子はみられない。
マンションに比べ価格上昇ペースが緩やかな戸

建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した模様。
注文住宅、分譲住宅ともに、購入意欲は高い。背景
としては、雇用や所得が安定しており、金利も低く、
賃貸の賃料との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢も強く、増加が続いている。
先行きは、マンション、戸建てともに、実需は強い

とみられるが、価格が合わないものは売れなくなっ
ている。とくにマンションは価格が高くなっているこ
とから、先行きの供給は縮小が見込まれる。貸家は
相続対策や低金利などで、現状、需要が強いようで
あるが、一過性の動きとなる懸念もある。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、4～6月
期に続き前年を下回ったとみられる。大規模商業施
設との競合や台風などの天候不順の影響が響き、
県内百貨店の売上は減少傾向が続いている。
品目別では主力の衣料品の不振が続いている。
衣料品は家計リストラの対象になりやすいといった
指摘や、消費者の購入先が専門店やネット通販にシ
フトしているとの指摘があった。また、消費者が品
質・機能・価格面で優れた“良いものを長く着る”よ
うになり、これまでのように流行を追わなくなった、と
いう消費者の購入姿勢の変化もあるようだ。
食料品の売上も低迷し、これまで比較的底堅かっ

た宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品の動きも
株価低迷の影響等により鈍っている。県内百貨店で
は売上全体に占める割合は小さいが、訪日外国人
によるインバウンドの売上の伸びも低下している。
ただ、仏具のおりん等の金工芸品を集めた展示
販売の売上が伸びたところや、富裕層を顧客とした
外商部門の売上はコンスタントに伸びているという
ところもあった。
ボリュームゾーンの中間層の消費も、引き続き勢
いを欠いている。節約志向・価格志向が再び強まり、

顧客の購入姿勢も慎重になってきているという。実
質賃金の伸び悩みや社会保険料の負担増などで
可処分所得があまり増えていないため、消費者は生
活防衛色を強めているようだ。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含み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
を下回ったとみられる。売上は7月が＋0.8％と増加
したが、8月が天候不順等の影響から▲3.1％と減
少し、9月の動きも鈍かったようだ。品目別にみると、
百貨店と同様に衣料品売上の減少が続き、比較的
堅調だった主力の食料品も天候不順で来店客数が
減り減少したようだ。
消費者は価格に対してより敏感になり、節約志向

が再び強まっているとみられる。最近の消費者の傾
向として、いくつかの店舗を比較して価格の安いも
のを選んでいる、特売日やお買い得デーにまとめ買
いをする顧客が多い、安いものを必要なだけ買い余
分な買い物をしない、顧客の反応がよいのは安いも
のと新製品だけ、といった声が聞かれた。こうした消
費者の動きを反映して、顧客の1人当たりの買上げ
単価も落ちているという。
賃金は上昇してはいるものの、そのテンポは鈍く、
消費者の所得増加には弾みがついていない。将来
への不安から生活防衛意識が高まっており、慎重な
買い物姿勢が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

●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」

前年比（%）

-15

-10

-5

0

5

10

●百貨店・スーパー販売額（前年比）の推移（埼玉県、既存店）

資料:経済産業省「商業動態統計」
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●公共工事請負金額（前年比）の推移（埼玉県）

資料：東日本建設業保証㈱

（億円） 前年比（%）
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アンケート調査

わが国経済は、このところ弱さもみられるが、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、生産は横ばい、企業収益は高い
水準にあるものの改善に足踏みがみられ、雇用情
勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
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。生産はこのところ横ばい圏内の動き、
先行きも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、百貨
店・スーパー、小雨が鉄鋼であった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、
百貨店・スーパー、小雨が鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きの生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回って推移。産
業向けの電気機械は比較的順調だったが、電子部
品・デバイスが減少、情報通信機器も減少が続い
ている。先行きは現状程度の推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年並みになったとみられる。
先行きの乗用車生産は新型車の発売もあり上向
くと予想される。
○鉄鋼の生産は、前年実績を下回った。先行きにつ
いても、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年並みで推
移した。先行きは住宅などでやや弱含むことも
予想される。

 
（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。工作機械のうち、マシニングセンタは、
過去のものづくり補助金や省エネ補助金による設
備投資下支え効果が薄れてきたことで、このところ
減速していたが、6月に2015年度補正予算に伴う
新たなものづくり補助金の採択企業が決まったこと
もあって、盛り返している。
月ごとの振れ幅が大きい半導体製造装置は、7月

には前年を下回ったものの、中国からの大型受注や、
半導体回路の微細化・立体化を進める半導体メー
カーの動きなどを受けて、ならしてみれば前年を上
回って推移している。フラットパネルディスプレイ製
造装置については、春先以降、前年を上回って堅調
な動きが続いているようだ。
コンプレッサーは、引き続き安定的に推移してい
るが、これまで堅調だった食料品加工機械や医療用
機械器具は、やや減少している。海外経済減速の
影響から、建設機械は依然として低調に推移してお
り、金型についても、生産は低迷している。金型は、
一時、海外から仕事が戻る動きもあったが、為替相
場が円高傾向に振れたことで、こうした動きもみら
れなくなっている。
先行きの一般機械の生産についても、ものづくり
補助金の効果などから、前年の水準は上回るとみら

好調に推移している。自動車向けは電子部品の種
類も多く、今後とも期待できる。県内企業でも自動
車向け電子部品のウエイトを高めているところがみ
られる。家電向けはほとんど海外メーカー向けと
なっている。このため、電子部品の生産は国内家電
の販売動向との関連は薄れており、中国、東南アジ
ア、インド、中東などの需要に左右されている。こう
した国では需要は伸びているものの、生産面や部品
調達の変動は激しく、このところ生産調整の動きも
みられたことなどから、県内での部品生産もその影
響を受けている。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化がみられることもあり、県
内の生産は低調な動きが続いている。情報通信機
器向け電子部品は需要や価格の変動が激しく、県
内メーカーでは、この分野から撤退し需要の安定し
ている産業向けにシフトする動きもみられる。
先行きについては、産業向けや海外向けの需要

に期待が持たれるが、全体では現状程度の推移が
見込まれる。
米国の自動車販売にやや不安はあるが、電装化

の進展による需要増に期待している。また、海外の
家電向けも製品の高度化が進んでいることから、使
用される電子部品の点数増、単価増に期待している。
収益面では一部企業では円高の影響を受け厳し

くなっているところもあり、今後の為替動向を注視し
ている。

が前年並みとなったことを受け乗用車部品メーカー
の生産は横ばいで推移したとみられ、トラック部品
メーカーの生産はやや陰りがみられるようだ。
先行きについては、乗用車の生産は上向くことが
予想される一方、トラックの生産はやや弱含みの方
向にあるため、部品メーカー全体としては横ばい圏
内での動きとなると予想される。

（4） 鉄鋼…前年実績を下回る
このところ、首都圏における鉄筋コンクリート造の
建築着工は減少を続けてきたが、春先以降、ようやく
下げ止まってきた。一方、鉄筋組立工や監督者など
の人手不足から、建築現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、鉄骨造を選ぶ動きがみられたが、
足元ではこうした動きも一段落し、鉄骨造の着工は減
少に転じている。棒鋼の生産減少に加え、粗鋼および
鋼半製品（ビレット）の生産が総じて弱含んでいること
もあり、7～9月期の鉄鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は引き続き堅調なものの、都
内のテナントビルについては、先行きの供給過多を
懸念する声が聞かれ始めており、一部では竣工予
定時期を後ずれさせる案件がみられる。好調が続
いていた病院や介護施設などの医療関連施設は、
着工が一段落している。マンションについても、都内
で1億円を超えるような高額物件には、引き続き投
資物件としてのニーズがあるものの、実需中心の郊
外型のマンションでは、販売価格の上昇を受けて、

　公共工事、総じて順調に推移。先行きも堅調に推
移する見込み。
　民間工事は、前年並みで推移。先行きも現状程
度の推移が続く見込み。
　住宅は、全体では前年を上回る状況で推移して
いる。先行きはマンションの供給減から弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったと
みられる。先行きもこうした傾向は変わらないと
予想される。

れる。しかし、ものづくり補助金は、近年繰り返し実
施され、かなりの数の企業にいきわたってきたことに
加え、今では採択企業も製造業に限られなくなって
いる。工作機械等の押し上げ効果は低下しつつあり、
一般機械全体では、生産は前年をやや上回る程度
で推移するとみられる。
雇用面では、引き続き人員が不足しており、人材
派遣会社などからの提供も受けにくいとの声が聞か
れたが、中小零細については、それほど逼迫してい
る企業は多くないようだ。

（2） 電気機械…前年をやや下回って推移
7～9月期の生産は、電気機械全体では前年をや

や下回る推移となった模様である。産業向けの電気
機械は比較的好調に推移したものの、変動の大き
い電子部品・デバイスが減少、スマ－トフォンや携帯
電話など情報通信機器は県内生産の減少が続い
ている。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（たとえばパソコンか
らサーバー、家庭用エアコンからビル空調システム
など）を続けている。産業向けの電気機械は企業の
情報システムの高度化や大型化、好調な建設需要
などもあり、比較的順調である。なお、家電製品は、
日本のブランド名で販売されているものも、海外生
産がほとんどで、県内での家電製品の生産は極め
て小さいものとなっている。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが

（3） 輸送機械…生産は前年並みに
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。登録車（普通＋小型乗用車）の販
売台数は前年を上回る月もあり、減少傾向に歯止
めがかかっているが、軽自動車の販売台数は前年
水準を下回る状況が続いている。昨年4月からの軽
自動車税の増税や燃費データ不正問題の影響が
続いているとみられる。
生産動向をみると、県内生産は昨年10～12月期
以降、前年を上回って推移していた。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、前年の生産水準が低かった
こともあり、昨年10～12月期が前年比＋12.6％、今
年1～3月期が同＋20.2％、4～6月期が同＋4.9％と
増加した。昨年、海外で生産していた一部の車種を
国内生産に切り替えたことにより、輸出向けの生産
が大きく増加したことが影響しているとみられる。
7月の輸送機械の鉱工業生産指数は同▲9.4％

と前年を下回ったが、7～9月期全体では前年並み
の生産水準になった模様だ。県内完成車メーカー
の登録車の国内販売が前年割れとなったため、生
産の伸びが低下した。ただ、足元では新型車の発売
に伴う生産の増加もあり、県内生産は再び上向いて
いるとみられる。
先行きについては、新型車の発売による生産増

で、県内生産は上向くと予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年割れ
となった模様だ。国内向けは、都市部の再開発需要
や、東京オリンピックに向けた建設需要、インターネッ
ト通販の普及による物流関連の需要により、比較的
堅調に推移しているが、原油など資源価格の低迷で
資源国を中心に海外向けが落ち込んでいるようだ。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、生産はやや弱含みで推移
するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の生産は、乗用車の生産

一部で購入を手控える動きがみられる。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

は、底打ちから、緩やかな上昇に転じた。中国から輸
出される鋼半製品を対象に、緊急輸入制限措置
（セーフガード）を発動したベトナムが、スクラップの
輸入量を増やしていることや、日本国内で解体工事
からのスクラップ発生量が、例年より少なかったこと
などが背景にある。
鉄鋼メーカーは、製品価格とのスプレッドが縮小

してきたものの、比較的高値の受注契約が残ってい
たことや、原油価格低下に伴う電気代の減少なども
あって、足元の収益は黒字を確保した。
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の案件がピークを迎えるのが、まだ少し先とな
る見込みで、建築需要は引き続き弱めに推移しよう。
しかし、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注残
を相応に抱えており、原材料の需要が大幅に減少
する可能性は低いことから、10～12月期の鉄鋼の
生産は、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
10～12月期にかけて、既存受注契約分の消化が
進めば、スクラップ価格が横ばい程度で推移したと
しても、鉄鋼メーカーのスプレッドは縮小に向かうこ
とになる。ゼネコン側の製品価格引き上げに対する
抵抗感は強く、鉄鋼メーカーの収益は今後悪化す
る可能性が高い。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を下回った。景
気が減速している中国やブラジルでは、油圧ショベ
ルやホイールローダーといった建設機械の需要が
依然として冷え込んでいる。鋳鉄管についても、こ
のところ前年を下回ることが多くなっている。
10～12月期についても、手元の受注残が減って

いる企業が多く、鋳物の生産は引き続き弱含みで
推移する可能性が高い。
足元の収益面は非常に厳しい。電気代は若干
減っているものの、副資材は下がらず、逆に廃砂の

処理費用は増加している。鋳物用銑鉄の価格は比
較的安定しているが、スクラップやコークスの価格
は値上がりしている。需要面の弱さから、製品価格
の引き下げ要請が強まることが懸念されており、先
行きも収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
7～9月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ

ぼ前年並みで推移した。前年同時期も比較的好調
であったため、工事金額、受注残ともに高水準を持
続している状況。資材価格は一時に比べ落ち着い
てきているが、職人をはじめとした人手不足の状況
は続いており、コスト面では高止まりが続いている。
先行きは、受注残はある程度確保できているもの

の、建築価格が上昇したことから住宅などで手控え
も見られ始めるなど、やや弱含むことも予想される。
公共工事：7～9月期の公共工事は、総じて順調な推
移となっており、繁忙な状況が落ち着いてきたという
状況である。内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
河川関連、耐震化の工事が多く、道路関連の工事

は少ない。河川関連は土地取得の必要が少ないた
め、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注を期待している。また、
経済対策については、自然災害が多くなっているこ
ともあり、河川の災害対策や橋梁の改修などが期
待されている。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き老健・介護関連など
の福祉施設が多く、比較的広い土地が出ると、福祉
関係の施設が建設される場合が多い。また、企業の
収益が回復してきたことや、東京オリンピック・パラ
リンピック関連工事の本格化前に完工したいことな
どから、工場やビルのリフォームや耐震化工事の引
き合いも引き続き出ている。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。ただ、
需要が落ち着いてきていることもあり、選別受注が
難しくなりつつあり、収益の面では若干厳しくなるこ
とも見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年を上
回る状況で推移している。
マンションは資材価格や労務費の高止まりから、
建築コストが高くなりすぎて、価格面で需給のギャッ
プが出てきており販売が低調となっている。業者サ
イドでは、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で
きないため、売れそうな物件に絞りこんで対応して
いる。現在、建築状況は堅調なものの、今後の新規
建築計画は手控えられている。
埼玉県におけるマンション契約率は、概ね好不調

の目安といわれる70％を下回って推移している。な
お、投資用マンションの建設は埼玉県内では活発な
様子はみられない。
マンションに比べ価格上昇ペースが緩やかな戸

建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した模様。
注文住宅、分譲住宅ともに、購入意欲は高い。背景
としては、雇用や所得が安定しており、金利も低く、
賃貸の賃料との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢も強く、増加が続いている。
先行きは、マンション、戸建てともに、実需は強い

とみられるが、価格が合わないものは売れなくなっ
ている。とくにマンションは価格が高くなっているこ
とから、先行きの供給は縮小が見込まれる。貸家は
相続対策や低金利などで、現状、需要が強いようで
あるが、一過性の動きとなる懸念もある。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、4～6月
期に続き前年を下回ったとみられる。大規模商業施
設との競合や台風などの天候不順の影響が響き、
県内百貨店の売上は減少傾向が続いている。
品目別では主力の衣料品の不振が続いている。
衣料品は家計リストラの対象になりやすいといった
指摘や、消費者の購入先が専門店やネット通販にシ
フトしているとの指摘があった。また、消費者が品
質・機能・価格面で優れた“良いものを長く着る”よ
うになり、これまでのように流行を追わなくなった、と
いう消費者の購入姿勢の変化もあるようだ。
食料品の売上も低迷し、これまで比較的底堅かっ

た宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品の動きも
株価低迷の影響等により鈍っている。県内百貨店で
は売上全体に占める割合は小さいが、訪日外国人
によるインバウンドの売上の伸びも低下している。
ただ、仏具のおりん等の金工芸品を集めた展示
販売の売上が伸びたところや、富裕層を顧客とした
外商部門の売上はコンスタントに伸びているという
ところもあった。
ボリュームゾーンの中間層の消費も、引き続き勢
いを欠いている。節約志向・価格志向が再び強まり、

顧客の購入姿勢も慎重になってきているという。実
質賃金の伸び悩みや社会保険料の負担増などで
可処分所得があまり増えていないため、消費者は生
活防衛色を強めているようだ。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含み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
を下回ったとみられる。売上は7月が＋0.8％と増加
したが、8月が天候不順等の影響から▲3.1％と減
少し、9月の動きも鈍かったようだ。品目別にみると、
百貨店と同様に衣料品売上の減少が続き、比較的
堅調だった主力の食料品も天候不順で来店客数が
減り減少したようだ。
消費者は価格に対してより敏感になり、節約志向

が再び強まっているとみられる。最近の消費者の傾
向として、いくつかの店舗を比較して価格の安いも
のを選んでいる、特売日やお買い得デーにまとめ買
いをする顧客が多い、安いものを必要なだけ買い余
分な買い物をしない、顧客の反応がよいのは安いも
のと新製品だけ、といった声が聞かれた。こうした消
費者の動きを反映して、顧客の1人当たりの買上げ
単価も落ちているという。
賃金は上昇してはいるものの、そのテンポは鈍く、
消費者の所得増加には弾みがついていない。将来
への不安から生活防衛意識が高まっており、慎重な
買い物姿勢が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

埼玉県内企業の2016年夏の ボーナス支給状況

2016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
2016年夏のボーナスの支給実績をたずねたところ、

「正社員・パートともに支給」と答えた企業は全体の
54.3％で、2015年夏の支給実績53.7％に比べ0.6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35.2％で前年実績の36.3％から1.1ポイントの
減少となった。一方、「支給しない」とする企業は
10.5％となり、前年実績の10.0％から0.5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、支給対象については広がる動きが続いている。
業種別にみると、「正社員・パートともに支給」と答え

た企業は、製造業では64.5％、非製造業では48.5％で
あり、製造業で割合が高くなっている。前年実績と比較
すると、製造業で1.3ポイントの増加、非製造業で0.3ポ
イントの増加となっている。
また、「支給しない」は製造業で7.5％、非製造業で
12.3％であり、非製造業で割合が高く、また昨年からも
増加している。

一人当たりボーナス支給額
2016年夏のボーナス支給総額を支給対象人員で
割った、一人当たり支給額は424,110円となり、前年
実績の416,299円に比べ1.9％の増加となった（ボー

ナス支給実額を記入いただいた企業176社を集計）。
前年夏は、消費増税の影響が予想以上に長引いたこ

ともあって、業績改善の遅れから前年比3.6％の減少で
あった。本年夏は、売上、利益改善の動きがみられるこ
とに加え、人手不足感も強まっていることから1.9％の増
加となった。
業種別にみると、製造業では501,514円と、前年の
509,975円から1.7％の減少となった。非製造業では
367,846円で前年の349,856円から5.1％の増加と
なった。個別の業種についてみると、製造業ではウエイ
トの大きい「輸送機械」が前年比▲5.2％となり、製造業
全体を引き下げている。非製造業では、人手不足感の
強い「建設」が前年比＋7.3％となったほか、「小売」同
＋7.9％、「サービス」同＋5.6％などで比較的大きな増
加となった。

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

みると、2009年にリーマンショックによる輸出や生産
の落ち込み、雇用環境の大幅な悪化などにより、前年
比▲17.1％と大幅な減少となった。その後、売上、利
益の改善や雇用調整が進んだことなどから、ボーナス
支給を回復する動きがみられ、2014年まで５年連続
で改善が続いた。
前年夏は売上、利益の改善が鈍かったことなどから、

６年ぶりに減少に転じた。本年夏は売上、利益改善の動
きがみられることに加え、人手不足感も強まっているこ
とから２年ぶりの増加となった。

本年夏は一人当たり支給額同様２年ぶりに増加と
なった。支給人員が増加しているため、支給総額の増加
幅は、一人当たり支給額の増加幅より大きくなっている。
　

2016年冬のボーナス支給予定
2016年冬のボーナス支給予定については、2015年
冬のボーナスに比べて、「増加」25.2％、「変わらない」
56.4％、「減少」11.2％、「支給しない」7.2％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。売上、利益の持ち直し、人手不足への対応などか
ら、今冬のボーナスについては「増加」を予定している
ところが多い。
夏のボーナスは前年比増加となったが、冬のボーナ

スについても増加が見込まれており、引き続き所得環境
の改善が期待される。 （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2016年夏のボーナス支給総
額は86億51百万円で、当該企業の前年実績83億98
百万円から3.0％の増加となった。前年夏の前年比
3.0％の減少から増加に転じた。
業種別の支給総額をみると、製造業が前年比0.9％

の増加、非製造業は同5.2％の増加となった。支給対象
人員は全体では前年比1.1％の増加、製造業で同2.6％
の増加、非製造業で同0.1％の増加となった。支給総額
では非製造業で比較的大きな増加となった。支給対象
人員では、製造業の増加が非製造業を上回った。

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
直しが続き2014年まで５年連続の増加となったが、前
年夏は一人当たり支給額同様６年ぶりの減少となった。

●2016年夏のボーナス支給実績の有無 

合計 製造業 非製造業

正社員・パート
ともに支給
正社員のみ支給

支給しない

54.3
(53.7)
35.2
(36.3)
10.5
(10.0)

64.5
(63.2)
28.0
(27.4)
7.5
(9.5)

48.5
(48.2)
39.3
(41.5)
12.3
(10.4)

(%)

※（　　）内は2015年実績

●2016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

176

67

109

424,110

501,514

367,846

一人当たり支給額
2016年 2015年

416,299

509,975

349,856

1.9

▲ 1.7

5.1

（社、円、％）

●2016年冬のボーナス支給予定

全産業

製造業

非製造業

25.2

26.1

24.7

増加

56.4

55.4

57.0

変わらない

11.2

12.0

10.8

減少

7.2

6.5

7.6

支給しない

（％）

前年比

全産業

製造業

非製造業

20,398

8,586

11,812

支給対象人員支給総額
2016年 2015年

20,173

8,371

11,802

1.1

2.6

0.1

前年比

8,651

4,306

4,345

2016年 2015年

8,398

4,269

4,129

3.0

0.9

5.2

●2016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

2016年7月中旬実施。対象企業数986社。
回答企業数259社。回答率26.3％。

●夏のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
（％）
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▲17.1
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1.9
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▲20

▲15

▲10

▲5

0

5

10

（％）
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アンケート調査

わが国経済は、このところ弱さもみられるが、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、生産は横ばい、企業収益は高い
水準にあるものの改善に足踏みがみられ、雇用情
勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
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。生産はこのところ横ばい圏内の動き、
先行きも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、百貨
店・スーパー、小雨が鉄鋼であった。
10～12月期の天気図は、7～9月期と変わらず、
薄日が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、
百貨店・スーパー、小雨が鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を上回った模様である。
先行きの生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回って推移。産
業向けの電気機械は比較的順調だったが、電子部
品・デバイスが減少、情報通信機器も減少が続い
ている。先行きは現状程度の推移が見込まれる。
〇輸送機械の生産は、前年並みになったとみられる。
先行きの乗用車生産は新型車の発売もあり上向
くと予想される。
○鉄鋼の生産は、前年実績を下回った。先行きにつ
いても、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
○建設は、公共工事、民間工事とも前年並みで推
移した。先行きは住宅などでやや弱含むことも
予想される。

 
（1） 一般機械…前年を上回る
7～9月期の一般機械の生産は、前年を上回った
模様である。工作機械のうち、マシニングセンタは、
過去のものづくり補助金や省エネ補助金による設
備投資下支え効果が薄れてきたことで、このところ
減速していたが、6月に2015年度補正予算に伴う
新たなものづくり補助金の採択企業が決まったこと
もあって、盛り返している。
月ごとの振れ幅が大きい半導体製造装置は、7月

には前年を下回ったものの、中国からの大型受注や、
半導体回路の微細化・立体化を進める半導体メー
カーの動きなどを受けて、ならしてみれば前年を上
回って推移している。フラットパネルディスプレイ製
造装置については、春先以降、前年を上回って堅調
な動きが続いているようだ。
コンプレッサーは、引き続き安定的に推移してい
るが、これまで堅調だった食料品加工機械や医療用
機械器具は、やや減少している。海外経済減速の
影響から、建設機械は依然として低調に推移してお
り、金型についても、生産は低迷している。金型は、
一時、海外から仕事が戻る動きもあったが、為替相
場が円高傾向に振れたことで、こうした動きもみら
れなくなっている。
先行きの一般機械の生産についても、ものづくり
補助金の効果などから、前年の水準は上回るとみら

好調に推移している。自動車向けは電子部品の種
類も多く、今後とも期待できる。県内企業でも自動
車向け電子部品のウエイトを高めているところがみ
られる。家電向けはほとんど海外メーカー向けと
なっている。このため、電子部品の生産は国内家電
の販売動向との関連は薄れており、中国、東南アジ
ア、インド、中東などの需要に左右されている。こう
した国では需要は伸びているものの、生産面や部品
調達の変動は激しく、このところ生産調整の動きも
みられたことなどから、県内での部品生産もその影
響を受けている。
情報通信機器はスマートフォンやタブレット等で
一部メーカーへの集約化がみられることもあり、県
内の生産は低調な動きが続いている。情報通信機
器向け電子部品は需要や価格の変動が激しく、県
内メーカーでは、この分野から撤退し需要の安定し
ている産業向けにシフトする動きもみられる。
先行きについては、産業向けや海外向けの需要

に期待が持たれるが、全体では現状程度の推移が
見込まれる。
米国の自動車販売にやや不安はあるが、電装化

の進展による需要増に期待している。また、海外の
家電向けも製品の高度化が進んでいることから、使
用される電子部品の点数増、単価増に期待している。
収益面では一部企業では円高の影響を受け厳し

くなっているところもあり、今後の為替動向を注視し
ている。

が前年並みとなったことを受け乗用車部品メーカー
の生産は横ばいで推移したとみられ、トラック部品
メーカーの生産はやや陰りがみられるようだ。
先行きについては、乗用車の生産は上向くことが
予想される一方、トラックの生産はやや弱含みの方
向にあるため、部品メーカー全体としては横ばい圏
内での動きとなると予想される。

（4） 鉄鋼…前年実績を下回る
このところ、首都圏における鉄筋コンクリート造の
建築着工は減少を続けてきたが、春先以降、ようやく
下げ止まってきた。一方、鉄筋組立工や監督者など
の人手不足から、建築現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、鉄骨造を選ぶ動きがみられたが、
足元ではこうした動きも一段落し、鉄骨造の着工は減
少に転じている。棒鋼の生産減少に加え、粗鋼および
鋼半製品（ビレット）の生産が総じて弱含んでいること
もあり、7～9月期の鉄鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は引き続き堅調なものの、都
内のテナントビルについては、先行きの供給過多を
懸念する声が聞かれ始めており、一部では竣工予
定時期を後ずれさせる案件がみられる。好調が続
いていた病院や介護施設などの医療関連施設は、
着工が一段落している。マンションについても、都内
で1億円を超えるような高額物件には、引き続き投
資物件としてのニーズがあるものの、実需中心の郊
外型のマンションでは、販売価格の上昇を受けて、

　公共工事、総じて順調に推移。先行きも堅調に推
移する見込み。
　民間工事は、前年並みで推移。先行きも現状程
度の推移が続く見込み。
　住宅は、全体では前年を上回る状況で推移して
いる。先行きはマンションの供給減から弱含むこ
とも予想される。
〇百貨店・スーパーの売上は、前年割れとなったと
みられる。先行きもこうした傾向は変わらないと
予想される。

れる。しかし、ものづくり補助金は、近年繰り返し実
施され、かなりの数の企業にいきわたってきたことに
加え、今では採択企業も製造業に限られなくなって
いる。工作機械等の押し上げ効果は低下しつつあり、
一般機械全体では、生産は前年をやや上回る程度
で推移するとみられる。
雇用面では、引き続き人員が不足しており、人材
派遣会社などからの提供も受けにくいとの声が聞か
れたが、中小零細については、それほど逼迫してい
る企業は多くないようだ。

（2） 電気機械…前年をやや下回って推移
7～9月期の生産は、電気機械全体では前年をや

や下回る推移となった模様である。産業向けの電気
機械は比較的好調に推移したものの、変動の大き
い電子部品・デバイスが減少、スマ－トフォンや携帯
電話など情報通信機器は県内生産の減少が続い
ている。
国内の電気メーカーは、消費者向けの家電から
産業向けの電気機械へシフト（たとえばパソコンか
らサーバー、家庭用エアコンからビル空調システム
など）を続けている。産業向けの電気機械は企業の
情報システムの高度化や大型化、好調な建設需要
などもあり、比較的順調である。なお、家電製品は、
日本のブランド名で販売されているものも、海外生
産がほとんどで、県内での家電製品の生産は極め
て小さいものとなっている。
電子部品・デバイスについては、自動車向けが

（3） 輸送機械…生産は前年並みに
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。登録車（普通＋小型乗用車）の販
売台数は前年を上回る月もあり、減少傾向に歯止
めがかかっているが、軽自動車の販売台数は前年
水準を下回る状況が続いている。昨年4月からの軽
自動車税の増税や燃費データ不正問題の影響が
続いているとみられる。
生産動向をみると、県内生産は昨年10～12月期
以降、前年を上回って推移していた。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、前年の生産水準が低かった
こともあり、昨年10～12月期が前年比＋12.6％、今
年1～3月期が同＋20.2％、4～6月期が同＋4.9％と
増加した。昨年、海外で生産していた一部の車種を
国内生産に切り替えたことにより、輸出向けの生産
が大きく増加したことが影響しているとみられる。
7月の輸送機械の鉱工業生産指数は同▲9.4％

と前年を下回ったが、7～9月期全体では前年並み
の生産水準になった模様だ。県内完成車メーカー
の登録車の国内販売が前年割れとなったため、生
産の伸びが低下した。ただ、足元では新型車の発売
に伴う生産の増加もあり、県内生産は再び上向いて
いるとみられる。
先行きについては、新型車の発売による生産増

で、県内生産は上向くと予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年割れ
となった模様だ。国内向けは、都市部の再開発需要
や、東京オリンピックに向けた建設需要、インターネッ
ト通販の普及による物流関連の需要により、比較的
堅調に推移しているが、原油など資源価格の低迷で
資源国を中心に海外向けが落ち込んでいるようだ。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、生産はやや弱含みで推移
するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の生産は、乗用車の生産

一部で購入を手控える動きがみられる。
値下がりが続いていた原材料のスクラップ価格

は、底打ちから、緩やかな上昇に転じた。中国から輸
出される鋼半製品を対象に、緊急輸入制限措置
（セーフガード）を発動したベトナムが、スクラップの
輸入量を増やしていることや、日本国内で解体工事
からのスクラップ発生量が、例年より少なかったこと
などが背景にある。
鉄鋼メーカーは、製品価格とのスプレッドが縮小

してきたものの、比較的高値の受注契約が残ってい
たことや、原油価格低下に伴う電気代の減少なども
あって、足元の収益は黒字を確保した。
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック
関連の案件がピークを迎えるのが、まだ少し先とな
る見込みで、建築需要は引き続き弱めに推移しよう。
しかし、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注残
を相応に抱えており、原材料の需要が大幅に減少
する可能性は低いことから、10～12月期の鉄鋼の
生産は、引き続き前年をやや下回る程度の水準で
推移するとみられる。
10～12月期にかけて、既存受注契約分の消化が
進めば、スクラップ価格が横ばい程度で推移したと
しても、鉄鋼メーカーのスプレッドは縮小に向かうこ
とになる。ゼネコン側の製品価格引き上げに対する
抵抗感は強く、鉄鋼メーカーの収益は今後悪化す
る可能性が高い。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を下回った。景
気が減速している中国やブラジルでは、油圧ショベ
ルやホイールローダーといった建設機械の需要が
依然として冷え込んでいる。鋳鉄管についても、こ
のところ前年を下回ることが多くなっている。
10～12月期についても、手元の受注残が減って

いる企業が多く、鋳物の生産は引き続き弱含みで
推移する可能性が高い。
足元の収益面は非常に厳しい。電気代は若干
減っているものの、副資材は下がらず、逆に廃砂の

処理費用は増加している。鋳物用銑鉄の価格は比
較的安定しているが、スクラップやコークスの価格
は値上がりしている。需要面の弱さから、製品価格
の引き下げ要請が強まることが懸念されており、先
行きも収益は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
7～9月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ

ぼ前年並みで推移した。前年同時期も比較的好調
であったため、工事金額、受注残ともに高水準を持
続している状況。資材価格は一時に比べ落ち着い
てきているが、職人をはじめとした人手不足の状況
は続いており、コスト面では高止まりが続いている。
先行きは、受注残はある程度確保できているもの

の、建築価格が上昇したことから住宅などで手控え
も見られ始めるなど、やや弱含むことも予想される。
公共工事：7～9月期の公共工事は、総じて順調な推
移となっており、繁忙な状況が落ち着いてきたという
状況である。内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
河川関連、耐震化の工事が多く、道路関連の工事

は少ない。河川関連は土地取得の必要が少ないた
め、道路等に比べ発注しやすい面もあるようだ。
先行きは、受注残に余裕もあり、当面堅調に推移

するとみられる。今後、県内でも2019年のラグビー
ワールドカップや、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック関連のインフラ整備が本格的に開始され
るとみられ、関連案件の受注を期待している。また、
経済対策については、自然災害が多くなっているこ
ともあり、河川の災害対策や橋梁の改修などが期
待されている。
民間工事：7～9月期の民間工事は、前年並みで推
移している。種別では引き続き老健・介護関連など
の福祉施設が多く、比較的広い土地が出ると、福祉
関係の施設が建設される場合が多い。また、企業の
収益が回復してきたことや、東京オリンピック・パラ
リンピック関連工事の本格化前に完工したいことな
どから、工場やビルのリフォームや耐震化工事の引
き合いも引き続き出ている。
先行きは、現状程度の推移が続く見込み。ただ、
需要が落ち着いてきていることもあり、選別受注が
難しくなりつつあり、収益の面では若干厳しくなるこ
とも見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は全体では、前年を上
回る状況で推移している。
マンションは資材価格や労務費の高止まりから、
建築コストが高くなりすぎて、価格面で需給のギャッ
プが出てきており販売が低調となっている。業者サ
イドでは、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で
きないため、売れそうな物件に絞りこんで対応して
いる。現在、建築状況は堅調なものの、今後の新規
建築計画は手控えられている。
埼玉県におけるマンション契約率は、概ね好不調

の目安といわれる70％を下回って推移している。な
お、投資用マンションの建設は埼玉県内では活発な
様子はみられない。
マンションに比べ価格上昇ペースが緩やかな戸

建住宅は、前年並みかやや強含みで推移した模様。
注文住宅、分譲住宅ともに、購入意欲は高い。背景
としては、雇用や所得が安定しており、金利も低く、
賃貸の賃料との比較で購入する人も多い。
貸家は相続対策や低金利を背景に業者の売り込

み姿勢も強く、増加が続いている。
先行きは、マンション、戸建てともに、実需は強い

とみられるが、価格が合わないものは売れなくなっ
ている。とくにマンションは価格が高くなっているこ
とから、先行きの供給は縮小が見込まれる。貸家は
相続対策や低金利などで、現状、需要が強いようで
あるが、一過性の動きとなる懸念もある。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年割れ
百貨店：7～9月期の県内百貨店の売上は、4～6月
期に続き前年を下回ったとみられる。大規模商業施
設との競合や台風などの天候不順の影響が響き、
県内百貨店の売上は減少傾向が続いている。
品目別では主力の衣料品の不振が続いている。
衣料品は家計リストラの対象になりやすいといった
指摘や、消費者の購入先が専門店やネット通販にシ
フトしているとの指摘があった。また、消費者が品
質・機能・価格面で優れた“良いものを長く着る”よ
うになり、これまでのように流行を追わなくなった、と
いう消費者の購入姿勢の変化もあるようだ。
食料品の売上も低迷し、これまで比較的底堅かっ

た宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品の動きも
株価低迷の影響等により鈍っている。県内百貨店で
は売上全体に占める割合は小さいが、訪日外国人
によるインバウンドの売上の伸びも低下している。
ただ、仏具のおりん等の金工芸品を集めた展示
販売の売上が伸びたところや、富裕層を顧客とした
外商部門の売上はコンスタントに伸びているという
ところもあった。
ボリュームゾーンの中間層の消費も、引き続き勢
いを欠いている。節約志向・価格志向が再び強まり、

顧客の購入姿勢も慎重になってきているという。実
質賃金の伸び悩みや社会保険料の負担増などで
可処分所得があまり増えていないため、消費者は生
活防衛色を強めているようだ。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含み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
を下回ったとみられる。売上は7月が＋0.8％と増加
したが、8月が天候不順等の影響から▲3.1％と減
少し、9月の動きも鈍かったようだ。品目別にみると、
百貨店と同様に衣料品売上の減少が続き、比較的
堅調だった主力の食料品も天候不順で来店客数が
減り減少したようだ。
消費者は価格に対してより敏感になり、節約志向

が再び強まっているとみられる。最近の消費者の傾
向として、いくつかの店舗を比較して価格の安いも
のを選んでいる、特売日やお買い得デーにまとめ買
いをする顧客が多い、安いものを必要なだけ買い余
分な買い物をしない、顧客の反応がよいのは安いも
のと新製品だけ、といった声が聞かれた。こうした消
費者の動きを反映して、顧客の1人当たりの買上げ
単価も落ちているという。
賃金は上昇してはいるものの、そのテンポは鈍く、
消費者の所得増加には弾みがついていない。将来
への不安から生活防衛意識が高まっており、慎重な
買い物姿勢が続いている。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
現状並みの売上で推移すると予想される。

埼玉県内企業の2016年夏の ボーナス支給状況

2016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
2016年夏のボーナスの支給実績をたずねたところ、

「正社員・パートともに支給」と答えた企業は全体の
54.3％で、2015年夏の支給実績53.7％に比べ0.6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35.2％で前年実績の36.3％から1.1ポイントの
減少となった。一方、「支給しない」とする企業は
10.5％となり、前年実績の10.0％から0.5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、支給対象については広がる動きが続いている。
業種別にみると、「正社員・パートともに支給」と答え

た企業は、製造業では64.5％、非製造業では48.5％で
あり、製造業で割合が高くなっている。前年実績と比較
すると、製造業で1.3ポイントの増加、非製造業で0.3ポ
イントの増加となっている。
また、「支給しない」は製造業で7.5％、非製造業で
12.3％であり、非製造業で割合が高く、また昨年からも
増加している。

一人当たりボーナス支給額
2016年夏のボーナス支給総額を支給対象人員で
割った、一人当たり支給額は424,110円となり、前年
実績の416,299円に比べ1.9％の増加となった（ボー

ナス支給実額を記入いただいた企業176社を集計）。
前年夏は、消費増税の影響が予想以上に長引いたこ

ともあって、業績改善の遅れから前年比3.6％の減少で
あった。本年夏は、売上、利益改善の動きがみられるこ
とに加え、人手不足感も強まっていることから1.9％の増
加となった。
業種別にみると、製造業では501,514円と、前年の
509,975円から1.7％の減少となった。非製造業では
367,846円で前年の349,856円から5.1％の増加と
なった。個別の業種についてみると、製造業ではウエイ
トの大きい「輸送機械」が前年比▲5.2％となり、製造業
全体を引き下げている。非製造業では、人手不足感の
強い「建設」が前年比＋7.3％となったほか、「小売」同
＋7.9％、「サービス」同＋5.6％などで比較的大きな増
加となった。

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
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(%)
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埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直し ている。
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景気動向指数 改善を示している

7月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：81.2（前月比▲0.4ポイント）、一致指数：158.7
（同＋0.9ポイント）、遅行指数：104.1（同＋2.1ポイン
ト）となった。
先行指数は2カ月連続で下降した。
一致指数は2カ月ぶりの上昇となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比＋0.90ポイント
と、2カ月ぶりに上昇した。埼玉県は、景気の基調判
断を、3カ月連続で「改善を示している」としている。
遅行指数は2カ月連続の上昇となった。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が2カ月ぶりに減少

8月の百貨店・スーパー販売額は800億円、前年
比▲4.3％（既存店）と2カ月ぶりに減少した。台風等
の天候不順の影響があった。業態別では、百貨店
（同▲9.3％）、スーパー（同▲3.1％）ともに減少し
た。新設店を含む全店ベースの販売額も同▲4.1％
と4カ月連続で減少した。
9月の新車販売台数（乗用車）は15,000台、前年
比＋4.7％と2カ月連続で増加した。車種別では普通
乗用車が8,868台（同＋16.0％）、小型乗用車は
6,132台（同▲8.2％）だった。

住 宅 ５カ月連続で前年を上回る

８月の新設住宅着工戸数は5,584戸、前年比＋
18.5％と５カ月連続で前年を上回った。
利用関係別では、持家が1,306戸（前年比▲
6.8％）と２カ月ぶりに減少したものの、貸家が2,274
戸（同＋15.1％）と４カ月連続で増加し、分譲も
1,977戸（同＋48.9％）と３カ月ぶりに増加した。　　
分譲住宅は、戸建が1,529戸（同＋33.7％）と５カ

月連続で増加し、マンションも377戸（同＋138.6％）
と３カ月ぶりに増加した。

公共工事 ２カ月ぶりに前年を下回る

９月の公共工事請負金額は411億円、前年比▲
6.0％と２カ月ぶりに前年を下回った。４～９月累計で
も、同▲3.9％と前年を下回っている。
発注者別では、独立行政法人等（前年比＋
144.1％）と地方公社（同＋221.3％）は増加したも
のの、国（同▲43.5％）と都道府県（同▲35.7％）、
市町村（同▲6.1％）は減少した。
なお、請負件数は925件（同＋8.3％）と前年を上
回った。

生 産 横ばい圏内の動き

7月の鉱工業指数をみると、生産指数は94.0、前
月比＋0.2％と2カ月連続で増加したが、このところ横
ばい圏内の動きが続いている。
業種別では、業務用機械、化学、窯業・土石製品

などが増加したものの、生産用機械、はん用機械、輸
送機械などが減少した。
在庫指数は127.8、前月比＋0.3％と3カ月ぶりに
増加した。
業種別では、輸送機械、プラスチック製品、パル

プ・紙・紙加工品などが増加したものの、非鉄金属、
電子部品・デバイス、電気機械などが減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.07倍

８月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.04ポイント上昇の1.07倍となった。　
有効求職者数が84,181人（前年比▲5.2％）と、
75カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
84,930人（同＋15.6％）と、38カ月連続で前年を上
回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.13ポイント上昇の1.75倍となっている。
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1.26倍であった。
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18.5％と５カ月連続で前年を上回った。
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と３カ月ぶりに増加した。

公共工事 ２カ月ぶりに前年を下回る
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●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模30人以上、Ｐは速報値
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▲ 0.7

7.9

7.6

5.4

▲ 0.9

2.8

4.7

3,014,651

2,872,111

2,860,472

2,704,485

245,680

180,850

259,813

206,608

203,014

204,327

210,384

239,409

346,794

184,562

193,891

248,301

244,215

190,749

269,713

26.3

▲ 4.7

▲ 0.4

▲ 5.5

▲ 2.0

1.7

▲ 3.2

▲ 0.0

▲ 0.4

3.0

1.3

▲ 4.1

▲ 2.7

8.4

7.3

3.6

▲ 0.6

5.5

3.8

543

483

403

359

28

19

27

28

31

28

25

31

17

26

28

30

38

38

29

69,848

74,225

56,640

36,187

5,019

1,838

2,387

3,327

3,915

1,073

1,413

2,276

3,967

8,911

2,368

1,892

11,792

4,485

6,633

12,124

10,855

9,731

8,812

787

632

673

742

711

699

675

723

746

695

671

763

712

726

649

3,834,563

2,782,347

1,874,065

2,112,382

120,068

97,896

270,898

106,241

141,650

385,353

126,927

163,516

175,899

103,344

115,852

108,065

124,019

126,049

85,063

95.8

96.4

99.1

100.0

100.0

100.2

100.2

100.1

99.7

99.8

99.5

99.7

99.6

99.8

99.8

99.7

99.5

99.5

0.4

0.6

2.8

0.9

0.1

0.1

0.1

0.2

0.3

0.0

▲ 0.1

0.1

▲ 0.2

▲ 0.6

▲ 0.6

▲ 0.5

▲ 0.5

▲ 0.7

96.2

96.6

99.2

100.0

100.1

100.2

100.3

100.2

99.9

99.8

99.5

99.6

99.7

99.9

100.0

99.9

99.6

99.7

0.0

0.4

2.7

0.8

0.2

0.2

0.0

0.3

0.3

0.2

▲ 0.1

0.2

0.0

▲ 0.3

▲ 0.5

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.5

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

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

2012年

2013年

2014年

2015年

15年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

96.3

93.1

97.6

95.5

95.1

95.2

94.5

95.4

96.0

93.9

98.4

93.3

94.8

93.4

93.1

93.8

94.0

▲ 2.2

▲ 3.3

4.8

▲ 2.2

0.6

0.1

▲ 0.7

1.0

0.6

▲ 2.2

4.8

▲ 5.2

1.6

▲ 1.5

▲ 0.3

0.8

0.2

97.8

97.0

99.0

97.8

97.4

96.7

97.0

98.2

97.1

95.9

98.3

93.2

96.7

97.2

94.7

96.9

96.5

97.8

0.6

▲ 0.8

2.1

▲ 1.2

▲ 0.9

▲ 0.7

0.3

1.2

▲ 1.1

▲ 1.2

2.5

▲ 5.2

3.8

0.5

▲ 2.6

2.3

▲ 0.4

1.3

143.0 

112.2 

170.6 

145.3 

138.5

135.4

130.4

131.2

140.1

134.4

133.9

131.7

128.7

130.7

130.3

127.4

127.8

41.9

▲ 21.5

52.0

▲ 14.8

▲ 4.4

▲ 2.2

▲ 3.7

0.6

6.8

▲ 4.1

▲ 0.4

▲ 1.6

▲ 2.3

1.6

▲ 0.3

▲ 2.2

0.3

110.5

105.7

112.3

112.3

113.2

113.4

113.3

111.9

112.3

112.7

112.4

112.2

115.4

113.4

113.9

113.9

111.2

111.5

5.2

▲ 4.3

6.2

0.0

▲ 0.6

0.2

▲ 0.1

▲ 1.2

0.4

0.4

▲ 0.3

▲ 0.2

2.9

▲ 1.7

0.4

0.0

▲ 2.4

0.3

2,705

3,378

3,038

2,376

226

204

96

223

175

176

108

288

182

161

263

159

159

247

24.9

24.9

▲ 10.1

▲ 21.8

21.2

▲ 21.7

▲ 32.4

▲ 30.7

12.1

13.4

▲ 29.9

15.1

▲ 16.5

▲ 19.6

6.0

▲ 22.5

▲ 29.7

21.0

50,184

55,947

53,818

50,695

4,774

4,178

4,027

4,252

3,803

3,962

3,460

4,013

4,019

3,858

5,051

4,679

3,862

4,877

6.2

11.5

▲ 3.8

▲ 5.8

0.9

▲ 7.6

▲ 2.0

▲ 22.1

▲ 6.8

6.7

▲ 11.1

▲ 12.0

12.7

▲ 22.0

19.0

4.2

▲ 19.1

16.7

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

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

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2012年

2013年

2014年

2015年

15年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

59,605

63,024

56,504

57,357

4,874

4,714

4,713

5,285

5,195

4,951

4,125

4,644

4,512

4,915

6,216

5,670

5,230

5,584

3.2

5.7

▲ 10.3

1.5

2.7

7.6

5.9

13.0

4.0

▲ 5.5

▲ 1.2

3.3

▲ 2.2

8.0

36.8

8.1

7.3

18.5

882,797

980,025

892,261

909,299

78,263

80,255

77,872

77,153

79,697

75,452

67,815

72,831

75,744

82,398

78,728

85,953

85,208

82,242

5.8

11.0

▲ 9.0

1.9

7.4

8.8

2.6

▲ 2.5

1.7

▲ 1.3

0.2

7.8

8.4

9.0

9.8

▲ 2.5

8.9

2.5

13.8

14.5

15.3

16.8

16.4

15.7

17.9

16.8

17.2

16.6

14.5

16.5

16.3

16.3

14.3

16.1

16.5

9.2

12.8

12.6

▲ 6.9

▲ 5.7

▲ 6.4

4.8

▲ 8.6

▲ 14.7

▲ 21.4

▲ 9.9

▲ 11.3

▲ 10.0

▲ 8.4

▲ 4.0

0.0

0.7

15.8

16.4

17.5

17.6

17.5

16.9

17.7

17.9

18.3

18.2

16.1

17.5

17.9

17.7

15.9

17.2

17.7

P16.7

0.3

4.3

6.8

▲ 0.5

▲0.4

1.3

1.2

0.1

0.0

▲ 1.2

▲ 4.2

▲ 2.2

▲ 1.6

▲ 1.1

▲ 2.4

0.0

1.1

P▲1.1

102.5

102.5

103.0

104.5

104.7

104.8

104.7

104.6

104.6

104.1

104.6

104.2

103.1

104.5

104.7

104.8

104.3

0.2

0.0

0.5

1.5

1.7

2.0

1.0

0.7

0.7

0.2

▲ 0.4

▲ 0.4

0.3

▲ 0.1

▲ 0.2

0.1

▲ 0.4

99.7

99.5

99.9

100.9

101.5

101.3

101.1

101.2

101.3

101.5

101.2

100.9

100.3

101.9

102.0

102.3

102.3

P102.2

▲ 0.3

▲ 0.2

0.4

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.3

1.2

1.0

1.2

0.8

0.8

0.9

0.8

P0.9

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

戸 前年比（％） 戸 前年比（％） 時間 前年比（％） 時間 前年比（％）2010年=100 前年比（％）2010年=100 前年比（％）

埼玉県

2012年

2013年

2014年

2015年

15年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

0.57

0.62

0.74

0.85

0.85

0.87

0.89

0.91

0.91

0.93

0.94

0.96

0.98

1.01

1.03

1.03

1.03

1.07

0.80

0.93

1.09

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.26

1.27

1.28

1.28

1.30

1.34

1.36

1.37

1.37

1.37

23,604

23,721

24,898

27,136

27,254

25,712

28,108

32,544

28,117

26,061

31,953

32,720

29,107

29,226

28,120

28,848

29,659

30,626

4.8

0.5

5.0

9.0

3.7

13.9

6.2

14.1

19.9

17.5

6.4

19.1

15.6

15.2

17.2

11.9

8.8

19.1

737

794

834

863

901

816

866

967

829

781

972

966

921

895

853

907

891

888

12.5

7.8

5.0

3.5

4.3

4.9

0.9

5.4

9.3

6.2

2.7

9.6

5.2

3.9

10.3

5.7

▲ 1.1

8.8

10,428

10,575

10,799

10,573

874

835

799

837

868

1,067

870

789

863

806

850

823

873

800

▲ 2.0

▲ 2.6

1.4

▲ 1.0

0.1

▲ 0.8

▲ 0.8

1.6

▲ 1.9

▲ 1.9

1.4

3.8

▲ 1.7

0.3

▲ 1.3

▲ 1.1

0.2

▲ 4.3

195,916

197,774

201,973

200,491

17,057

16,056

15,114

16,072

16,490

20,925

16,913

14,886

16,463

15,456

15,978

15,675

17,210

15,541

▲ 0.8

▲ 0.4

0.9

0.4

2.1

1.8

1.7

2.9

▲ 1.6

0.0

0.9

2.2

▲ 1.2

▲ 0.7

▲ 2.2

▲ 1.5

0.6

▲ 3.6

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●有効求人倍率の年次は原数値。百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース



19 20

月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2016.11埼玉りそな経済情報2016.11

●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

2012年

2013年

2014年

2015年

15年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

165,110

158,230

156,168

147,166

13,354

9,885

14,329

11,774

11,221

11,319

11,515

13,381

18,458

9,610

10,806

13,429

13,231

10,165

15,000

27.8

▲ 4.2

▲ 1.3

▲ 5.8

▲ 0.9

▲ 1.5

▲ 3.8

3.5

▲ 0.3

3.1

0.4

▲ 1.1

▲ 0.7

7.9

7.6

5.4

▲ 0.9

2.8

4.7

3,014,651

2,872,111

2,860,472

2,704,485

245,680

180,850

259,813

206,608

203,014

204,327

210,384

239,409

346,794

184,562

193,891

248,301

244,215

190,749

269,713

26.3

▲ 4.7

▲ 0.4

▲ 5.5

▲ 2.0

1.7

▲ 3.2

▲ 0.0

▲ 0.4

3.0

1.3

▲ 4.1

▲ 2.7

8.4

7.3

3.6

▲ 0.6

5.5

3.8

543

483

403

359

28

19

27

28

31

28

25

31

17

26

28

30

38

38

29

69,848

74,225

56,640

36,187

5,019

1,838

2,387

3,327

3,915

1,073

1,413

2,276

3,967

8,911

2,368

1,892

11,792

4,485

6,633

12,124

10,855

9,731

8,812

787

632

673

742

711

699

675

723

746

695

671

763

712

726

649

3,834,563

2,782,347

1,874,065

2,112,382

120,068

97,896

270,898

106,241

141,650

385,353

126,927

163,516

175,899

103,344

115,852

108,065

124,019

126,049

85,063

95.8

96.4

99.1

100.0

100.0

100.2

100.2

100.1

99.7

99.8

99.5

99.7

99.6

99.8

99.8

99.7

99.5

99.5

0.4

0.6

2.8

0.9

0.1

0.1

0.1

0.2

0.3

0.0

▲ 0.1

0.1

▲ 0.2

▲ 0.6

▲ 0.6

▲ 0.5

▲ 0.5

▲ 0.7

96.2

96.6

99.2

100.0

100.1

100.2

100.3

100.2

99.9

99.8

99.5

99.6

99.7

99.9

100.0

99.9

99.6

99.7

0.0

0.4

2.7

0.8

0.2

0.2

0.0

0.3

0.3

0.2

▲ 0.1

0.2

0.0

▲ 0.3

▲ 0.5

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.5

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

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

2012年

2013年

2014年

2015年

15年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

96.3

93.1

97.6

95.5

95.1

95.2

94.5

95.4

96.0

93.9

98.4

93.3

94.8

93.4

93.1

93.8

94.0

▲ 2.2

▲ 3.3

4.8

▲ 2.2

0.6

0.1

▲ 0.7

1.0

0.6

▲ 2.2

4.8

▲ 5.2

1.6

▲ 1.5

▲ 0.3

0.8

0.2

97.8

97.0

99.0

97.8

97.4

96.7

97.0

98.2

97.1

95.9

98.3

93.2

96.7

97.2

94.7

96.9

96.5

97.8

0.6

▲ 0.8

2.1

▲ 1.2

▲ 0.9

▲ 0.7

0.3

1.2

▲ 1.1

▲ 1.2

2.5

▲ 5.2

3.8

0.5

▲ 2.6

2.3

▲ 0.4

1.3

143.0 

112.2 

170.6 

145.3 

138.5

135.4

130.4

131.2

140.1

134.4

133.9

131.7

128.7

130.7

130.3

127.4

127.8

41.9

▲ 21.5

52.0

▲ 14.8

▲ 4.4

▲ 2.2

▲ 3.7

0.6

6.8

▲ 4.1

▲ 0.4

▲ 1.6

▲ 2.3

1.6

▲ 0.3

▲ 2.2

0.3

110.5

105.7

112.3

112.3

113.2

113.4

113.3

111.9

112.3

112.7

112.4

112.2

115.4

113.4

113.9

113.9

111.2

111.5

5.2

▲ 4.3

6.2

0.0

▲ 0.6

0.2

▲ 0.1

▲ 1.2

0.4

0.4

▲ 0.3

▲ 0.2

2.9

▲ 1.7

0.4

0.0

▲ 2.4

0.3

2,705

3,378

3,038

2,376

226

204

96

223

175

176

108

288

182

161

263

159

159

247

24.9

24.9

▲ 10.1

▲ 21.8

21.2

▲ 21.7

▲ 32.4

▲ 30.7

12.1

13.4

▲ 29.9

15.1

▲ 16.5

▲ 19.6

6.0

▲ 22.5

▲ 29.7

21.0

50,184

55,947

53,818

50,695

4,774

4,178

4,027

4,252

3,803

3,962

3,460

4,013

4,019

3,858

5,051
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3,862

4,877
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▲ 3.8

▲ 5.8
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▲ 7.6
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▲ 22.1
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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（％）

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値
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2013年

2014年

2015年

15年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

59,605
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56,504

57,357
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5.7
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13.0
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▲ 5.5
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8.1
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909,299
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▲ 2.5

1.7

▲ 1.3

0.2

7.8

8.4

9.0

9.8

▲ 2.5

8.9

2.5

13.8

14.5

15.3

16.8

16.4

15.7

17.9

16.8

17.2

16.6

14.5

16.5

16.3

16.3

14.3

16.1

16.5

9.2

12.8

12.6

▲ 6.9

▲ 5.7

▲ 6.4

4.8

▲ 8.6

▲ 14.7

▲ 21.4

▲ 9.9

▲ 11.3

▲ 10.0

▲ 8.4

▲ 4.0

0.0

0.7

15.8

16.4

17.5

17.6

17.5

16.9

17.7

17.9

18.3

18.2

16.1

17.5

17.9

17.7

15.9

17.2

17.7

P16.7

0.3

4.3

6.8

▲ 0.5

▲0.4

1.3

1.2

0.1

0.0

▲ 1.2

▲ 4.2

▲ 2.2

▲ 1.6

▲ 1.1

▲ 2.4

0.0

1.1

P▲1.1

102.5

102.5

103.0

104.5

104.7

104.8

104.7

104.6

104.6

104.1

104.6

104.2

103.1

104.5

104.7

104.8

104.3

0.2

0.0

0.5

1.5

1.7

2.0

1.0

0.7

0.7

0.2
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100.9

100.3

101.9
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新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数
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国土交通省
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埼玉県 厚生労働省
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有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●有効求人倍率の年次は原数値。百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース
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はじめに
羽生市は、埼玉県の北東部に位置し、東と南を加

須市、西を行田市、北は利根川をはさんで群馬県に
接している。市域は東西10.3km、南北6.7kmで、面
積は58.64㎢、人口は約５万６千人である。
市内には、東武伊勢崎線羽生駅・南羽生駅に加え、

秩父鉄道羽生駅・西羽生駅・新郷駅がある。道路に
ついても、市内東部を縦断する東北自動車道羽生
ＩＣがあることに加え、国道122号・125号が市内西
部を走るなど、交通の利便性は極めて高い。
羽生市の名産品は数多いが、なかでも代表的な

のが農林公園キヤッセ羽生で生産される「こぶし花
ビール」である。職人による手工芸的製法で造られ
る「クラフトビール」で7種類が味わえる。今年は“ア
ジア・ビアカップ2016”において２種類が金賞に輝く
など、多くの市民や全国のビール通からも大好評の
逸品である。

世界キャラクターさみっとin羽生2016
羽生市は、キャラクターを通じてまちおこしや、企

業おこしを行っている団体を広く募集し、まち自慢・
企業自慢をしてもらおうと、毎年11月に「世界キャラ
クターさみっとin羽生」を開催している。
2010年に「ゆるキャラ®さみっとin羽生」として

催されたのが最初で、この時には、日本全国から85
のキャラクターが参加し、およそ５万人の来場者が
あった。その後、年を追うごとに規模が拡大し、2013
年には376のキャラクターが参加して、「マスコット最
多集合記録数」のギネス世界記録に認定された。国
内だけにとどまらず、海外からもキャラクターが参加
するようになったため、2014年からは、現在の名称
に変更されている。
昨年は、全国40の都道府県に、エクアドル、アメリ

カなど海外３カ国をあわせて、377のキャラクターが
参加した。初日にはキャラクターたちによるファッショ
ンショー「はにゅコレ」、2日目にはキャラクターたちが
お祝いする結婚式「キャラコン」などが行われ、期間
中に訪れた約45万人の来場者たちとともに大いに
盛り上がった。
今年も、11月19日（土）・20日（日）の2日間、羽生

水郷公園を会場に「世界キャラクターさみっとin羽
生2016」が開催される。前年と同様に「はにゅコレ」
と「キャラコン」が行われるほか、キャラクターたちの
出身地にちなんだ様々な屋台のグルメなどもあるの
で、楽しい週末を過ごすことができるだろう。

鬼平江戸処
2013年12月19日、東北自動車道羽生ＰＡの上り

線施設は、作家池波正太郎氏の代表作「鬼平犯科
帳」の世界観と江戸の街並みを再現した「鬼平江戸
処」としてリニューアルオープンした。
鬼の平蔵、略して鬼平は、江戸時代、火付盗賊改

方として活躍した長谷川平蔵をモデルに、池波氏が
創作した人物である。「鬼平犯科帳」には、仕事では
凄腕ながら、人情味あふれ、おいしい食べ物に目が
ない鬼平の姿が生き生きと描かれている。
羽生ＰＡのそばにある栗橋には、江戸時代、日光

街道の栗橋関所があり、「入り鉄砲に出女」を厳しく
取り締まっていた。そこで、羽生ＰＡ（上り線）を、東京
への入り口に見立て、施設の正面は栗橋関所をイ
メージした造りにしている。居並ぶ建物の外観も、瓦
屋根や白壁、板塀にしただけでなく、擬宝珠や天水
桶、高札や半鐘など、細部まで作り込まれており、新
築の建物にあえてエイジング加工を施したその姿は、
まさに江戸そのもの。入店している飲食店に、江戸
の食をしのばせる老舗や名店が、多数出店・監修し
ているのも、訪れる人にとっては楽しみの一つになっ
ている。
2014年3月には、羽生ＰＡの一般道側にも駐車場

と連絡通路が整備されたことで、東北自動車道を使
わず、一般道からも鬼平江戸処を利用できるように
なった。江戸の風情を気軽に楽しめる鬼平江戸処を、
のぞいてみてはいかがだろう。

武州正藍染
2008年、羽生市・加須市・行田市で生産された、

武州地域に由来する正藍染を施した織物や、その織
物を用いて生産されたハンカチ、ワイシャツ類、剣道
衣などが、「武州正藍染」として、特許庁の地域団体
商標に登録された。
江戸時代後期、この地で藍が栽培されるように

なったのが、武州正藍染の始まりとされ、明治時代に
は200軒以上の紺屋が店を構えたという。かつての
賑わいは失われたとはいえ、伝統の技は受け継がれ
ており、商標の権利者である武州織物工業協同組
合の組合員10軒のうち８軒は今も羽生市にある。
武州正藍染は、藍の葉を自然発酵させた染料を

使い、手染めによって作られる。水をくぐり、さめるほ
どに美しい色合いになる武州正藍染を、ぜひ、手に
取ってみていただきたい。 （井上博夫）

活力に満ちたひと輝く文化都市

羽生市長　河田 晃明氏

羽生市
市長のメッセージ
羽生市では、平成28年度を地方創生への本格着手年として「羽生市まち・ひと・しごと
創生総合戦略」に最重点を置き、全国的な課題でもある「人口減少」の克服に総力を上げて
市政に取り組んでいます。そして、市民協働のもとで「誰もが幸せを感じる、住み続けたい
まち」の創出を目指しています。市の伝統産業に武州正藍染があり、ジャパンブルーとも
呼ばれる魅力的な藍の色は東京五輪・パラリンピックのエンブレムにも使用されています。
また、国指定天然記念物で国内唯一のムジナモ自生地「宝蔵寺沼」では、指定から50周年
を迎えた今年、多くの関係者の努力によりムジナモの大増殖を見ることができました。
伝統や自然も大切にしながら、これからも市民とともにまちづくりを進めてまいります。

天日干しされる藍染の糸彩の国・羽生の地ビール「こぶし花ビール」

羽生市概要

●東武伊勢崎線　羽生駅、南羽生駅
●秩父鉄道秩父本線　羽生駅、西羽生駅、新郷駅
●東北自動車道羽生ＩＣから市役所まで約4㎞

主な交通機関

人口（平成28年10月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成28年1月1日現在）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（商業統計）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

資料：「埼玉県市町村勢概要」(平成28年3月)ほか

55,513人

22,327世帯

46.8歳

58.64k㎡

155所

2,417.3億円

478店

824.5億円

36.4％

62.4％

さいたま市

行田市 加須市

おに　へい　 え　　ど　どころ ぶ　 しゅうしょう  あい  ぞめ

羽生市
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わず、一般道からも鬼平江戸処を利用できるように
なった。江戸の風情を気軽に楽しめる鬼平江戸処を、
のぞいてみてはいかがだろう。

武州正藍染
2008年、羽生市・加須市・行田市で生産された、

武州地域に由来する正藍染を施した織物や、その織
物を用いて生産されたハンカチ、ワイシャツ類、剣道
衣などが、「武州正藍染」として、特許庁の地域団体
商標に登録された。
江戸時代後期、この地で藍が栽培されるように

なったのが、武州正藍染の始まりとされ、明治時代に
は200軒以上の紺屋が店を構えたという。かつての
賑わいは失われたとはいえ、伝統の技は受け継がれ
ており、商標の権利者である武州織物工業協同組
合の組合員10軒のうち８軒は今も羽生市にある。
武州正藍染は、藍の葉を自然発酵させた染料を

使い、手染めによって作られる。水をくぐり、さめるほ
どに美しい色合いになる武州正藍染を、ぜひ、手に
取ってみていただきたい。 （井上博夫）

活力に満ちたひと輝く文化都市

羽生市長　河田 晃明氏

羽生市
市長のメッセージ
羽生市では、平成28年度を地方創生への本格着手年として「羽生市まち・ひと・しごと
創生総合戦略」に最重点を置き、全国的な課題でもある「人口減少」の克服に総力を上げて
市政に取り組んでいます。そして、市民協働のもとで「誰もが幸せを感じる、住み続けたい
まち」の創出を目指しています。市の伝統産業に武州正藍染があり、ジャパンブルーとも
呼ばれる魅力的な藍の色は東京五輪・パラリンピックのエンブレムにも使用されています。
また、国指定天然記念物で国内唯一のムジナモ自生地「宝蔵寺沼」では、指定から50周年
を迎えた今年、多くの関係者の努力によりムジナモの大増殖を見ることができました。
伝統や自然も大切にしながら、これからも市民とともにまちづくりを進めてまいります。

天日干しされる藍染の糸彩の国・羽生の地ビール「こぶし花ビール」

羽生市概要

●東武伊勢崎線　羽生駅、南羽生駅
●秩父鉄道秩父本線　羽生駅、西羽生駅、新郷駅
●東北自動車道羽生ＩＣから市役所まで約4㎞

主な交通機関

人口（平成28年10月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成28年1月1日現在）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（商業統計）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

資料：「埼玉県市町村勢概要」(平成28年3月)ほか

55,513人

22,327世帯

46.8歳

58.64k㎡

155所

2,417.3億円

478店

824.5億円

36.4％

62.4％

さいたま市

行田市 加須市

おに　へい　 え　　ど　どころ ぶ　 しゅうしょう  あい  ぞめ

羽生市
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裏表紙

地方創生の深化～一億総活躍社会の実現へ向けて～シリーズ

彩論  埼玉大学先端産業国際ラボラトリー所長 綿貫啓一 氏
 新たな産学官金連携による研究開発協働・事業化・人材育成

ズームアップ  株式会社スギヤマ
地域研究レポート 

地域に求められる「好循環」創造の視点
調査  埼玉県における産業動向と見通し
 生産は横ばい圏内の動き、先行きも横ばいとみられる

アンケート調査  埼玉県内企業の2016年夏のボーナス支給状況
県内経済の動き

月次経済指標

タウンスケープ  羽生市
 活力に満ちたひと輝く文化都市

市町村経済データ

(平成27年2月1日現在）

市町村名
（人）

農業就業人口 農業就業人口 農業就業人口

増加率
（％）

市町村名 市町村名

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

ときがわ町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴ヶ島 市

日 高 市

吉 川 市

ふじみ野市

白 岡 市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

さいたま市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

3,641 

3,058 

3,537 

1,022 

1,687 

558 

1,707 

261 

4,309 

1,505 

810 

1,908 

1,034 

1,240 

2,086 

4,873 

648 

370 

1,147 

18 

21 

679 

農家数
（戸） （人） 増加率

（％）

農家数
（戸） （人） 増加率

（％）

農家数
（戸）

2,104 

1,954 

2,389 

482 

1,230 

368 

849 

185 

3,010 

770 

613 

1,305 

524 

1,029 

1,341 

2,551 

375 

175 

675 

8 

13 

482 

▲ 20.7

▲ 19.9

▲ 26.5

▲ 27.2

▲ 15.1

▲ 31.3

▲ 20.1

▲ 16.1

▲ 15.0

▲ 22.5

▲ 14.6

▲ 15.0

▲ 20.0

▲ 23.6

▲ 16.6

▲ 19.0

▲ 16.9

▲ 33.6

▲ 19.7

12.5

▲ 4.5

▲ 19.5

312 

137 

225 

662 

436 

2,580 

452 

350 

879 

895 

693 

607 

1,118 

221 

631 

802 

378 

759 

48,256

338 

617 

174 

156 

98 

95 

342 

254 

1,753 

268 

156 

508 

445 

416 

460 

901 

121 

419 

554 

201 

439 

30,018

198 

229 

148 

▲ 7.4

▲ 36.6

▲ 23.5

▲ 15.2

▲ 12.6

▲ 15.4

▲ 19.0

▲ 22.6

▲ 0.9

▲ 1.9

▲ 16.3

▲ 10.5

▲ 12.8

▲ 17.2

▲ 19.8

▲ 21.2

▲ 22.2

▲ 4.8

▲ 18.6

▲ 11.1

▲ 5.8

▲ 21.6

183 

454 

269 

453 

1,097 

948 

255 

204 

109 

106 

71 

259 

92 

793 

540 

829 

673 

550 

1,012 

293 

10,319

58,575

156 

325 

195 

298 

787 

642 

202 

124 

67 

72 

52 

167 

53 

605 

342 

472 

407 

365 

634 

185 

6,725

36,743

1.1

▲ 24.2

▲ 24.0

▲ 7.6

▲ 20.0

▲ 16.5

▲ 9.9

2.0

▲ 3.5

▲ 21.5

▲ 26.0

▲ 27.0

▲ 7.1

▲ 13.5

▲ 18.9

▲ 26.2

▲ 20.0

▲ 10.6

▲ 16.3

▲ 36.9

▲ 17.5

▲ 18.4

農家数および農業就業人口（販売農家）

資料：農林水産省「農林業センサス」
（注1）販売農家とは経営耕地面積が30ａ以上または調査期日前１年間における農産物販売金額が50万円以上の農家をいう
（注2）増減率は前回調査（平成22年）比


