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自治体におけるSDGsへの取り組み～地域の社会的課題を考えるシリーズ

彩論  埼玉県商工会連合会 会長 三村 喜宏 氏
 中小企業・小規模事業者への積極的な支援を

ズームアップ  株式会社アカシエ
地域研究レポート  

ジェンダー平等で女性も男性も暮らしやすい社会に
  ～SDGs達成に向けたこれまでの歩みとこれから～

調査   埼玉県における産業動向と見通し
 生産は緩やかに持ち直しており、先行きも持ち直しの動きが続くとみられる

アンケート調査  埼玉県内企業の2018年夏のボーナス支給状況
県内経済の動き

月次経済指標
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ズ ー ムアップ

浦和駅西口を出て埼玉県庁を越え国道17号をさ
いたま市役所方面に向かうと、オレンジを基調にした
瀟洒な建物が見えてくる。株式会社アカシエが経営
する洋菓子店「アカシエ（旧パティスリー・アカシエ）」
だ。埼玉県内のみならず県外からも人が訪れ1日平
均400個、クリスマスシーズンともなれば1日2,000
個ものケーキが売れるという人気店。
人気のケーキは、まず同店の看板商品、フランスの
王妃マリー・アントワネットをイメージした「アントワ
ネット」。ドーナツ状のパイ生地の上にミニシューク
リームを重ね、たっぷりのクリームにバラの花びらが
飾られた麗しい1品だ。そして、ベイクドチーズとレア
チーズが層になった「エクスキ」。バタークリームとマ
カダミアナッツがたっぷり入った生地が層になった
「デリス・マカダミア」などなど。
どれもが満足感のあるサイズで、甘味、フルーツの
酸味、濃厚なクリームやチーズの風味が楽しめるメリ
ハリのある豊かな味わい。それが同社ならではの個
性となって、多くのファンをとらえて離さない。
「浦和を選んだのは、生まれ育った埼玉でお店を持
ちたいという思いがあったことと、洋菓子の消費量が

投じて付加価値を下げない最高のものをつくります」

埼玉県産の小麦、卵、はちみつを使用し、アカシエ
北浦和本店のオープンに合わせて開発した“マド
レーヌ・ド・サイタマ”という商品がある。大宮駅新幹
線ホームの土産売り場の一番目立つ場所には東京
名物の商品が数多く置かれ、地場産の商品はやや陰
に隠れているような感じに違和感を覚え、「埼玉県産
の手土産としてインパクトが残せる何かがつくれない
だろうか」と思い、この商品の開発が始まったという。
「埼玉の県北はとても農業が充実していて、おいし
い素材もたくさんあるのになかなかクローズアップさ
れません。そういった良いものを使えば、おいしい
お菓子がつくれるはずと思いました」
早速話題を集めているこの商品。今後は、埼玉県

産マドレーヌとして存在感を示していくに違いない。

　

高収益体質の企業に向けて舵を切り、船を進めて
いる興野社長。それと同時に、個人店体制からの脱
却にもスピード感を持って取り組んでいる。
「昔、職人は少ない給料で修業するのが当たり前
と思われていましたが、今はそんな時代ではありま
せん。給料や福利厚生等を整えて従業員の生活を
守る仕組みをつくっていかなければと思っています」
雇用環境の整備や福利厚生等をしっかりと確立し

て、社員が長く、かつ楽しんで働ける制度づくりに取り
組む同社。高収益体質に向けた準備を進めながらも、
まずは先行投資として、従業員への利益還元に努め
たいと興野社長は語る。
「社員やお客さまに向けて楽しい店づくりに邁進しま
す。そうすれば、自ずと経営は改善されると思います」
アカシエそしてアカシエ北浦和本店の厨房の中
の笑顔から、同社の輝く未来が見えてくる。

当時のケーキは甘さ控えめ、さっぱりとした口当た
り、コンパクトサイズが人気のトレンド。それは、興野
社長が追求するおいしさとは大きな開きがあった。
「私がフランスでおいしいと思ったケーキは、甘味、
酸味、香りがはっきりしていて、1個食べて満足感を
満たすサイズのもの。当時の人気とはかけ離れてい
ましたが、自分がおいしいと思う感覚を信じました」
市場のトレンドの逆を行く味とサイズ――それは新

鮮かつ魅力的な味として消費者に受け入れられた。
さらに、メディアからも注目を集め専門誌に大きく取り
上げられると、今度はそれが契機となって渋谷の大
手百貨店から大規模なスイーツ催事の出店を依頼さ
れる。なんと、会場の一番いい場所での出店だった。
「売り上げも当店が一番でした。それで、『なんだ、
あの店は？』と業界で話題になって、そのあと、多くの
デパートから催事出店の声がかかりました」
話題は次 と々連鎖して、テレビ番組でも数多く取り

上げられ、客が殺到。同社は、“さいたまスイーツ”を
牽引するショップへと大きく成長していった。

平成22年、同社はパティスリー・アカシエからほど
近い国道17号沿いに「アカシエ・サロン・ド・テ」を開
店。デパートのデセールイベントに出店した際、客や
デパート関係者から大きな反響があり、そのノウハウ
を自分の店に落とし込みたいと思ったためだ。
アカシエ・サロン・ド・テは、“アシェットデセール”と
呼ばれる、シェフがデザートをつくって皿に盛り客に
提供するレストラン形式の店舗。埼玉屈指の人気洋
菓子店のアシェットデセールということで注目も集ま
り、連日長蛇の列ができた。店舗運営は成功のように
思えたのだが……。
「この店は利益体質の悪いビジネスでした。材料に
こだわり、手間ひまかけてつくるため、原価率は高い
し、お客さまの回転率は悪い。経営においても1カ所
なら3人の人件費で済むところが、店舗を二つ持つこ

“さいたまスイーツ”を牽引する浦和の人気洋菓子店。
10月に「アカシエ北浦和本店」を開店
味や洗練されたフォルムとサイズで多くのファンを獲得してきたアカシエ。10月にオープンしたアカシエ北浦和本店は、
ゆったりとした店内にイートインを併設し、広く充実した設備の厨房ではケーキや焼き菓子の量産体制も完備した。個人
ケーキ店から洋菓子企業への階段をのぼりながら、今後も独自の味とスタイルを追求していく。

株式会社アカシエ

とで4人必要になる。材料費、設備費、ランニングコス
ト全てにムダが出ました」
アカシエ・サロン・ド・テのデセールを求める客は連

日長蛇の列、店舗で毎月行われるお菓子教室の募
集も常に満席。パティスリー・アカシエの売り上げは
右肩上がりで順調だったのだが、コストが利益を圧迫
する経営状況が続いた。そこで、興野社長はアカシ
エ・サロン・ド・テの休業を決断。さらなる成長戦略とし
て掲げたのが新店舗アカシエ北浦和本店だった。

現在、同社のケーキなどの洋生菓子とマドレーヌ
やパウンドケーキ等焼き菓子の売上比率は7：3。つく
るのに手間がかかり原価率の高い洋生菓子のウエイ
トが高いほど利益が出にくいという洋菓子店の現状
を打開すべく、ケーキの生産はそのままに、焼き菓子
の生産効率を高めて高収益体質の企業になるべく
経営戦略を練った。そして新たな挑戦に取り組むた
め、アカシエ北浦和本店の開店となったのだ。
「アカシエの厨房は狭く、サロン・ド・テはデセール
用の厨房でしたから、とにかく広い厨房が欲しかった。
それで、埼玉りそな銀行さんに物件探しの相談をし

て、ご提案いただきました」
10月にオープンしたアカシエ北浦和本店は、1階

はイートインを併設した売り場、2階はアカシエとアカ
シエ北浦和本店のケーキを製造する広 と々した厨房、
3階が管理本部施設となっている。北浦和駅から徒
歩7分、北浦和公園を抜けてすぐの緑豊かな場所で、
すぐ隣にはコインパーキングの提携駐車場がある。
店内のオペレーションは、オーダーや会計も客が

タブレットタイプの機器を使ってストレスなくできるシス

テムを導入。イートインスペースもセルフサービスの
ため、客にオーダー待ちや会計待ちのストレスを与え
ないスタイルにしている。また、ケーキや焼き菓子販
売のほか、今後は、同社と取引のある生産者のフ
ルーツの販売、同社がケーキづくりに使用している
チョコレートや果実ぺーストといった商材、ショート
ケーキ用のスポンジやシュークリーム用のカスタード
クリームといった同社の一次加工品、さらには、クリス
マスケーキキットや洋菓子キットといった製品の販売
も行う予定だ。
「ゆくゆくは焼き菓子やその他の商材販売で、安定
した利益を確保していきたいと思います。そのかわり、
ケーキなどの洋生菓子には手間ひまかけて、人件費を

●代 表 者 代表取締役　興野 燈
●創　　業 平成19年8月
●設　　立 平成21年8月
●資 本 金 800万円
●従業員数 15名
●事業内容 洋菓子の製造、卸、販売
●所 在 地 〒330-0061 さいたま市浦和区常盤10-6-11　
 TEL 048-829-7570　048-829-7007（北浦和本店店舗）
●U R L http://www.acacier.com/

代表取締役　興野 燈氏

全国でもトップクラスだということ。そして、何より魅
力的な街であるということです」（興野燈社長）
東京から新潟まで伸びる国道17号沿いに建つ

アカシエ。幹線道路沿いに目を引く色合いの店舗を
構えることで、同社の存在が東京から新潟へと縦に
拡散されていくことを狙っての出店だった。

子どもの頃からケーキ好きであった興野社長。そ
の憧れから高校の3年間は地元・春日部のケーキ店
でアルバイトをし、卒業後には都内の有名ホテルに就
職。フランス料理店やケーキ店で料理や洋菓子の基
礎を学んで修業を積んだ。そして平成14（2002）年、
フランス菓子の原点を知りたいと渡仏。パリ市内や
郊外の洋菓子店で働きながら翌年、フランスで行わ
れる洋菓子の大会“アルパジョン・コンクール”ショコ
ラ部門で見事優勝を果たした。
帰国後、春日部のレストランでパティシエとして働

きながら独立の準備を進め、平成19年さいたま市浦
和区に「パティスリー・アカシエ」をオープンさせた。

埼玉県商工会連合会
会長
三村 喜宏氏

埼玉県商工会連合会平成30年度通常総会にお
きまして、大久保義海前会長のご勇退に伴い、新会
長に就任しました三村喜宏です。どうぞよろしくお
願いいたします。
日本の景気は緩やかに回復していますが、商工
会員の多くを占め、かつ、日本経済成長の礎として
重要な役割を担う中小企業・小規模事業者の方々
は、労働力人口の減少、経営者の高齢化や後継者
問題など、まだまだ経済の好循環を実感できない
厳しい状況が続いております。
このような中、小規模企業振興基本法及び小規
模支援法の精神に基づき、県内53の商工会は、組
織一丸となって会員事業所の経営計画の策定、実
行支援を推進することにより、地域経済を牽引する
中小企業・小規模事業者の事業の継続的発展、経
営力強化に努めております。
また、県では、昨年12月に、「埼玉県小規模企業
振興基本条例」を成立施行し、小規模事業者の振
興策に対する必要な支援を行う旨の文言が明記さ
れ、商工会を後押しする姿勢がうかがえるところで
す。県連でも平成29年度においては、時代に合った
商工会活動は如何にあるべきか、商工会に求めら
れる役割を再認識し、今まで以上に地域の中核的
な支援機関として邁進していくために、平成30年
度から3カ年を展望した｢商工会機能強化推進プラ
ン｣を策定しました。
県連会長に就任して半年が経ちますが、県内商

工会の先頭に立ってこの方針を推進し、地域で役
に立つ、そして信頼される商工会作りに邁進してい
きたいと考えております。
私の理想とする商工会像は「何でも気軽に相談

でき、立ち寄れる商工会」です。会員が何か悩んで
いるとき、内容に関わらず相談に乗ってあげられる
商工会。会員と同じ目線で問題をともに考えてあげ

られる安心感。会員と職員・役員の強い繋がりが
あってこその姿ではないでしょうか。
私は昭和５１年に吉見町商工会の理事に就任し

て以降、副会長１１年、会長２０年、吉見町商工会の
運営に関与させていただいております。その間、県
連副会長としても６年間経験を積み、商工会の置か
れる立場、責務の変化を身をもって経験させていた
だきました。商工会の置かれた立場は決して安易な
ものではありません。見える形で実績を積み上げ、
地域商工業の振興と発展、そして持続的経営の成
果を上げなければなりません。そのためには県下全
商工会が目標を一つにし、役職員全員で取り組む
姿勢が不可欠であると考えます。商工会は、商工会
員の事業繁栄を目的に存在するものです。私はそ
の精神のもとに、次の三つの基本政策を掲げます。
(1)中小企業・小規模事業者への支援強化(伴走
型、経営革新、事業承継)

(2)商工会の組織基盤強化(事務局体制の強化、
会員増強、財源づくり)

(3)地域振興活動の強化（まちづくり、地域資源の
活用）
この三つの政策を着実に実行し、中小企業・小
規模事業者への積極的な支援を行いたいと考えて
おります。
「有言実行」、私は職員とともに汗をかき、先頭に
立って県連会長としての責務を果たしていきたいと
思います。今後も埼玉県の商工会はそれぞれの地
域を元気にし、更に全国に向けてその活力を発信
できるよう、「地域応援宣言！！」をキャッチフレーズ
に努力して参ります。
どうか皆様方におかれましては地域で頑張る中
小企業・小規模事業者の皆さんや商工会に対して、
一層のご支援とご協力を賜りますよう心からお願い
を申し上げます。

市場トレンドの逆張りで注目を集める

中小企業・小規模事業者への
積極的な支援を
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ズ ー ムアップ

浦和駅西口を出て埼玉県庁を越え国道17号をさ
いたま市役所方面に向かうと、オレンジを基調にした
瀟洒な建物が見えてくる。株式会社アカシエが経営
する洋菓子店「アカシエ（旧パティスリー・アカシエ）」
だ。埼玉県内のみならず県外からも人が訪れ1日平
均400個、クリスマスシーズンともなれば1日2,000
個ものケーキが売れるという人気店。
人気のケーキは、まず同店の看板商品、フランスの
王妃マリー・アントワネットをイメージした「アントワ
ネット」。ドーナツ状のパイ生地の上にミニシューク
リームを重ね、たっぷりのクリームにバラの花びらが
飾られた麗しい1品だ。そして、ベイクドチーズとレア
チーズが層になった「エクスキ」。バタークリームとマ
カダミアナッツがたっぷり入った生地が層になった
「デリス・マカダミア」などなど。
どれもが満足感のあるサイズで、甘味、フルーツの
酸味、濃厚なクリームやチーズの風味が楽しめるメリ
ハリのある豊かな味わい。それが同社ならではの個
性となって、多くのファンをとらえて離さない。
「浦和を選んだのは、生まれ育った埼玉でお店を持
ちたいという思いがあったことと、洋菓子の消費量が

投じて付加価値を下げない最高のものをつくります」

埼玉県産の小麦、卵、はちみつを使用し、アカシエ
北浦和本店のオープンに合わせて開発した“マド
レーヌ・ド・サイタマ”という商品がある。大宮駅新幹
線ホームの土産売り場の一番目立つ場所には東京
名物の商品が数多く置かれ、地場産の商品はやや陰
に隠れているような感じに違和感を覚え、「埼玉県産
の手土産としてインパクトが残せる何かがつくれない
だろうか」と思い、この商品の開発が始まったという。
「埼玉の県北はとても農業が充実していて、おいし
い素材もたくさんあるのになかなかクローズアップさ
れません。そういった良いものを使えば、おいしい
お菓子がつくれるはずと思いました」
早速話題を集めているこの商品。今後は、埼玉県

産マドレーヌとして存在感を示していくに違いない。

　

高収益体質の企業に向けて舵を切り、船を進めて
いる興野社長。それと同時に、個人店体制からの脱
却にもスピード感を持って取り組んでいる。
「昔、職人は少ない給料で修業するのが当たり前
と思われていましたが、今はそんな時代ではありま
せん。給料や福利厚生等を整えて従業員の生活を
守る仕組みをつくっていかなければと思っています」
雇用環境の整備や福利厚生等をしっかりと確立し

て、社員が長く、かつ楽しんで働ける制度づくりに取り
組む同社。高収益体質に向けた準備を進めながらも、
まずは先行投資として、従業員への利益還元に努め
たいと興野社長は語る。
「社員やお客さまに向けて楽しい店づくりに邁進しま
す。そうすれば、自ずと経営は改善されると思います」
アカシエそしてアカシエ北浦和本店の厨房の中
の笑顔から、同社の輝く未来が見えてくる。

当時のケーキは甘さ控えめ、さっぱりとした口当た
り、コンパクトサイズが人気のトレンド。それは、興野
社長が追求するおいしさとは大きな開きがあった。
「私がフランスでおいしいと思ったケーキは、甘味、
酸味、香りがはっきりしていて、1個食べて満足感を
満たすサイズのもの。当時の人気とはかけ離れてい
ましたが、自分がおいしいと思う感覚を信じました」
市場のトレンドの逆を行く味とサイズ――それは新

鮮かつ魅力的な味として消費者に受け入れられた。
さらに、メディアからも注目を集め専門誌に大きく取り
上げられると、今度はそれが契機となって渋谷の大
手百貨店から大規模なスイーツ催事の出店を依頼さ
れる。なんと、会場の一番いい場所での出店だった。
「売り上げも当店が一番でした。それで、『なんだ、
あの店は？』と業界で話題になって、そのあと、多くの
デパートから催事出店の声がかかりました」
話題は次 と々連鎖して、テレビ番組でも数多く取り

上げられ、客が殺到。同社は、“さいたまスイーツ”を
牽引するショップへと大きく成長していった。

平成22年、同社はパティスリー・アカシエからほど
近い国道17号沿いに「アカシエ・サロン・ド・テ」を開
店。デパートのデセールイベントに出店した際、客や
デパート関係者から大きな反響があり、そのノウハウ
を自分の店に落とし込みたいと思ったためだ。
アカシエ・サロン・ド・テは、“アシェットデセール”と
呼ばれる、シェフがデザートをつくって皿に盛り客に
提供するレストラン形式の店舗。埼玉屈指の人気洋
菓子店のアシェットデセールということで注目も集ま
り、連日長蛇の列ができた。店舗運営は成功のように
思えたのだが……。
「この店は利益体質の悪いビジネスでした。材料に
こだわり、手間ひまかけてつくるため、原価率は高い
し、お客さまの回転率は悪い。経営においても1カ所
なら3人の人件費で済むところが、店舗を二つ持つこ

“さいたまスイーツ”を牽引する浦和の人気洋菓子店。
10月に「アカシエ北浦和本店」を開店
味や洗練されたフォルムとサイズで多くのファンを獲得してきたアカシエ。10月にオープンしたアカシエ北浦和本店は、
ゆったりとした店内にイートインを併設し、広く充実した設備の厨房ではケーキや焼き菓子の量産体制も完備した。個人
ケーキ店から洋菓子企業への階段をのぼりながら、今後も独自の味とスタイルを追求していく。

株式会社アカシエ

とで4人必要になる。材料費、設備費、ランニングコス
ト全てにムダが出ました」
アカシエ・サロン・ド・テのデセールを求める客は連

日長蛇の列、店舗で毎月行われるお菓子教室の募
集も常に満席。パティスリー・アカシエの売り上げは
右肩上がりで順調だったのだが、コストが利益を圧迫
する経営状況が続いた。そこで、興野社長はアカシ
エ・サロン・ド・テの休業を決断。さらなる成長戦略とし
て掲げたのが新店舗アカシエ北浦和本店だった。

現在、同社のケーキなどの洋生菓子とマドレーヌ
やパウンドケーキ等焼き菓子の売上比率は7：3。つく
るのに手間がかかり原価率の高い洋生菓子のウエイ
トが高いほど利益が出にくいという洋菓子店の現状
を打開すべく、ケーキの生産はそのままに、焼き菓子
の生産効率を高めて高収益体質の企業になるべく
経営戦略を練った。そして新たな挑戦に取り組むた
め、アカシエ北浦和本店の開店となったのだ。
「アカシエの厨房は狭く、サロン・ド・テはデセール
用の厨房でしたから、とにかく広い厨房が欲しかった。
それで、埼玉りそな銀行さんに物件探しの相談をし

て、ご提案いただきました」
10月にオープンしたアカシエ北浦和本店は、1階

はイートインを併設した売り場、2階はアカシエとアカ
シエ北浦和本店のケーキを製造する広 と々した厨房、
3階が管理本部施設となっている。北浦和駅から徒
歩7分、北浦和公園を抜けてすぐの緑豊かな場所で、
すぐ隣にはコインパーキングの提携駐車場がある。
店内のオペレーションは、オーダーや会計も客が

タブレットタイプの機器を使ってストレスなくできるシス

テムを導入。イートインスペースもセルフサービスの
ため、客にオーダー待ちや会計待ちのストレスを与え
ないスタイルにしている。また、ケーキや焼き菓子販
売のほか、今後は、同社と取引のある生産者のフ
ルーツの販売、同社がケーキづくりに使用している
チョコレートや果実ぺーストといった商材、ショート
ケーキ用のスポンジやシュークリーム用のカスタード
クリームといった同社の一次加工品、さらには、クリス
マスケーキキットや洋菓子キットといった製品の販売
も行う予定だ。
「ゆくゆくは焼き菓子やその他の商材販売で、安定
した利益を確保していきたいと思います。そのかわり、
ケーキなどの洋生菓子には手間ひまかけて、人件費を

●代 表 者 代表取締役　興野 燈
●創　　業 平成19年8月
●設　　立 平成21年8月
●資 本 金 800万円
●従業員数 15名
●事業内容 洋菓子の製造、卸、販売
●所 在 地 〒330-0061 さいたま市浦和区常盤10-6-11　
 TEL 048-829-7570　048-829-7007（北浦和本店店舗）
●U R L http://www.acacier.com/

代表取締役　興野 燈氏

全国でもトップクラスだということ。そして、何より魅
力的な街であるということです」（興野燈社長）
東京から新潟まで伸びる国道17号沿いに建つ

アカシエ。幹線道路沿いに目を引く色合いの店舗を
構えることで、同社の存在が東京から新潟へと縦に
拡散されていくことを狙っての出店だった。

子どもの頃からケーキ好きであった興野社長。そ
の憧れから高校の3年間は地元・春日部のケーキ店
でアルバイトをし、卒業後には都内の有名ホテルに就
職。フランス料理店やケーキ店で料理や洋菓子の基
礎を学んで修業を積んだ。そして平成14（2002）年、
フランス菓子の原点を知りたいと渡仏。パリ市内や
郊外の洋菓子店で働きながら翌年、フランスで行わ
れる洋菓子の大会“アルパジョン・コンクール”ショコ
ラ部門で見事優勝を果たした。
帰国後、春日部のレストランでパティシエとして働

きながら独立の準備を進め、平成19年さいたま市浦
和区に「パティスリー・アカシエ」をオープンさせた。

埼玉県商工会連合会
会長
三村 喜宏氏

埼玉県商工会連合会平成30年度通常総会にお
きまして、大久保義海前会長のご勇退に伴い、新会
長に就任しました三村喜宏です。どうぞよろしくお
願いいたします。
日本の景気は緩やかに回復していますが、商工
会員の多くを占め、かつ、日本経済成長の礎として
重要な役割を担う中小企業・小規模事業者の方々
は、労働力人口の減少、経営者の高齢化や後継者
問題など、まだまだ経済の好循環を実感できない
厳しい状況が続いております。
このような中、小規模企業振興基本法及び小規
模支援法の精神に基づき、県内53の商工会は、組
織一丸となって会員事業所の経営計画の策定、実
行支援を推進することにより、地域経済を牽引する
中小企業・小規模事業者の事業の継続的発展、経
営力強化に努めております。
また、県では、昨年12月に、「埼玉県小規模企業
振興基本条例」を成立施行し、小規模事業者の振
興策に対する必要な支援を行う旨の文言が明記さ
れ、商工会を後押しする姿勢がうかがえるところで
す。県連でも平成29年度においては、時代に合った
商工会活動は如何にあるべきか、商工会に求めら
れる役割を再認識し、今まで以上に地域の中核的
な支援機関として邁進していくために、平成30年
度から3カ年を展望した｢商工会機能強化推進プラ
ン｣を策定しました。
県連会長に就任して半年が経ちますが、県内商

工会の先頭に立ってこの方針を推進し、地域で役
に立つ、そして信頼される商工会作りに邁進してい
きたいと考えております。
私の理想とする商工会像は「何でも気軽に相談

でき、立ち寄れる商工会」です。会員が何か悩んで
いるとき、内容に関わらず相談に乗ってあげられる
商工会。会員と同じ目線で問題をともに考えてあげ

られる安心感。会員と職員・役員の強い繋がりが
あってこその姿ではないでしょうか。
私は昭和５１年に吉見町商工会の理事に就任し

て以降、副会長１１年、会長２０年、吉見町商工会の
運営に関与させていただいております。その間、県
連副会長としても６年間経験を積み、商工会の置か
れる立場、責務の変化を身をもって経験させていた
だきました。商工会の置かれた立場は決して安易な
ものではありません。見える形で実績を積み上げ、
地域商工業の振興と発展、そして持続的経営の成
果を上げなければなりません。そのためには県下全
商工会が目標を一つにし、役職員全員で取り組む
姿勢が不可欠であると考えます。商工会は、商工会
員の事業繁栄を目的に存在するものです。私はそ
の精神のもとに、次の三つの基本政策を掲げます。
(1)中小企業・小規模事業者への支援強化(伴走
型、経営革新、事業承継)

(2)商工会の組織基盤強化(事務局体制の強化、
会員増強、財源づくり)

(3)地域振興活動の強化（まちづくり、地域資源の
活用）
この三つの政策を着実に実行し、中小企業・小
規模事業者への積極的な支援を行いたいと考えて
おります。
「有言実行」、私は職員とともに汗をかき、先頭に
立って県連会長としての責務を果たしていきたいと
思います。今後も埼玉県の商工会はそれぞれの地
域を元気にし、更に全国に向けてその活力を発信
できるよう、「地域応援宣言！！」をキャッチフレーズ
に努力して参ります。
どうか皆様方におかれましては地域で頑張る中
小企業・小規模事業者の皆さんや商工会に対して、
一層のご支援とご協力を賜りますよう心からお願い
を申し上げます。

市場トレンドの逆張りで注目を集める

中小企業・小規模事業者への
積極的な支援を
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浦和駅西口を出て埼玉県庁を越え国道17号をさ
いたま市役所方面に向かうと、オレンジを基調にした
瀟洒な建物が見えてくる。株式会社アカシエが経営
する洋菓子店「アカシエ（旧パティスリー・アカシエ）」
だ。埼玉県内のみならず県外からも人が訪れ1日平
均400個、クリスマスシーズンともなれば1日2,000
個ものケーキが売れるという人気店。
人気のケーキは、まず同店の看板商品、フランスの
王妃マリー・アントワネットをイメージした「アントワ
ネット」。ドーナツ状のパイ生地の上にミニシューク
リームを重ね、たっぷりのクリームにバラの花びらが
飾られた麗しい1品だ。そして、ベイクドチーズとレア
チーズが層になった「エクスキ」。バタークリームとマ
カダミアナッツがたっぷり入った生地が層になった
「デリス・マカダミア」などなど。
どれもが満足感のあるサイズで、甘味、フルーツの
酸味、濃厚なクリームやチーズの風味が楽しめるメリ
ハリのある豊かな味わい。それが同社ならではの個
性となって、多くのファンをとらえて離さない。
「浦和を選んだのは、生まれ育った埼玉でお店を持
ちたいという思いがあったことと、洋菓子の消費量が

投じて付加価値を下げない最高のものをつくります」

埼玉県産の小麦、卵、はちみつを使用し、アカシエ
北浦和本店のオープンに合わせて開発した“マド
レーヌ・ド・サイタマ”という商品がある。大宮駅新幹
線ホームの土産売り場の一番目立つ場所には東京
名物の商品が数多く置かれ、地場産の商品はやや陰
に隠れているような感じに違和感を覚え、「埼玉県産
の手土産としてインパクトが残せる何かがつくれない
だろうか」と思い、この商品の開発が始まったという。
「埼玉の県北はとても農業が充実していて、おいし
い素材もたくさんあるのになかなかクローズアップさ
れません。そういった良いものを使えば、おいしい
お菓子がつくれるはずと思いました」
早速話題を集めているこの商品。今後は、埼玉県
産マドレーヌとして存在感を示していくに違いない。

　

高収益体質の企業に向けて舵を切り、船を進めて
いる興野社長。それと同時に、個人店体制からの脱
却にもスピード感を持って取り組んでいる。
「昔、職人は少ない給料で修業するのが当たり前
と思われていましたが、今はそんな時代ではありま
せん。給料や福利厚生等を整えて従業員の生活を
守る仕組みをつくっていかなければと思っています」
雇用環境の整備や福利厚生等をしっかりと確立し

て、社員が長く、かつ楽しんで働ける制度づくりに取り
組む同社。高収益体質に向けた準備を進めながらも、
まずは先行投資として、従業員への利益還元に努め
たいと興野社長は語る。
「社員やお客さまに向けて楽しい店づくりに邁進しま
す。そうすれば、自ずと経営は改善されると思います」
アカシエそしてアカシエ北浦和本店の厨房の中
の笑顔から、同社の輝く未来が見えてくる。

当時のケーキは甘さ控えめ、さっぱりとした口当た
り、コンパクトサイズが人気のトレンド。それは、興野
社長が追求するおいしさとは大きな開きがあった。
「私がフランスでおいしいと思ったケーキは、甘味、
酸味、香りがはっきりしていて、1個食べて満足感を
満たすサイズのもの。当時の人気とはかけ離れてい
ましたが、自分がおいしいと思う感覚を信じました」
市場のトレンドの逆を行く味とサイズ――それは新

鮮かつ魅力的な味として消費者に受け入れられた。
さらに、メディアからも注目を集め専門誌に大きく取り
上げられると、今度はそれが契機となって渋谷の大
手百貨店から大規模なスイーツ催事の出店を依頼さ
れる。なんと、会場の一番いい場所での出店だった。
「売り上げも当店が一番でした。それで、『なんだ、
あの店は？』と業界で話題になって、そのあと、多くの
デパートから催事出店の声がかかりました」
話題は次 と々連鎖して、テレビ番組でも数多く取り
上げられ、客が殺到。同社は、“さいたまスイーツ”を
牽引するショップへと大きく成長していった。

平成22年、同社はパティスリー・アカシエからほど
近い国道17号沿いに「アカシエ・サロン・ド・テ」を開
店。デパートのデセールイベントに出店した際、客や
デパート関係者から大きな反響があり、そのノウハウ
を自分の店に落とし込みたいと思ったためだ。
アカシエ・サロン・ド・テは、“アシェットデセール”と
呼ばれる、シェフがデザートをつくって皿に盛り客に
提供するレストラン形式の店舗。埼玉屈指の人気洋
菓子店のアシェットデセールということで注目も集ま
り、連日長蛇の列ができた。店舗運営は成功のように
思えたのだが……。
「この店は利益体質の悪いビジネスでした。材料に
こだわり、手間ひまかけてつくるため、原価率は高い
し、お客さまの回転率は悪い。経営においても1カ所
なら3人の人件費で済むところが、店舗を二つ持つこ

地産素材を使ったマドレーヌ

雇用や福利厚生等、社内環境の整備に着手

株式会社アカシエZOOM UP

とで4人必要になる。材料費、設備費、ランニングコス
ト全てにムダが出ました」
アカシエ・サロン・ド・テのデセールを求める客は連

日長蛇の列、店舗で毎月行われるお菓子教室の募
集も常に満席。パティスリー・アカシエの売り上げは
右肩上がりで順調だったのだが、コストが利益を圧迫
する経営状況が続いた。そこで、興野社長はアカシ
エ・サロン・ド・テの休業を決断。さらなる成長戦略とし
て掲げたのが新店舗アカシエ北浦和本店だった。

現在、同社のケーキなどの洋生菓子とマドレーヌ
やパウンドケーキ等焼き菓子の売上比率は7：3。つく
るのに手間がかかり原価率の高い洋生菓子のウエイ
トが高いほど利益が出にくいという洋菓子店の現状
を打開すべく、ケーキの生産はそのままに、焼き菓子
の生産効率を高めて高収益体質の企業になるべく
経営戦略を練った。そして新たな挑戦に取り組むた
め、アカシエ北浦和本店の開店となったのだ。
「アカシエの厨房は狭く、サロン・ド・テはデセール
用の厨房でしたから、とにかく広い厨房が欲しかった。
それで、埼玉りそな銀行さんに物件探しの相談をし

て、ご提案いただきました」
10月にオープンしたアカシエ北浦和本店は、1階

はイートインを併設した売り場、2階はアカシエとアカ
シエ北浦和本店のケーキを製造する広 と々した厨房、
3階が管理本部施設となっている。北浦和駅から徒
歩7分、北浦和公園を抜けてすぐの緑豊かな場所で、
すぐ隣にはコインパーキングの提携駐車場がある。
店内のオペレーションは、オーダーや会計も客が

タブレットタイプの機器を使ってストレスなくできるシス

テムを導入。イートインスペースもセルフサービスの
ため、客にオーダー待ちや会計待ちのストレスを与え
ないスタイルにしている。また、ケーキや焼き菓子販
売のほか、今後は、同社と取引のある生産者のフ
ルーツの販売、同社がケーキづくりに使用している
チョコレートや果実ぺーストといった商材、ショート
ケーキ用のスポンジやシュークリーム用のカスタード
クリームといった同社の一次加工品、さらには、クリス
マスケーキキットや洋菓子キットといった製品の販売
も行う予定だ。
「ゆくゆくは焼き菓子やその他の商材販売で、安定
した利益を確保していきたいと思います。そのかわり、
ケーキなどの洋生菓子には手間ひまかけて、人件費を

全国でもトップクラスだということ。そして、何より魅
力的な街であるということです」（興野燈社長）
東京から新潟まで伸びる国道17号沿いに建つ

アカシエ。幹線道路沿いに目を引く色合いの店舗を
構えることで、同社の存在が東京から新潟へと縦に
拡散されていくことを狙っての出店だった。

子どもの頃からケーキ好きであった興野社長。そ
の憧れから高校の3年間は地元・春日部のケーキ店
でアルバイトをし、卒業後には都内の有名ホテルに就
職。フランス料理店やケーキ店で料理や洋菓子の基
礎を学んで修業を積んだ。そして平成14（2002）年、
フランス菓子の原点を知りたいと渡仏。パリ市内や
郊外の洋菓子店で働きながら翌年、フランスで行わ
れる洋菓子の大会“アルパジョン・コンクール”ショコ
ラ部門で見事優勝を果たした。
帰国後、春日部のレストランでパティシエとして働

きながら独立の準備を進め、平成19年さいたま市浦
和区に「パティスリー・アカシエ」をオープンさせた。

2号店「アカシエ・サロン・ド・テ」開店

10月「アカシエ北浦和本店」オープン

アカシエ浦和店

ガレット・デ・ロワ アカシエ北浦和本店の店内 マドレーヌ・ド・サイタマ

アントワネット デリス・マカダミア フォンダン・シトロン
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浦和駅西口を出て埼玉県庁を越え国道17号をさ
いたま市役所方面に向かうと、オレンジを基調にした
瀟洒な建物が見えてくる。株式会社アカシエが経営
する洋菓子店「アカシエ（旧パティスリー・アカシエ）」
だ。埼玉県内のみならず県外からも人が訪れ1日平
均400個、クリスマスシーズンともなれば1日2,000
個ものケーキが売れるという人気店。
人気のケーキは、まず同店の看板商品、フランスの
王妃マリー・アントワネットをイメージした「アントワ
ネット」。ドーナツ状のパイ生地の上にミニシューク
リームを重ね、たっぷりのクリームにバラの花びらが
飾られた麗しい1品だ。そして、ベイクドチーズとレア
チーズが層になった「エクスキ」。バタークリームとマ
カダミアナッツがたっぷり入った生地が層になった
「デリス・マカダミア」などなど。
どれもが満足感のあるサイズで、甘味、フルーツの
酸味、濃厚なクリームやチーズの風味が楽しめるメリ
ハリのある豊かな味わい。それが同社ならではの個
性となって、多くのファンをとらえて離さない。
「浦和を選んだのは、生まれ育った埼玉でお店を持
ちたいという思いがあったことと、洋菓子の消費量が

投じて付加価値を下げない最高のものをつくります」

埼玉県産の小麦、卵、はちみつを使用し、アカシエ
北浦和本店のオープンに合わせて開発した“マド
レーヌ・ド・サイタマ”という商品がある。大宮駅新幹
線ホームの土産売り場の一番目立つ場所には東京
名物の商品が数多く置かれ、地場産の商品はやや陰
に隠れているような感じに違和感を覚え、「埼玉県産
の手土産としてインパクトが残せる何かがつくれない
だろうか」と思い、この商品の開発が始まったという。
「埼玉の県北はとても農業が充実していて、おいし
い素材もたくさんあるのになかなかクローズアップさ
れません。そういった良いものを使えば、おいしい
お菓子がつくれるはずと思いました」
早速話題を集めているこの商品。今後は、埼玉県
産マドレーヌとして存在感を示していくに違いない。

　

高収益体質の企業に向けて舵を切り、船を進めて
いる興野社長。それと同時に、個人店体制からの脱
却にもスピード感を持って取り組んでいる。
「昔、職人は少ない給料で修業するのが当たり前
と思われていましたが、今はそんな時代ではありま
せん。給料や福利厚生等を整えて従業員の生活を
守る仕組みをつくっていかなければと思っています」
雇用環境の整備や福利厚生等をしっかりと確立し

て、社員が長く、かつ楽しんで働ける制度づくりに取り
組む同社。高収益体質に向けた準備を進めながらも、
まずは先行投資として、従業員への利益還元に努め
たいと興野社長は語る。
「社員やお客さまに向けて楽しい店づくりに邁進しま
す。そうすれば、自ずと経営は改善されると思います」
アカシエそしてアカシエ北浦和本店の厨房の中
の笑顔から、同社の輝く未来が見えてくる。

当時のケーキは甘さ控えめ、さっぱりとした口当た
り、コンパクトサイズが人気のトレンド。それは、興野
社長が追求するおいしさとは大きな開きがあった。
「私がフランスでおいしいと思ったケーキは、甘味、
酸味、香りがはっきりしていて、1個食べて満足感を
満たすサイズのもの。当時の人気とはかけ離れてい
ましたが、自分がおいしいと思う感覚を信じました」
市場のトレンドの逆を行く味とサイズ――それは新
鮮かつ魅力的な味として消費者に受け入れられた。
さらに、メディアからも注目を集め専門誌に大きく取り
上げられると、今度はそれが契機となって渋谷の大
手百貨店から大規模なスイーツ催事の出店を依頼さ
れる。なんと、会場の一番いい場所での出店だった。
「売り上げも当店が一番でした。それで、『なんだ、
あの店は？』と業界で話題になって、そのあと、多くの
デパートから催事出店の声がかかりました」
話題は次 と々連鎖して、テレビ番組でも数多く取り
上げられ、客が殺到。同社は、“さいたまスイーツ”を
牽引するショップへと大きく成長していった。

平成22年、同社はパティスリー・アカシエからほど
近い国道17号沿いに「アカシエ・サロン・ド・テ」を開
店。デパートのデセールイベントに出店した際、客や
デパート関係者から大きな反響があり、そのノウハウ
を自分の店に落とし込みたいと思ったためだ。
アカシエ・サロン・ド・テは、“アシェットデセール”と
呼ばれる、シェフがデザートをつくって皿に盛り客に
提供するレストラン形式の店舗。埼玉屈指の人気洋
菓子店のアシェットデセールということで注目も集ま
り、連日長蛇の列ができた。店舗運営は成功のように
思えたのだが……。
「この店は利益体質の悪いビジネスでした。材料に
こだわり、手間ひまかけてつくるため、原価率は高い
し、お客さまの回転率は悪い。経営においても1カ所
なら3人の人件費で済むところが、店舗を二つ持つこ

地産素材を使ったマドレーヌ
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とで4人必要になる。材料費、設備費、ランニングコス
ト全てにムダが出ました」
アカシエ・サロン・ド・テのデセールを求める客は連

日長蛇の列、店舗で毎月行われるお菓子教室の募
集も常に満席。パティスリー・アカシエの売り上げは
右肩上がりで順調だったのだが、コストが利益を圧迫
する経営状況が続いた。そこで、興野社長はアカシ
エ・サロン・ド・テの休業を決断。さらなる成長戦略とし
て掲げたのが新店舗アカシエ北浦和本店だった。

現在、同社のケーキなどの洋生菓子とマドレーヌ
やパウンドケーキ等焼き菓子の売上比率は7：3。つく
るのに手間がかかり原価率の高い洋生菓子のウエイ
トが高いほど利益が出にくいという洋菓子店の現状
を打開すべく、ケーキの生産はそのままに、焼き菓子
の生産効率を高めて高収益体質の企業になるべく
経営戦略を練った。そして新たな挑戦に取り組むた
め、アカシエ北浦和本店の開店となったのだ。
「アカシエの厨房は狭く、サロン・ド・テはデセール
用の厨房でしたから、とにかく広い厨房が欲しかった。
それで、埼玉りそな銀行さんに物件探しの相談をし

て、ご提案いただきました」
10月にオープンしたアカシエ北浦和本店は、1階

はイートインを併設した売り場、2階はアカシエとアカ
シエ北浦和本店のケーキを製造する広 と々した厨房、
3階が管理本部施設となっている。北浦和駅から徒
歩7分、北浦和公園を抜けてすぐの緑豊かな場所で、
すぐ隣にはコインパーキングの提携駐車場がある。
店内のオペレーションは、オーダーや会計も客が

タブレットタイプの機器を使ってストレスなくできるシス

テムを導入。イートインスペースもセルフサービスの
ため、客にオーダー待ちや会計待ちのストレスを与え
ないスタイルにしている。また、ケーキや焼き菓子販
売のほか、今後は、同社と取引のある生産者のフ
ルーツの販売、同社がケーキづくりに使用している
チョコレートや果実ぺーストといった商材、ショート
ケーキ用のスポンジやシュークリーム用のカスタード
クリームといった同社の一次加工品、さらには、クリス
マスケーキキットや洋菓子キットといった製品の販売
も行う予定だ。
「ゆくゆくは焼き菓子やその他の商材販売で、安定
した利益を確保していきたいと思います。そのかわり、
ケーキなどの洋生菓子には手間ひまかけて、人件費を

全国でもトップクラスだということ。そして、何より魅
力的な街であるということです」（興野燈社長）
東京から新潟まで伸びる国道17号沿いに建つ

アカシエ。幹線道路沿いに目を引く色合いの店舗を
構えることで、同社の存在が東京から新潟へと縦に
拡散されていくことを狙っての出店だった。

子どもの頃からケーキ好きであった興野社長。そ
の憧れから高校の3年間は地元・春日部のケーキ店
でアルバイトをし、卒業後には都内の有名ホテルに就
職。フランス料理店やケーキ店で料理や洋菓子の基
礎を学んで修業を積んだ。そして平成14（2002）年、
フランス菓子の原点を知りたいと渡仏。パリ市内や
郊外の洋菓子店で働きながら翌年、フランスで行わ
れる洋菓子の大会“アルパジョン・コンクール”ショコ
ラ部門で見事優勝を果たした。
帰国後、春日部のレストランでパティシエとして働

きながら独立の準備を進め、平成19年さいたま市浦
和区に「パティスリー・アカシエ」をオープンさせた。

2号店「アカシエ・サロン・ド・テ」開店

10月「アカシエ北浦和本店」オープン
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女性差別撤廃条約の前文には、女性に対する差
別は、“社会及び家族の繁栄の増進を阻害するもの
であり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役
立てるために完全に開発することを一層困難にする
ものである”と謳われており、持続可能な開発を阻
害する要因となりうるという思想が一貫していること
がうかがえる。また、条約の中心となる理念は、「男
は仕事、女は家庭」といったような固定化された男
女役割分担意識の変革である。日本国内での世論
調査でも、定期的にこの考え方に賛同するかどうか
といった質問がなされ、その結果によって男女平等
意識がどのように変化しているかを測る指標のよう
な位置づけとなっている。
そのほかにも、条約では、政治的・公的活動や国
籍に関する男女の平等の確保、教育、雇用、保健、
経済的・社会的活動、婚姻・家族関係等における差
別の撤廃、出産が差別の根拠となることの禁止等を
定めている。こうした内容は、日本における男女平等
を目指す社会づくりに向けての取り組みに、大きく反
映されていると言えよう。

条約制定後の動き
1975年の国際女性年以来、節目の年などに世界
女性会議が開催されてきたが、1995年に北京で開
催された第4回世界女性会議では、21世紀に向け
たジェンダー平等のガイドラインとなる「北京宣言」
と「北京行動綱領」が採択された。北京行動綱領に
は、優先的に行動すべき12の重大問題領域が設定
されており、それぞれに戦略目標と取るべき具体的
行動が記されている。また、北京行動綱領は女性の
エンパワーメントのための指針であることが謳われ
ている。採択から20年以上を経過した現在において
もジェンダー平等達成に向けての最重要指針となっ
ており、日本においても男女共同参画に関する取り
組みのあり方に大きく影響している。
国連におけるジェンダー平等への歩みは、女性の
地位向上とエンパワーメントのための継続的な取り

組みであった。日本国内における女性政策も同様に、
女性の地位向上に向けての取り組みに始まり、女性
の能力を引きだし、意思決定過程への参画を促進す
る取り組みへと進められてきた。それは、日本国内に
おける女性政策が、現在は男性も女性も社会のあら
ゆる分野に参画できる「男女共同参画」という施策
で継続的に取り組まれていることにも反映されてい
ると考える。
1999年、日本国内では「男女共同参画社会基本
法」が成立し、そこには固定的な性別役割分担意識
の解消やあらゆる分野へ男女が参画していける機会
の確保などに向けての、国や国民、地方公共団体等
の責務が定められている。同法の第14条には、男女
共同参画計画策定に対する都道府県の義務、市町
村の努力義務が記されており、2017年12月現在、
埼玉県を含む１府12県における全市町村で男女共

はじめに
今年度の地域研究レポートは、「自治体における
SDGsへの取り組み～地域の社会的課題を考える」
をテーマとし、これまでSDGsと自治体の関係性など
を取り上げてきた。
本稿では、SDGsにおける17の目標のうちの５番

目「ジェンダー平等を実現しよう～ジェンダーの平等
を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメント
（注）を図る～」について考えていきたい。

ＳＤＧｓにおけるジェンダー平等について
2017年12月に政府のSDGs推進本部が公表し

た「SDGsアクションプラン2018」には、日本の
「SDGsモデル」の方向性として、「Ⅰ．SDGsと連動
する官民を挙げたSociety5.0の推進」、「Ⅱ．SDGs
を原動力とした地方の創生・強靭かつ環境に優しい
魅力的なまちづくり」、「Ⅲ．SDGsの担い手としての
次世代や女性のエンパワーメント」の３つが設定さ
れている。
３番目の方向性の中で、女性のエンパワーメント
が謳われており、ジェンダー平等の実現は、SDGs達
成の前提ともいえる必要不可欠な要素であることが
うかがえる。
SDGsを達成するには、誰一人取り残されない包
括的な世の中を作っていくことが重要であり、そのた
めには国家レベルだけではなく、官民のあらゆるレベ
ルでの取り組みが重要とされている。したがって、地
方公共団体においてもSDGs達成のための取り組
みが重要となる。

同参画に関する計画が策定済みである。全国的にみ
ると75.2％の市町村で計画が策定されている。ほと
んどの計画には、国際的に認識されてきたジェンダー
平等を目指すにあたっての課題が盛り込まれており、
地方公共団体レベルにおいてもジェンダー平等に関
するSDGsの方針が共有されていると考えられる。

日本のジェンダー平等の達成度
ジェンダー平等の現状を測る評価の尺度はいくつ
かあるが、近年よく報道等で目にするのは、世界経
済フォーラムが毎年発表している「ジェンダー・ギャッ
プ指数（GGI）」である。「経済活動の参加と機会
（経済参画）」「教育」「健康と寿命（健康）」「政治
への関与（政治参画）」の４分野における男女格差
を測る指数である。これら分野について各国の男女
格差を測り、結果のランキングを公表している。
日本の男女格差の解消の度合いが、各国と比較

してどの位置にあるかというと、2017年には調査対
象国144か国中114位であった。男女の出生比率と
健康寿命の格差をみる「健康」の分野では１位だっ
たが、「教育」の分野で74位、「経済参画」114位、
「政治参画」123位となるなど、経済分野や政治分
野における男女格差の大きさが影響しているとみら
れる。
経済参画分野では幹部・管理職での男女比や勤
労所得の男女比、政治参画分野では国会議員の男
女比における格差が大きいことが目立っており、経
済参画、政治参画分野ともに、政策や意思決定過程
における女性の参画率が低いことが浮き彫りになっ
ている。

埼玉県における男女格差の状況
それではここで、地方公共団体の状況に目を転じ

て、主に政治参画分野、経済参画分野について、埼
玉県における男女格差もしくは女性の参画状況につ
いてみていくこととする。
政治参画分野については、埼玉県議会の女性議

員の割合は10.5％で、都道府県全体で比較すると
17位であるが、全国平均の10.1％とほぼ変わらな
いと言える。
一方、埼玉県の市議会議員の女性議員割合は
21.3％で全国２位、町村議会の女性議員割合は
18.3％で全国２位となっている。市町村議会への女
性の参画率については２割前後で、男性議員の割合
と比較するとまだまだ格差は大きいが、全国的にみ
るとやや高めである。

審議会等委員については、以前から各自治体の
男女共同参画関連の計画等で、女性委員の割合を
３割ないしは４割というように目標を設定して取り組
んできているので、女性議員の割合よりも高い割合
となっている。埼玉県においては、県の審議会等委
員の女性割合は35 .4％で全国９位、市町村は
28.1％で全国11位と全国的にみても高めの割合で
ある。
一方、経済参画分野についてみると、女性の労働

力率は50.3％で全国とほぼ同様だが、男女比でみる
と、男性を１とした場合に女性の比率は0.70にとど
まる。賃金の男女格差も同様で、埼玉県における1か

月の所定内給与の男女比は1：0.74となっている。
女性労働者の正規雇用者の割合や管理的職業従
事者に占める女性の割合をみると、男女格差は大き
く、特に、管理的職業従事者に占める女性割合は
14.2％にとどまっている。全国的にみても埼玉県の
順位は低い位置にある。

性の視点を反映させた経済活動の妨げとなるおそ
れがある。

おわりに
ジェンダー不平等の状態は、社会における様々な
問題と複雑に絡んでいる。
たとえば、日本で働く女性の状況の一端をみると、
第1子出産後には半数近くの女性が退職していると
いう実態は、婚姻または母性を理由とする差別や、
「男は仕事、女は家庭」というような根強い固定的な
性別役割分担意識を色濃く反映している。また、母
子家庭の約半分が相対的貧困の状態にあるが、こ
れは男女の賃金格差の問題などが影響している。影
響は、女性の地位向上やエンパワーメントがなかな
か進まないだけにとどまらず、貧困の再生産や育児
期女性の退職による人材の逸失など、様々な分野に
波及することが懸念される。まさに持続可能な開発
とは逆の方向に向かう様相を呈しているといえる。
今から約40年前に採択された女性差別撤廃条約

は、法の前の男女平等や、教育や雇用における差別
撤廃、同一価値労働同一報酬、婚姻や母性を理由
とする差別の防止などを定めている。しかしながら、
最近、日本国内で報道された出来事を振り返ると、
医科大学の受験における女子受験生に不利となる
採点基準の問題や、マタニティ・ハラスメントの問題
など、先進国として既にクリアしたと思われる問題が
いまだに根強く残っていることに気づかされる。性別
による役割分担意識を解消して、女性も男性もその
能力を十分に発揮し、共に様々な責任を担っていく
ことは、女性だけでなく男性にとっても暮らしやすい
社会の実現につながるはずである。
持続可能な開発や社会づくりは国連が一貫して
取り組んできたテーマである。ジェンダー平等を達
成するために必要なことは、これまでに採択された
条約や宣言などに一度立ち戻って考え、一つ一つ積
み上げながら取り組みを進めることであり、実現へ
の近道なのかもしれない。

女性差別撤廃条約の制定と国内への影響
国連のレベルで採択されたアジェンダを、地方公
共団体レベルでの取り組みに落とし込むためにはか
なりの調整を必要とすると想像されるかもしれない
が、国連におけるジェンダー平等を目指す取り組み
は国連発足直後から始まっており、そこでの決定や
動向は日本国内の取り組みに大きく影響を及ぼして
きた。
特に、ジェンダー平等を目指すにあたって最も大き

な出来事の一つと言えるのは、1979年の「女子に
対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」
（以下、「女性差別撤廃条約」）の採択であろう。国
連の「女性の地位向上委員会」で1970年に議論が
始まり、1979年の第34回国連総会において満場一
致で採択されたものである。日本は、1985年から条
約を発効した。2018年現在では、189か国が締約
国となっている。
条約の発効にあたり、国内では条約に合致するよ

うに法制度が整備された。一つは国籍法の改正で
ある。改正前は国際結婚で生まれた子どもは父親が
日本人である場合しか日本国籍が取れなかったが、
改正後は母親が日本人の場合も日本国籍が取れる
ようになった。２番目は雇用の場における男女平等の
実現のための法整備で、1972年施行の勤労婦人
福祉法を改正して、1985年に「雇用の分野におけ
る男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働
者の福祉の増進に関する法律」（男女雇用機会均
等法）を制定した。また、条約発効後ではあるが、中
学校・高等学校において家庭科が男女共修となった。
これは教育の分野で女子と男子に平等の権利を確
保するためである。

ジェンダー平等で女性も男性も
暮らしやすい社会に
～SDGs達成に向けたこれまでの歩みとこれから～

自治体におけるＳＤＧｓへの取り組み～地域の社会的課題を考えるシリーズ
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（注）緑字は、日本の動きを表している。

こうしたことから、埼玉県における政治参画分野
の女性参画の状況は、男女の格差はまだ大きいもの
の、全国的にみると比較的参画が進んでいる方だと
いえる。しかしながら、経済参画分野については、正
規雇用や管理職等における女性の地位の低さが目
立ち、特に、埼玉県においてはその傾向が顕著にみ
られる。このような状況は女性のエンパワーメントを
阻害するだけでなく、多様性のある社会づくりや女

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（はん用機械＋生産用機械＋業
務用機械）の生産指数は、2017年10～12月期まで
3四半期連続で前年を大幅に上回っていたが、
2018年1～3月期に、同▲1.3％と前年割れになっ
たのに続き、4～6月期についても、同▲10.2％と2
四半期連続で前年を下回った。
7～9月期を通してみても、空気圧機器などのはん

用機械や生産用機械は比較的高い水準で推移した
とみられるものの、医療用機械器具など業務用機械
の落ち込みが続いたことから、一般機械全体でみる
と、生産は前年を下回った模様である。
2017年夏頃まで高い伸びを続けてきた空気圧
機器は、秋口以降、伸びが鈍化したものの、引き続
き高水準で推移している。歯車についても、自動車
向けが減少したことなどから、2018年の春先までは
やや弱い動きになっていたが、省力化機器向けが堅
調なこともあって、底堅く推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置は、年前半は
比較的低調だったが、秋口に発売された新型
iPhone向けの需要もあって、足元ではやや盛り返
している。半導体製造装置は、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、海外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の

い。産業向けの電気機械は、好調な生産機械向けの
需要や情報システムの高度化や大型化などから、好
調に推移してきたが、足元やや一服感がみられる。
情報通信機械は、2017年に大手電機メーカーの
県内工場での携帯電話等の生産が停止されたこと
の影響で大きく落ち込んでいたが、自動車関連の製
品を中心に、このところ盛り返しの動きがみられる。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も設備投資が好調なことから、電気機械全
体で堅調に推移するとみられる。ただ、海外経済や、
貿易摩擦の影響を懸念するところもある。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲0.2％と前年をわずかに下回った。4～6月期は3
四半期ぶりに増加したものの再び減少した。軽自動
車は同＋1.9％と増加したが、登録車（普通＋小型乗
用車）が同▲1.1％と4四半期連続で前年を下回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期が前年比＋4.2％と増加したが、4～6月期は同
▲1.8％と減少した。7月は同▲0.1％と前年をわず
かに下回ったが、7～9月期全体では前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販

ことから、部品メーカーの生産も前年をやや上回っ
て推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…ほぼ前年並みで推移
2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催

に向けて、都内を中心に建設工事が急ピッチで進め
られており、鋼材需要が旺盛なことに加え、工作機
械向けなども堅調に推移していることから、県内の
鉄鋼の生産指数は、2018年4～6月期の前年比
＋4.1％まで、4四半期連続で前年を上回った。
7～9月期についても、比較的底堅い動きとなった

ものの、これまでの反動もあり、水準としては、ほぼ
前年並みで推移したものとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だっ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。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れるRC造が選ば
れることが多かったが、プレキャスト工法と呼ばれる、
成形済みのコンクリート壁材等を利用することで、
防音性などを確保しつつ、本体部分をS造で立ち上
げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売が低
調に推移している。マンション販売業者の多くは、発
売戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、

競争が激化しており、個社別の業績にはバラツキが
みられる。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ
幅が大きいが、このところ低調に推移している。
2017年夏頃まで好調に推移していた医療用機械
器具は、反動減もあり前年を下回って推移している。
足元で生産が前年を下回った一般機械だが、工
作機械向けなどの受注が堅調なことに加えて、業務
用機械についても足元では回復の兆しがみられる
ことから、先行きの生産については、前年並み程度
の水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや上回る
7～9月期の電気機械の生産は、前年をやや上

回った模様だ。生産指数をみると、2017年10～12
月期から2018年4～6月期まで3四半期連続のマイ
ナスであった。スマートフォンの新製品が期待したほ
ど伸びなかったことなどから、一服感がみられた。現
状は、電子部品・デバイスを中心に回復基調にある。
電子部品・デバイスの生産は、1～3月期にスマー

トフォンの生産減速の影響もありやや弱含んだが、4
～6月期以降回復している。エアコンや白物家電は
中国、東南アジアなどでの需要は強く、省エネ化な
ど製品の高度化も続いており、家電向けの電子部
品・デバイスの生産は堅調に推移している。また、自
動車向けは種類や点数が増加し、生産も好調に推
移している。自動運転や自動ブレーキなど先端技術
や安全装置関連が注目されているが、車の様々な
動きを制御する部品も、高度化、安全性の向上など
のため点数の増加が続いている。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向け

の家電は少なく、産業向けが多くなっている。県内で
生産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報
システムなどに組み込まれる電気関連の部品や装置
である。組み込まれた機械は海外へ輸出されること
も多い。このため、電気機械の生産は、企業の設備投
資や、システム開発、海外経済の動向の影響が大き

売台数は前年割れとなったが、輸出台数が増加し
たため、県内での生産は増加しているとみられる。
先行きについては、輸出の増加に加え、新型車の
発売もあり販売は強含むとみられ、県内生産も前年
を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。
販売は国内向けが伸び悩み、海外向けが持ち直

しているとみられる。国内販売は、首都圏の再開発
や東京オリンピック関連工事の需要、ネット通販の
拡大による物流需要があるものの、昨年9月の排ガ
ス規制強化に伴う駆け込み購入の反動減があり、
弱含んでいる。一方、海外向けは東南アジア向けな
どを中心に増加しているようだ。
先行きもこうした傾向は変わらず、生産は前年並

みで推移するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや上回って推移したとみられることから、
自動車部品の生産も前年を上回った模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻で工場での派
遣社員やパートタイムの採用が難しくなり、間接部門
の人員が工場の応援を行っているところもあるようだ。
また、売上は増収だが、電気代や原材料費、人件費
などのコストアップで、収益環境は厳しくなっている。
先行きについては、乗用車の生産は前年を上回

り、トラックの生産は前年並みで推移するとみられる

一部では値引きを余儀なくされるケースもあり、新
規着工には慎重な姿勢をみせている。
中国で旧式の高炉から電炉への切り替えが進め

られていることなどを受けて、消耗品である電極な
どの副資材価格が大幅に上昇している。スクラップ
についても、中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネ
シアなどが輸入を伸ばしており、価格が押し上げら
れている。製品価格も徐々に引き上げられてはいる
ものの、スプレッドの確保が後手に回るケースも多く、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
先行きについては、ゼネコンは、大手を中心に相
応の工事受注残を抱えていることから、10～12月
期の鉄鋼の生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を上回った。鋳
鉄管については、高い伸びを示した年前半よりは減
速しているものの、海外の需要回復を受けて建設
機械向けや工作機械向けが好調を維持しており、
鋳物の生産は、このところ堅調に推移している。た
だし、コスト面は厳しい。スクラップ価格の上昇に加
えて、これまで電力需要を分散させるために適用さ
れてきたピークシフト割引が廃止され、電気料金の
負担が増しており、収益面を圧迫している。
10～12月期についても、建設機械向け等の受注

が堅調なこともあり、引き続き鋳物の生産は前年を
上回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額は前年を
やや下回った。発注状況に振れはあるものの、受注
残は多く、足元の工事量も高水準で安定している。
都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の受注状
況は価格面を含めて良好であり、相応の収益を確
保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化にともなう改修、設備
更新の工事が多く、新規の建設案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラ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、着工ベースで弱
含みの推移となっている。ただ、埼玉県の2018年1～
6月の非居住用の建築着工床面積は前年比15.3％
増であったことなど、工事量は高い水準にある。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多いが、前年
に比べると工事量は減ってきている。企業の収益が
回復してきたことなどから、工場やビルの改修だけ
ではなく、建て替えや新設の案件もみられる。物流
関連や商業関連は大型工事が多く、振れはあるも
のの、好調を持続している。都内の大手業者が優良
工事を多く抱え、県内の工事は比較的大きなもので
も、県内業者が請け負うようになっており、収益環境
は良い。足元が好調なため、現在の工事に注力して
いるところが多い。
先行きは、オリンピック・パラリンピック後の需要
減の懸念はあるものの、当面は現状程度の推移が
見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県

におけるマンションの契約率は、このところ、40％を
下回る月があるなど、好不調の目安といわれる
70％を大きく下回って推移している。浦和や大宮で
駅に近い物件は高価格にかかわらず売れるものも
あるが、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、県
全体では供給は抑え気味である。また、子育て中の
夫婦などで、通勤が楽な都内の物件のニーズが高
く、埼玉県のマンションの売れ行きに影響している
面もあるようだ。ただ、さいたま新都心駅近で1,400
戸規模の大型案件が順次着工されており新規着工
戸数は増加を続けている。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、空室率はこのところ低下傾向にあるが、
供給過剰の懸念は依然強く、新規の着工は引き続
き手控えられている。
先行きは、マンションは高価格で売れるもの以外

の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先行
きも安定した状況が期待されている。一方、貸家は
空室率が低下傾向にあるとはいえ、やや弱含みの
見込み。また、来年10月の消費増税による駆け込
み需要は一部期待しているところもあるが、その後
の需要減を懸念するところが多く、仕入等について
慎重な姿勢も見られた。

(6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。例年7月に行われていたセールが、6月・7月の終
わりからの2回に分けられたため、6月の売上が増え
た一方7月の売上が減ったことや、夏の猛暑や台風
の影響で来店客が減少したことなどが影響した。
1シーズンに2回のセールを実施するのは初めて
だったが、2回トータルでみると売上は昨年のセール
と変わらなかったとするところが多かった。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったほか、
猛暑の影響で帽子、日傘、サングラスなどの夏物商
品が堅調だった。好調な化粧品の売り場を拡張し、
さらに売上増を図る動きもあった。一方、食料品が
苦戦したほか、主力の衣料品も減少した。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年4～6月期まで12四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで、
9月に入っても気温の下がり方が緩やかで、雨の日
が多く台風の影響もあり、秋物をはじめ動きは鈍い
ようだ。
高額品の売上は引き続き堅調な動きとなってい

る。時計・宝飾品や高級ブランド品が引き続き良く、
富裕層が顧客である外商売上も伸びている。店舗
改装で新たに高級ブランドショップをオープンしたり、
ゆっくりくつろげる富裕層向けのラウンジの開設を
計画するところもあった。一方、中間層の消費は引
き続き慎重な動きとなっている。春闘賃上げ率が前
年を上回り、大手企業の夏のボーナス平均妥結額
は過去最高（経団連調べ）となり、所得環境は改善
しているが、消費には力強さが感じられない。
先行きをみると、富裕層の消費は堅調だが、中間
層の動きは鈍く、今後もこの傾向に大きな変化はな
いとみられる。店舗改装で顧客誘致を図る動きがあ
り、これに期待がかかるものの、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、衣料品は前年
割れとなったが、主力の食料品の売上が前年を上
回ったようだ。食料品は猛暑で飲料やアイスクリー
ムなどが売れたが、猛暑や災害被害により野菜の価
格が高騰したことも売上を押し上げた。来店客数は、
猛暑で日中の来店客が減少したところが多かった。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は4～6月
期に5四半期ぶりに前年割れとなったが、7・8月と
2カ月連続で増加し、再び上向きの方向にある。
食料品の売上は前年を上回り堅調だが、食料品

の取り扱いを増やしているドラッグストアなど他業態
との競合も激しくなっており、食品売り場を改装して
集客力を高めようという動きも目立っている。
消費者が価格により敏感になり安売りの店に流

れている、といった指摘がある一方、より安いものを
求め余分なものは買わないという消費者の節約志
向は依然として根強いが、消費者が価値を認めた
商品は価格が高めでも良く売れており、消費者の動
きは節約志向と高級志向に二極化している、といっ
た指摘もあった。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。懸念材料
としては、猛暑・災害被害による野菜などの価格高
騰、ガソリン価格の高止まりなどで、消費者が生活
防衛意識を強めることがあげられる。

（注）エンパワーメント＝力をつけること。自己決定力を強化し、生きる力を身に
付けるという考え方や権限付与等の意味もある。
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女性差別撤廃条約の前文には、女性に対する差
別は、“社会及び家族の繁栄の増進を阻害するもの
であり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役
立てるために完全に開発することを一層困難にする
ものである”と謳われており、持続可能な開発を阻
害する要因となりうるという思想が一貫していること
がうかがえる。また、条約の中心となる理念は、「男
は仕事、女は家庭」といったような固定化された男
女役割分担意識の変革である。日本国内での世論
調査でも、定期的にこの考え方に賛同するかどうか
といった質問がなされ、その結果によって男女平等
意識がどのように変化しているかを測る指標のよう
な位置づけとなっている。
そのほかにも、条約では、政治的・公的活動や国
籍に関する男女の平等の確保、教育、雇用、保健、
経済的・社会的活動、婚姻・家族関係等における差
別の撤廃、出産が差別の根拠となることの禁止等を
定めている。こうした内容は、日本における男女平等
を目指す社会づくりに向けての取り組みに、大きく反
映されていると言えよう。

条約制定後の動き
1975年の国際女性年以来、節目の年などに世界
女性会議が開催されてきたが、1995年に北京で開
催された第4回世界女性会議では、21世紀に向け
たジェンダー平等のガイドラインとなる「北京宣言」
と「北京行動綱領」が採択された。北京行動綱領に
は、優先的に行動すべき12の重大問題領域が設定
されており、それぞれに戦略目標と取るべき具体的
行動が記されている。また、北京行動綱領は女性の
エンパワーメントのための指針であることが謳われ
ている。採択から20年以上を経過した現在において
もジェンダー平等達成に向けての最重要指針となっ
ており、日本においても男女共同参画に関する取り
組みのあり方に大きく影響している。
国連におけるジェンダー平等への歩みは、女性の
地位向上とエンパワーメントのための継続的な取り

組みであった。日本国内における女性政策も同様に、
女性の地位向上に向けての取り組みに始まり、女性
の能力を引きだし、意思決定過程への参画を促進す
る取り組みへと進められてきた。それは、日本国内に
おける女性政策が、現在は男性も女性も社会のあら
ゆる分野に参画できる「男女共同参画」という施策
で継続的に取り組まれていることにも反映されてい
ると考える。
1999年、日本国内では「男女共同参画社会基本
法」が成立し、そこには固定的な性別役割分担意識
の解消やあらゆる分野へ男女が参画していける機会
の確保などに向けての、国や国民、地方公共団体等
の責務が定められている。同法の第14条には、男女
共同参画計画策定に対する都道府県の義務、市町
村の努力義務が記されており、2017年12月現在、
埼玉県を含む１府12県における全市町村で男女共

はじめに
今年度の地域研究レポートは、「自治体における
SDGsへの取り組み～地域の社会的課題を考える」
をテーマとし、これまでSDGsと自治体の関係性など
を取り上げてきた。
本稿では、SDGsにおける17の目標のうちの５番

目「ジェンダー平等を実現しよう～ジェンダーの平等
を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメント
（注）を図る～」について考えていきたい。

ＳＤＧｓにおけるジェンダー平等について
2017年12月に政府のSDGs推進本部が公表し

た「SDGsアクションプラン2018」には、日本の
「SDGsモデル」の方向性として、「Ⅰ．SDGsと連動
する官民を挙げたSociety5.0の推進」、「Ⅱ．SDGs
を原動力とした地方の創生・強靭かつ環境に優しい
魅力的なまちづくり」、「Ⅲ．SDGsの担い手としての
次世代や女性のエンパワーメント」の３つが設定さ
れている。
３番目の方向性の中で、女性のエンパワーメント
が謳われており、ジェンダー平等の実現は、SDGs達
成の前提ともいえる必要不可欠な要素であることが
うかがえる。
SDGsを達成するには、誰一人取り残されない包
括的な世の中を作っていくことが重要であり、そのた
めには国家レベルだけではなく、官民のあらゆるレベ
ルでの取り組みが重要とされている。したがって、地
方公共団体においてもSDGs達成のための取り組
みが重要となる。

同参画に関する計画が策定済みである。全国的にみ
ると75.2％の市町村で計画が策定されている。ほと
んどの計画には、国際的に認識されてきたジェンダー
平等を目指すにあたっての課題が盛り込まれており、
地方公共団体レベルにおいてもジェンダー平等に関
するSDGsの方針が共有されていると考えられる。

日本のジェンダー平等の達成度
ジェンダー平等の現状を測る評価の尺度はいくつ
かあるが、近年よく報道等で目にするのは、世界経
済フォーラムが毎年発表している「ジェンダー・ギャッ
プ指数（GGI）」である。「経済活動の参加と機会
（経済参画）」「教育」「健康と寿命（健康）」「政治
への関与（政治参画）」の４分野における男女格差
を測る指数である。これら分野について各国の男女
格差を測り、結果のランキングを公表している。
日本の男女格差の解消の度合いが、各国と比較

してどの位置にあるかというと、2017年には調査対
象国144か国中114位であった。男女の出生比率と
健康寿命の格差をみる「健康」の分野では１位だっ
たが、「教育」の分野で74位、「経済参画」114位、
「政治参画」123位となるなど、経済分野や政治分
野における男女格差の大きさが影響しているとみら
れる。
経済参画分野では幹部・管理職での男女比や勤
労所得の男女比、政治参画分野では国会議員の男
女比における格差が大きいことが目立っており、経
済参画、政治参画分野ともに、政策や意思決定過程
における女性の参画率が低いことが浮き彫りになっ
ている。

埼玉県における男女格差の状況
それではここで、地方公共団体の状況に目を転じ

て、主に政治参画分野、経済参画分野について、埼
玉県における男女格差もしくは女性の参画状況につ
いてみていくこととする。
政治参画分野については、埼玉県議会の女性議

員の割合は10.5％で、都道府県全体で比較すると
17位であるが、全国平均の10.1％とほぼ変わらな
いと言える。
一方、埼玉県の市議会議員の女性議員割合は
21.3％で全国２位、町村議会の女性議員割合は
18.3％で全国２位となっている。市町村議会への女
性の参画率については２割前後で、男性議員の割合
と比較するとまだまだ格差は大きいが、全国的にみ
るとやや高めである。

審議会等委員については、以前から各自治体の
男女共同参画関連の計画等で、女性委員の割合を
３割ないしは４割というように目標を設定して取り組
んできているので、女性議員の割合よりも高い割合
となっている。埼玉県においては、県の審議会等委
員の女性割合は35 .4％で全国９位、市町村は
28.1％で全国11位と全国的にみても高めの割合で
ある。
一方、経済参画分野についてみると、女性の労働

力率は50.3％で全国とほぼ同様だが、男女比でみる
と、男性を１とした場合に女性の比率は0.70にとど
まる。賃金の男女格差も同様で、埼玉県における1か

月の所定内給与の男女比は1：0.74となっている。
女性労働者の正規雇用者の割合や管理的職業従
事者に占める女性の割合をみると、男女格差は大き
く、特に、管理的職業従事者に占める女性割合は
14.2％にとどまっている。全国的にみても埼玉県の
順位は低い位置にある。

性の視点を反映させた経済活動の妨げとなるおそ
れがある。

おわりに
ジェンダー不平等の状態は、社会における様々な
問題と複雑に絡んでいる。
たとえば、日本で働く女性の状況の一端をみると、
第1子出産後には半数近くの女性が退職していると
いう実態は、婚姻または母性を理由とする差別や、
「男は仕事、女は家庭」というような根強い固定的な
性別役割分担意識を色濃く反映している。また、母
子家庭の約半分が相対的貧困の状態にあるが、こ
れは男女の賃金格差の問題などが影響している。影
響は、女性の地位向上やエンパワーメントがなかな
か進まないだけにとどまらず、貧困の再生産や育児
期女性の退職による人材の逸失など、様々な分野に
波及することが懸念される。まさに持続可能な開発
とは逆の方向に向かう様相を呈しているといえる。
今から約40年前に採択された女性差別撤廃条約

は、法の前の男女平等や、教育や雇用における差別
撤廃、同一価値労働同一報酬、婚姻や母性を理由
とする差別の防止などを定めている。しかしながら、
最近、日本国内で報道された出来事を振り返ると、
医科大学の受験における女子受験生に不利となる
採点基準の問題や、マタニティ・ハラスメントの問題
など、先進国として既にクリアしたと思われる問題が
いまだに根強く残っていることに気づかされる。性別
による役割分担意識を解消して、女性も男性もその
能力を十分に発揮し、共に様々な責任を担っていく
ことは、女性だけでなく男性にとっても暮らしやすい
社会の実現につながるはずである。
持続可能な開発や社会づくりは国連が一貫して
取り組んできたテーマである。ジェンダー平等を達
成するために必要なことは、これまでに採択された
条約や宣言などに一度立ち戻って考え、一つ一つ積
み上げながら取り組みを進めることであり、実現へ
の近道なのかもしれない。

女性差別撤廃条約の制定と国内への影響
国連のレベルで採択されたアジェンダを、地方公
共団体レベルでの取り組みに落とし込むためにはか
なりの調整を必要とすると想像されるかもしれない
が、国連におけるジェンダー平等を目指す取り組み
は国連発足直後から始まっており、そこでの決定や
動向は日本国内の取り組みに大きく影響を及ぼして
きた。
特に、ジェンダー平等を目指すにあたって最も大き

な出来事の一つと言えるのは、1979年の「女子に
対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」
（以下、「女性差別撤廃条約」）の採択であろう。国
連の「女性の地位向上委員会」で1970年に議論が
始まり、1979年の第34回国連総会において満場一
致で採択されたものである。日本は、1985年から条
約を発効した。2018年現在では、189か国が締約
国となっている。
条約の発効にあたり、国内では条約に合致するよ

うに法制度が整備された。一つは国籍法の改正で
ある。改正前は国際結婚で生まれた子どもは父親が
日本人である場合しか日本国籍が取れなかったが、
改正後は母親が日本人の場合も日本国籍が取れる
ようになった。２番目は雇用の場における男女平等の
実現のための法整備で、1972年施行の勤労婦人
福祉法を改正して、1985年に「雇用の分野におけ
る男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働
者の福祉の増進に関する法律」（男女雇用機会均
等法）を制定した。また、条約発効後ではあるが、中
学校・高等学校において家庭科が男女共修となった。
これは教育の分野で女子と男子に平等の権利を確
保するためである。

ジェンダー平等で女性も男性も
暮らしやすい社会に
～SDGs達成に向けたこれまでの歩みとこれから～
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こうしたことから、埼玉県における政治参画分野
の女性参画の状況は、男女の格差はまだ大きいもの
の、全国的にみると比較的参画が進んでいる方だと
いえる。しかしながら、経済参画分野については、正
規雇用や管理職等における女性の地位の低さが目
立ち、特に、埼玉県においてはその傾向が顕著にみ
られる。このような状況は女性のエンパワーメントを
阻害するだけでなく、多様性のある社会づくりや女

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（はん用機械＋生産用機械＋業
務用機械）の生産指数は、2017年10～12月期まで
3四半期連続で前年を大幅に上回っていたが、
2018年1～3月期に、同▲1.3％と前年割れになっ
たのに続き、4～6月期についても、同▲10.2％と2
四半期連続で前年を下回った。
7～9月期を通してみても、空気圧機器などのはん

用機械や生産用機械は比較的高い水準で推移した
とみられるものの、医療用機械器具など業務用機械
の落ち込みが続いたことから、一般機械全体でみる
と、生産は前年を下回った模様である。
2017年夏頃まで高い伸びを続けてきた空気圧
機器は、秋口以降、伸びが鈍化したものの、引き続
き高水準で推移している。歯車についても、自動車
向けが減少したことなどから、2018年の春先までは
やや弱い動きになっていたが、省力化機器向けが堅
調なこともあって、底堅く推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置は、年前半は
比較的低調だったが、秋口に発売された新型
iPhone向けの需要もあって、足元ではやや盛り返
している。半導体製造装置は、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、海外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の

い。産業向けの電気機械は、好調な生産機械向けの
需要や情報システムの高度化や大型化などから、好
調に推移してきたが、足元やや一服感がみられる。
情報通信機械は、2017年に大手電機メーカーの
県内工場での携帯電話等の生産が停止されたこと
の影響で大きく落ち込んでいたが、自動車関連の製
品を中心に、このところ盛り返しの動きがみられる。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も設備投資が好調なことから、電気機械全
体で堅調に推移するとみられる。ただ、海外経済や、
貿易摩擦の影響を懸念するところもある。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲0.2％と前年をわずかに下回った。4～6月期は3
四半期ぶりに増加したものの再び減少した。軽自動
車は同＋1.9％と増加したが、登録車（普通＋小型乗
用車）が同▲1.1％と4四半期連続で前年を下回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期が前年比＋4.2％と増加したが、4～6月期は同
▲1.8％と減少した。7月は同▲0.1％と前年をわず
かに下回ったが、7～9月期全体では前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販

ことから、部品メーカーの生産も前年をやや上回っ
て推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…ほぼ前年並みで推移
2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催

に向けて、都内を中心に建設工事が急ピッチで進め
られており、鋼材需要が旺盛なことに加え、工作機
械向けなども堅調に推移していることから、県内の
鉄鋼の生産指数は、2018年4～6月期の前年比
＋4.1％まで、4四半期連続で前年を上回った。
7～9月期についても、比較的底堅い動きとなった

ものの、これまでの反動もあり、水準としては、ほぼ
前年並みで推移したものとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だっ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。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れるRC造が選ば
れることが多かったが、プレキャスト工法と呼ばれる、
成形済みのコンクリート壁材等を利用することで、
防音性などを確保しつつ、本体部分をS造で立ち上
げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売が低
調に推移している。マンション販売業者の多くは、発
売戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、

競争が激化しており、個社別の業績にはバラツキが
みられる。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ
幅が大きいが、このところ低調に推移している。
2017年夏頃まで好調に推移していた医療用機械
器具は、反動減もあり前年を下回って推移している。
足元で生産が前年を下回った一般機械だが、工
作機械向けなどの受注が堅調なことに加えて、業務
用機械についても足元では回復の兆しがみられる
ことから、先行きの生産については、前年並み程度
の水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや上回る
7～9月期の電気機械の生産は、前年をやや上

回った模様だ。生産指数をみると、2017年10～12
月期から2018年4～6月期まで3四半期連続のマイ
ナスであった。スマートフォンの新製品が期待したほ
ど伸びなかったことなどから、一服感がみられた。現
状は、電子部品・デバイスを中心に回復基調にある。
電子部品・デバイスの生産は、1～3月期にスマー

トフォンの生産減速の影響もありやや弱含んだが、4
～6月期以降回復している。エアコンや白物家電は
中国、東南アジアなどでの需要は強く、省エネ化な
ど製品の高度化も続いており、家電向けの電子部
品・デバイスの生産は堅調に推移している。また、自
動車向けは種類や点数が増加し、生産も好調に推
移している。自動運転や自動ブレーキなど先端技術
や安全装置関連が注目されているが、車の様々な
動きを制御する部品も、高度化、安全性の向上など
のため点数の増加が続いている。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向け

の家電は少なく、産業向けが多くなっている。県内で
生産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報
システムなどに組み込まれる電気関連の部品や装置
である。組み込まれた機械は海外へ輸出されること
も多い。このため、電気機械の生産は、企業の設備投
資や、システム開発、海外経済の動向の影響が大き

売台数は前年割れとなったが、輸出台数が増加し
たため、県内での生産は増加しているとみられる。
先行きについては、輸出の増加に加え、新型車の
発売もあり販売は強含むとみられ、県内生産も前年
を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。
販売は国内向けが伸び悩み、海外向けが持ち直

しているとみられる。国内販売は、首都圏の再開発
や東京オリンピック関連工事の需要、ネット通販の
拡大による物流需要があるものの、昨年9月の排ガ
ス規制強化に伴う駆け込み購入の反動減があり、
弱含んでいる。一方、海外向けは東南アジア向けな
どを中心に増加しているようだ。
先行きもこうした傾向は変わらず、生産は前年並

みで推移するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや上回って推移したとみられることから、
自動車部品の生産も前年を上回った模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻で工場での派
遣社員やパートタイムの採用が難しくなり、間接部門
の人員が工場の応援を行っているところもあるようだ。
また、売上は増収だが、電気代や原材料費、人件費
などのコストアップで、収益環境は厳しくなっている。
先行きについては、乗用車の生産は前年を上回

り、トラックの生産は前年並みで推移するとみられる

一部では値引きを余儀なくされるケースもあり、新
規着工には慎重な姿勢をみせている。
中国で旧式の高炉から電炉への切り替えが進め

られていることなどを受けて、消耗品である電極な
どの副資材価格が大幅に上昇している。スクラップ
についても、中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネ
シアなどが輸入を伸ばしており、価格が押し上げら
れている。製品価格も徐々に引き上げられてはいる
ものの、スプレッドの確保が後手に回るケースも多く、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
先行きについては、ゼネコンは、大手を中心に相
応の工事受注残を抱えていることから、10～12月
期の鉄鋼の生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を上回った。鋳
鉄管については、高い伸びを示した年前半よりは減
速しているものの、海外の需要回復を受けて建設
機械向けや工作機械向けが好調を維持しており、
鋳物の生産は、このところ堅調に推移している。た
だし、コスト面は厳しい。スクラップ価格の上昇に加
えて、これまで電力需要を分散させるために適用さ
れてきたピークシフト割引が廃止され、電気料金の
負担が増しており、収益面を圧迫している。
10～12月期についても、建設機械向け等の受注

が堅調なこともあり、引き続き鋳物の生産は前年を
上回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額は前年を
やや下回った。発注状況に振れはあるものの、受注
残は多く、足元の工事量も高水準で安定している。
都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の受注状
況は価格面を含めて良好であり、相応の収益を確
保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化にともなう改修、設備
更新の工事が多く、新規の建設案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラ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、着工ベースで弱
含みの推移となっている。ただ、埼玉県の2018年1～
6月の非居住用の建築着工床面積は前年比15.3％
増であったことなど、工事量は高い水準にある。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多いが、前年
に比べると工事量は減ってきている。企業の収益が
回復してきたことなどから、工場やビルの改修だけ
ではなく、建て替えや新設の案件もみられる。物流
関連や商業関連は大型工事が多く、振れはあるも
のの、好調を持続している。都内の大手業者が優良
工事を多く抱え、県内の工事は比較的大きなもので
も、県内業者が請け負うようになっており、収益環境
は良い。足元が好調なため、現在の工事に注力して
いるところが多い。
先行きは、オリンピック・パラリンピック後の需要
減の懸念はあるものの、当面は現状程度の推移が
見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県

におけるマンションの契約率は、このところ、40％を
下回る月があるなど、好不調の目安といわれる
70％を大きく下回って推移している。浦和や大宮で
駅に近い物件は高価格にかかわらず売れるものも
あるが、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、県
全体では供給は抑え気味である。また、子育て中の
夫婦などで、通勤が楽な都内の物件のニーズが高
く、埼玉県のマンションの売れ行きに影響している
面もあるようだ。ただ、さいたま新都心駅近で1,400
戸規模の大型案件が順次着工されており新規着工
戸数は増加を続けている。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、空室率はこのところ低下傾向にあるが、
供給過剰の懸念は依然強く、新規の着工は引き続
き手控えられている。
先行きは、マンションは高価格で売れるもの以外

の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先行
きも安定した状況が期待されている。一方、貸家は
空室率が低下傾向にあるとはいえ、やや弱含みの
見込み。また、来年10月の消費増税による駆け込
み需要は一部期待しているところもあるが、その後
の需要減を懸念するところが多く、仕入等について
慎重な姿勢も見られた。

(6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。例年7月に行われていたセールが、6月・7月の終
わりからの2回に分けられたため、6月の売上が増え
た一方7月の売上が減ったことや、夏の猛暑や台風
の影響で来店客が減少したことなどが影響した。
1シーズンに2回のセールを実施するのは初めて
だったが、2回トータルでみると売上は昨年のセール
と変わらなかったとするところが多かった。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったほか、
猛暑の影響で帽子、日傘、サングラスなどの夏物商
品が堅調だった。好調な化粧品の売り場を拡張し、
さらに売上増を図る動きもあった。一方、食料品が
苦戦したほか、主力の衣料品も減少した。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年4～6月期まで12四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで、
9月に入っても気温の下がり方が緩やかで、雨の日
が多く台風の影響もあり、秋物をはじめ動きは鈍い
ようだ。
高額品の売上は引き続き堅調な動きとなってい

る。時計・宝飾品や高級ブランド品が引き続き良く、
富裕層が顧客である外商売上も伸びている。店舗
改装で新たに高級ブランドショップをオープンしたり、
ゆっくりくつろげる富裕層向けのラウンジの開設を
計画するところもあった。一方、中間層の消費は引
き続き慎重な動きとなっている。春闘賃上げ率が前
年を上回り、大手企業の夏のボーナス平均妥結額
は過去最高（経団連調べ）となり、所得環境は改善
しているが、消費には力強さが感じられない。
先行きをみると、富裕層の消費は堅調だが、中間
層の動きは鈍く、今後もこの傾向に大きな変化はな
いとみられる。店舗改装で顧客誘致を図る動きがあ
り、これに期待がかかるものの、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、衣料品は前年
割れとなったが、主力の食料品の売上が前年を上
回ったようだ。食料品は猛暑で飲料やアイスクリー
ムなどが売れたが、猛暑や災害被害により野菜の価
格が高騰したことも売上を押し上げた。来店客数は、
猛暑で日中の来店客が減少したところが多かった。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は4～6月
期に5四半期ぶりに前年割れとなったが、7・8月と
2カ月連続で増加し、再び上向きの方向にある。
食料品の売上は前年を上回り堅調だが、食料品

の取り扱いを増やしているドラッグストアなど他業態
との競合も激しくなっており、食品売り場を改装して
集客力を高めようという動きも目立っている。
消費者が価格により敏感になり安売りの店に流

れている、といった指摘がある一方、より安いものを
求め余分なものは買わないという消費者の節約志
向は依然として根強いが、消費者が価値を認めた
商品は価格が高めでも良く売れており、消費者の動
きは節約志向と高級志向に二極化している、といっ
た指摘もあった。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。懸念材料
としては、猛暑・災害被害による野菜などの価格高
騰、ガソリン価格の高止まりなどで、消費者が生活
防衛意識を強めることがあげられる。

（注）エンパワーメント＝力をつけること。自己決定力を強化し、生きる力を身に
付けるという考え方や権限付与等の意味もある。
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女性差別撤廃条約の前文には、女性に対する差
別は、“社会及び家族の繁栄の増進を阻害するもの
であり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役
立てるために完全に開発することを一層困難にする
ものである”と謳われており、持続可能な開発を阻
害する要因となりうるという思想が一貫していること
がうかがえる。また、条約の中心となる理念は、「男
は仕事、女は家庭」といったような固定化された男
女役割分担意識の変革である。日本国内での世論
調査でも、定期的にこの考え方に賛同するかどうか
といった質問がなされ、その結果によって男女平等
意識がどのように変化しているかを測る指標のよう
な位置づけとなっている。
そのほかにも、条約では、政治的・公的活動や国
籍に関する男女の平等の確保、教育、雇用、保健、
経済的・社会的活動、婚姻・家族関係等における差
別の撤廃、出産が差別の根拠となることの禁止等を
定めている。こうした内容は、日本における男女平等
を目指す社会づくりに向けての取り組みに、大きく反
映されていると言えよう。

条約制定後の動き
1975年の国際女性年以来、節目の年などに世界
女性会議が開催されてきたが、1995年に北京で開
催された第4回世界女性会議では、21世紀に向け
たジェンダー平等のガイドラインとなる「北京宣言」
と「北京行動綱領」が採択された。北京行動綱領に
は、優先的に行動すべき12の重大問題領域が設定
されており、それぞれに戦略目標と取るべき具体的
行動が記されている。また、北京行動綱領は女性の
エンパワーメントのための指針であることが謳われ
ている。採択から20年以上を経過した現在において
もジェンダー平等達成に向けての最重要指針となっ
ており、日本においても男女共同参画に関する取り
組みのあり方に大きく影響している。
国連におけるジェンダー平等への歩みは、女性の
地位向上とエンパワーメントのための継続的な取り

組みであった。日本国内における女性政策も同様に、
女性の地位向上に向けての取り組みに始まり、女性
の能力を引きだし、意思決定過程への参画を促進す
る取り組みへと進められてきた。それは、日本国内に
おける女性政策が、現在は男性も女性も社会のあら
ゆる分野に参画できる「男女共同参画」という施策
で継続的に取り組まれていることにも反映されてい
ると考える。
1999年、日本国内では「男女共同参画社会基本
法」が成立し、そこには固定的な性別役割分担意識
の解消やあらゆる分野へ男女が参画していける機会
の確保などに向けての、国や国民、地方公共団体等
の責務が定められている。同法の第14条には、男女
共同参画計画策定に対する都道府県の義務、市町
村の努力義務が記されており、2017年12月現在、
埼玉県を含む１府12県における全市町村で男女共

はじめに
今年度の地域研究レポートは、「自治体における
SDGsへの取り組み～地域の社会的課題を考える」
をテーマとし、これまでSDGsと自治体の関係性など
を取り上げてきた。
本稿では、SDGsにおける17の目標のうちの５番

目「ジェンダー平等を実現しよう～ジェンダーの平等
を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメント
（注）を図る～」について考えていきたい。

ＳＤＧｓにおけるジェンダー平等について
2017年12月に政府のSDGs推進本部が公表し

た「SDGsアクションプラン2018」には、日本の
「SDGsモデル」の方向性として、「Ⅰ．SDGsと連動
する官民を挙げたSociety5.0の推進」、「Ⅱ．SDGs
を原動力とした地方の創生・強靭かつ環境に優しい
魅力的なまちづくり」、「Ⅲ．SDGsの担い手としての
次世代や女性のエンパワーメント」の３つが設定さ
れている。
３番目の方向性の中で、女性のエンパワーメント
が謳われており、ジェンダー平等の実現は、SDGs達
成の前提ともいえる必要不可欠な要素であることが
うかがえる。
SDGsを達成するには、誰一人取り残されない包
括的な世の中を作っていくことが重要であり、そのた
めには国家レベルだけではなく、官民のあらゆるレベ
ルでの取り組みが重要とされている。したがって、地
方公共団体においてもSDGs達成のための取り組
みが重要となる。

同参画に関する計画が策定済みである。全国的にみ
ると75.2％の市町村で計画が策定されている。ほと
んどの計画には、国際的に認識されてきたジェンダー
平等を目指すにあたっての課題が盛り込まれており、
地方公共団体レベルにおいてもジェンダー平等に関
するSDGsの方針が共有されていると考えられる。

日本のジェンダー平等の達成度
ジェンダー平等の現状を測る評価の尺度はいくつ
かあるが、近年よく報道等で目にするのは、世界経
済フォーラムが毎年発表している「ジェンダー・ギャッ
プ指数（GGI）」である。「経済活動の参加と機会
（経済参画）」「教育」「健康と寿命（健康）」「政治
への関与（政治参画）」の４分野における男女格差
を測る指数である。これら分野について各国の男女
格差を測り、結果のランキングを公表している。
日本の男女格差の解消の度合いが、各国と比較

してどの位置にあるかというと、2017年には調査対
象国144か国中114位であった。男女の出生比率と
健康寿命の格差をみる「健康」の分野では１位だっ
たが、「教育」の分野で74位、「経済参画」114位、
「政治参画」123位となるなど、経済分野や政治分
野における男女格差の大きさが影響しているとみら
れる。
経済参画分野では幹部・管理職での男女比や勤
労所得の男女比、政治参画分野では国会議員の男
女比における格差が大きいことが目立っており、経
済参画、政治参画分野ともに、政策や意思決定過程
における女性の参画率が低いことが浮き彫りになっ
ている。

埼玉県における男女格差の状況
それではここで、地方公共団体の状況に目を転じ

て、主に政治参画分野、経済参画分野について、埼
玉県における男女格差もしくは女性の参画状況につ
いてみていくこととする。
政治参画分野については、埼玉県議会の女性議

員の割合は10.5％で、都道府県全体で比較すると
17位であるが、全国平均の10.1％とほぼ変わらな
いと言える。
一方、埼玉県の市議会議員の女性議員割合は
21.3％で全国２位、町村議会の女性議員割合は
18.3％で全国２位となっている。市町村議会への女
性の参画率については２割前後で、男性議員の割合
と比較するとまだまだ格差は大きいが、全国的にみ
るとやや高めである。

審議会等委員については、以前から各自治体の
男女共同参画関連の計画等で、女性委員の割合を
３割ないしは４割というように目標を設定して取り組
んできているので、女性議員の割合よりも高い割合
となっている。埼玉県においては、県の審議会等委
員の女性割合は35 .4％で全国９位、市町村は
28.1％で全国11位と全国的にみても高めの割合で
ある。
一方、経済参画分野についてみると、女性の労働

力率は50.3％で全国とほぼ同様だが、男女比でみる
と、男性を１とした場合に女性の比率は0.70にとど
まる。賃金の男女格差も同様で、埼玉県における1か

月の所定内給与の男女比は1：0.74となっている。
女性労働者の正規雇用者の割合や管理的職業従
事者に占める女性の割合をみると、男女格差は大き
く、特に、管理的職業従事者に占める女性割合は
14.2％にとどまっている。全国的にみても埼玉県の
順位は低い位置にある。

性の視点を反映させた経済活動の妨げとなるおそ
れがある。

おわりに
ジェンダー不平等の状態は、社会における様々な
問題と複雑に絡んでいる。
たとえば、日本で働く女性の状況の一端をみると、
第1子出産後には半数近くの女性が退職していると
いう実態は、婚姻または母性を理由とする差別や、
「男は仕事、女は家庭」というような根強い固定的な
性別役割分担意識を色濃く反映している。また、母
子家庭の約半分が相対的貧困の状態にあるが、こ
れは男女の賃金格差の問題などが影響している。影
響は、女性の地位向上やエンパワーメントがなかな
か進まないだけにとどまらず、貧困の再生産や育児
期女性の退職による人材の逸失など、様々な分野に
波及することが懸念される。まさに持続可能な開発
とは逆の方向に向かう様相を呈しているといえる。
今から約40年前に採択された女性差別撤廃条約

は、法の前の男女平等や、教育や雇用における差別
撤廃、同一価値労働同一報酬、婚姻や母性を理由
とする差別の防止などを定めている。しかしながら、
最近、日本国内で報道された出来事を振り返ると、
医科大学の受験における女子受験生に不利となる
採点基準の問題や、マタニティ・ハラスメントの問題
など、先進国として既にクリアしたと思われる問題が
いまだに根強く残っていることに気づかされる。性別
による役割分担意識を解消して、女性も男性もその
能力を十分に発揮し、共に様々な責任を担っていく
ことは、女性だけでなく男性にとっても暮らしやすい
社会の実現につながるはずである。
持続可能な開発や社会づくりは国連が一貫して
取り組んできたテーマである。ジェンダー平等を達
成するために必要なことは、これまでに採択された
条約や宣言などに一度立ち戻って考え、一つ一つ積
み上げながら取り組みを進めることであり、実現へ
の近道なのかもしれない。

女性差別撤廃条約の制定と国内への影響
国連のレベルで採択されたアジェンダを、地方公
共団体レベルでの取り組みに落とし込むためにはか
なりの調整を必要とすると想像されるかもしれない
が、国連におけるジェンダー平等を目指す取り組み
は国連発足直後から始まっており、そこでの決定や
動向は日本国内の取り組みに大きく影響を及ぼして
きた。
特に、ジェンダー平等を目指すにあたって最も大き

な出来事の一つと言えるのは、1979年の「女子に
対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」
（以下、「女性差別撤廃条約」）の採択であろう。国
連の「女性の地位向上委員会」で1970年に議論が
始まり、1979年の第34回国連総会において満場一
致で採択されたものである。日本は、1985年から条
約を発効した。2018年現在では、189か国が締約
国となっている。
条約の発効にあたり、国内では条約に合致するよ

うに法制度が整備された。一つは国籍法の改正で
ある。改正前は国際結婚で生まれた子どもは父親が
日本人である場合しか日本国籍が取れなかったが、
改正後は母親が日本人の場合も日本国籍が取れる
ようになった。２番目は雇用の場における男女平等の
実現のための法整備で、1972年施行の勤労婦人
福祉法を改正して、1985年に「雇用の分野におけ
る男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働
者の福祉の増進に関する法律」（男女雇用機会均
等法）を制定した。また、条約発効後ではあるが、中
学校・高等学校において家庭科が男女共修となった。
これは教育の分野で女子と男子に平等の権利を確
保するためである。

《政治参画分野》
●総議員数に占める女性割合【埼玉県】

都道府県議会

市区議会

町村議会

10.5％

21.3％

18.3％

10.1％

14.9％

 9.9％

17位

２位

３位

埼玉県の
女性割合

都道府県別
の順位 全国

資料：内閣府男女共同参画局「都道府県別全国女性の参画マップ（地方議会
編）」（平成30年6月作成）

《経済参画分野》

●審議会等委員に占める女性割合【埼玉県】

都道府県

市区町村

35.4％

28.1％

31.9％

26.2％

９位

11位

埼玉県の
女性割合

都道府県別
の順位 全国

資料：内閣府男女共同参画局「都道府県別全国女性の参画マップ」（平成29
年12月作成）

●女性の労働力率（15歳以上）【埼玉県】

50.3％ 21位 50.0％0.70

都道府県別
の順位

女性労働力率
（埼玉県）

男女比
（男性＝1とした場合）

女性労働力率
（全国）

資料：総務省「平成27年国勢調査」より作成

●女性労働者の正規雇用者の割合【埼玉県】

39.4％ 45位 43.4％0.41

都道府県別
の順位

正規雇用者割合
（埼玉県）

男女比
（男性＝1とした場合）

正規雇用者割合
（全国）

資料：総務省「平成29年就業構造基本調査」より作成

●管理的職業従事者に占める女性の割合【埼玉県】

14.2％ 42位 16.4％0.17

都道府県別
の順位

管理的職業従事者
に占める女性割合
（埼玉県）

男女比
（男性＝1とした場合）

管理的職業従事者
に占める女性割合
（全国）

資料：総務省「平成27年国勢調査」より作成

●賃金の男女格差（一般労働者）【埼玉県】

325.2千円 242.0千円 25位0.74

女性男性

１か月の所定内給与 男女比
（男性＝1とした場合）

都道府県別
の順位

資料：厚生労働省「平成29年賃金構造基本統計調査」より作成

こうしたことから、埼玉県における政治参画分野
の女性参画の状況は、男女の格差はまだ大きいもの
の、全国的にみると比較的参画が進んでいる方だと
いえる。しかしながら、経済参画分野については、正
規雇用や管理職等における女性の地位の低さが目
立ち、特に、埼玉県においてはその傾向が顕著にみ
られる。このような状況は女性のエンパワーメントを
阻害するだけでなく、多様性のある社会づくりや女

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（はん用機械＋生産用機械＋業
務用機械）の生産指数は、2017年10～12月期まで
3四半期連続で前年を大幅に上回っていたが、
2018年1～3月期に、同▲1.3％と前年割れになっ
たのに続き、4～6月期についても、同▲10.2％と2
四半期連続で前年を下回った。
7～9月期を通してみても、空気圧機器などのはん

用機械や生産用機械は比較的高い水準で推移した
とみられるものの、医療用機械器具など業務用機械
の落ち込みが続いたことから、一般機械全体でみる
と、生産は前年を下回った模様である。
2017年夏頃まで高い伸びを続けてきた空気圧
機器は、秋口以降、伸びが鈍化したものの、引き続
き高水準で推移している。歯車についても、自動車
向けが減少したことなどから、2018年の春先までは
やや弱い動きになっていたが、省力化機器向けが堅
調なこともあって、底堅く推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置は、年前半は
比較的低調だったが、秋口に発売された新型
iPhone向けの需要もあって、足元ではやや盛り返
している。半導体製造装置は、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、海外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の

い。産業向けの電気機械は、好調な生産機械向けの
需要や情報システムの高度化や大型化などから、好
調に推移してきたが、足元やや一服感がみられる。
情報通信機械は、2017年に大手電機メーカーの
県内工場での携帯電話等の生産が停止されたこと
の影響で大きく落ち込んでいたが、自動車関連の製
品を中心に、このところ盛り返しの動きがみられる。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も設備投資が好調なことから、電気機械全
体で堅調に推移するとみられる。ただ、海外経済や、
貿易摩擦の影響を懸念するところもある。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲0.2％と前年をわずかに下回った。4～6月期は3
四半期ぶりに増加したものの再び減少した。軽自動
車は同＋1.9％と増加したが、登録車（普通＋小型乗
用車）が同▲1.1％と4四半期連続で前年を下回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期が前年比＋4.2％と増加したが、4～6月期は同
▲1.8％と減少した。7月は同▲0.1％と前年をわず
かに下回ったが、7～9月期全体では前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販

ことから、部品メーカーの生産も前年をやや上回っ
て推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…ほぼ前年並みで推移
2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催

に向けて、都内を中心に建設工事が急ピッチで進め
られており、鋼材需要が旺盛なことに加え、工作機
械向けなども堅調に推移していることから、県内の
鉄鋼の生産指数は、2018年4～6月期の前年比
＋4.1％まで、4四半期連続で前年を上回った。
7～9月期についても、比較的底堅い動きとなった

ものの、これまでの反動もあり、水準としては、ほぼ
前年並みで推移したものとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だっ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。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れるRC造が選ば
れることが多かったが、プレキャスト工法と呼ばれる、
成形済みのコンクリート壁材等を利用することで、
防音性などを確保しつつ、本体部分をS造で立ち上
げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売が低
調に推移している。マンション販売業者の多くは、発
売戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、

競争が激化しており、個社別の業績にはバラツキが
みられる。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ
幅が大きいが、このところ低調に推移している。
2017年夏頃まで好調に推移していた医療用機械
器具は、反動減もあり前年を下回って推移している。
足元で生産が前年を下回った一般機械だが、工
作機械向けなどの受注が堅調なことに加えて、業務
用機械についても足元では回復の兆しがみられる
ことから、先行きの生産については、前年並み程度
の水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや上回る
7～9月期の電気機械の生産は、前年をやや上

回った模様だ。生産指数をみると、2017年10～12
月期から2018年4～6月期まで3四半期連続のマイ
ナスであった。スマートフォンの新製品が期待したほ
ど伸びなかったことなどから、一服感がみられた。現
状は、電子部品・デバイスを中心に回復基調にある。
電子部品・デバイスの生産は、1～3月期にスマー

トフォンの生産減速の影響もありやや弱含んだが、4
～6月期以降回復している。エアコンや白物家電は
中国、東南アジアなどでの需要は強く、省エネ化な
ど製品の高度化も続いており、家電向けの電子部
品・デバイスの生産は堅調に推移している。また、自
動車向けは種類や点数が増加し、生産も好調に推
移している。自動運転や自動ブレーキなど先端技術
や安全装置関連が注目されているが、車の様々な
動きを制御する部品も、高度化、安全性の向上など
のため点数の増加が続いている。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向け

の家電は少なく、産業向けが多くなっている。県内で
生産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報
システムなどに組み込まれる電気関連の部品や装置
である。組み込まれた機械は海外へ輸出されること
も多い。このため、電気機械の生産は、企業の設備投
資や、システム開発、海外経済の動向の影響が大き

売台数は前年割れとなったが、輸出台数が増加し
たため、県内での生産は増加しているとみられる。
先行きについては、輸出の増加に加え、新型車の
発売もあり販売は強含むとみられ、県内生産も前年
を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。
販売は国内向けが伸び悩み、海外向けが持ち直

しているとみられる。国内販売は、首都圏の再開発
や東京オリンピック関連工事の需要、ネット通販の
拡大による物流需要があるものの、昨年9月の排ガ
ス規制強化に伴う駆け込み購入の反動減があり、
弱含んでいる。一方、海外向けは東南アジア向けな
どを中心に増加しているようだ。
先行きもこうした傾向は変わらず、生産は前年並

みで推移するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや上回って推移したとみられることから、
自動車部品の生産も前年を上回った模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻で工場での派
遣社員やパートタイムの採用が難しくなり、間接部門
の人員が工場の応援を行っているところもあるようだ。
また、売上は増収だが、電気代や原材料費、人件費
などのコストアップで、収益環境は厳しくなっている。
先行きについては、乗用車の生産は前年を上回

り、トラックの生産は前年並みで推移するとみられる

一部では値引きを余儀なくされるケースもあり、新
規着工には慎重な姿勢をみせている。
中国で旧式の高炉から電炉への切り替えが進め

られていることなどを受けて、消耗品である電極な
どの副資材価格が大幅に上昇している。スクラップ
についても、中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネ
シアなどが輸入を伸ばしており、価格が押し上げら
れている。製品価格も徐々に引き上げられてはいる
ものの、スプレッドの確保が後手に回るケースも多く、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
先行きについては、ゼネコンは、大手を中心に相
応の工事受注残を抱えていることから、10～12月
期の鉄鋼の生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を上回った。鋳
鉄管については、高い伸びを示した年前半よりは減
速しているものの、海外の需要回復を受けて建設
機械向けや工作機械向けが好調を維持しており、
鋳物の生産は、このところ堅調に推移している。た
だし、コスト面は厳しい。スクラップ価格の上昇に加
えて、これまで電力需要を分散させるために適用さ
れてきたピークシフト割引が廃止され、電気料金の
負担が増しており、収益面を圧迫している。
10～12月期についても、建設機械向け等の受注

が堅調なこともあり、引き続き鋳物の生産は前年を
上回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額は前年を
やや下回った。発注状況に振れはあるものの、受注
残は多く、足元の工事量も高水準で安定している。
都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の受注状
況は価格面を含めて良好であり、相応の収益を確
保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化にともなう改修、設備
更新の工事が多く、新規の建設案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラ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、着工ベースで弱
含みの推移となっている。ただ、埼玉県の2018年1～
6月の非居住用の建築着工床面積は前年比15.3％
増であったことなど、工事量は高い水準にある。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多いが、前年
に比べると工事量は減ってきている。企業の収益が
回復してきたことなどから、工場やビルの改修だけ
ではなく、建て替えや新設の案件もみられる。物流
関連や商業関連は大型工事が多く、振れはあるも
のの、好調を持続している。都内の大手業者が優良
工事を多く抱え、県内の工事は比較的大きなもので
も、県内業者が請け負うようになっており、収益環境
は良い。足元が好調なため、現在の工事に注力して
いるところが多い。
先行きは、オリンピック・パラリンピック後の需要
減の懸念はあるものの、当面は現状程度の推移が
見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県

におけるマンションの契約率は、このところ、40％を
下回る月があるなど、好不調の目安といわれる
70％を大きく下回って推移している。浦和や大宮で
駅に近い物件は高価格にかかわらず売れるものも
あるが、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、県
全体では供給は抑え気味である。また、子育て中の
夫婦などで、通勤が楽な都内の物件のニーズが高
く、埼玉県のマンションの売れ行きに影響している
面もあるようだ。ただ、さいたま新都心駅近で1,400
戸規模の大型案件が順次着工されており新規着工
戸数は増加を続けている。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、空室率はこのところ低下傾向にあるが、
供給過剰の懸念は依然強く、新規の着工は引き続
き手控えられている。
先行きは、マンションは高価格で売れるもの以外

の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先行
きも安定した状況が期待されている。一方、貸家は
空室率が低下傾向にあるとはいえ、やや弱含みの
見込み。また、来年10月の消費増税による駆け込
み需要は一部期待しているところもあるが、その後
の需要減を懸念するところが多く、仕入等について
慎重な姿勢も見られた。

(6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。例年7月に行われていたセールが、6月・7月の終
わりからの2回に分けられたため、6月の売上が増え
た一方7月の売上が減ったことや、夏の猛暑や台風
の影響で来店客が減少したことなどが影響した。
1シーズンに2回のセールを実施するのは初めて
だったが、2回トータルでみると売上は昨年のセール
と変わらなかったとするところが多かった。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったほか、
猛暑の影響で帽子、日傘、サングラスなどの夏物商
品が堅調だった。好調な化粧品の売り場を拡張し、
さらに売上増を図る動きもあった。一方、食料品が
苦戦したほか、主力の衣料品も減少した。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年4～6月期まで12四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで、
9月に入っても気温の下がり方が緩やかで、雨の日
が多く台風の影響もあり、秋物をはじめ動きは鈍い
ようだ。
高額品の売上は引き続き堅調な動きとなってい

る。時計・宝飾品や高級ブランド品が引き続き良く、
富裕層が顧客である外商売上も伸びている。店舗
改装で新たに高級ブランドショップをオープンしたり、
ゆっくりくつろげる富裕層向けのラウンジの開設を
計画するところもあった。一方、中間層の消費は引
き続き慎重な動きとなっている。春闘賃上げ率が前
年を上回り、大手企業の夏のボーナス平均妥結額
は過去最高（経団連調べ）となり、所得環境は改善
しているが、消費には力強さが感じられない。
先行きをみると、富裕層の消費は堅調だが、中間
層の動きは鈍く、今後もこの傾向に大きな変化はな
いとみられる。店舗改装で顧客誘致を図る動きがあ
り、これに期待がかかるものの、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、衣料品は前年
割れとなったが、主力の食料品の売上が前年を上
回ったようだ。食料品は猛暑で飲料やアイスクリー
ムなどが売れたが、猛暑や災害被害により野菜の価
格が高騰したことも売上を押し上げた。来店客数は、
猛暑で日中の来店客が減少したところが多かった。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は4～6月
期に5四半期ぶりに前年割れとなったが、7・8月と
2カ月連続で増加し、再び上向きの方向にある。
食料品の売上は前年を上回り堅調だが、食料品

の取り扱いを増やしているドラッグストアなど他業態
との競合も激しくなっており、食品売り場を改装して
集客力を高めようという動きも目立っている。
消費者が価格により敏感になり安売りの店に流

れている、といった指摘がある一方、より安いものを
求め余分なものは買わないという消費者の節約志
向は依然として根強いが、消費者が価値を認めた
商品は価格が高めでも良く売れており、消費者の動
きは節約志向と高級志向に二極化している、といっ
た指摘もあった。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。懸念材料
としては、猛暑・災害被害による野菜などの価格高
騰、ガソリン価格の高止まりなどで、消費者が生活
防衛意識を強めることがあげられる。
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女性差別撤廃条約の前文には、女性に対する差
別は、“社会及び家族の繁栄の増進を阻害するもの
であり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役
立てるために完全に開発することを一層困難にする
ものである”と謳われており、持続可能な開発を阻
害する要因となりうるという思想が一貫していること
がうかがえる。また、条約の中心となる理念は、「男
は仕事、女は家庭」といったような固定化された男
女役割分担意識の変革である。日本国内での世論
調査でも、定期的にこの考え方に賛同するかどうか
といった質問がなされ、その結果によって男女平等
意識がどのように変化しているかを測る指標のよう
な位置づけとなっている。
そのほかにも、条約では、政治的・公的活動や国
籍に関する男女の平等の確保、教育、雇用、保健、
経済的・社会的活動、婚姻・家族関係等における差
別の撤廃、出産が差別の根拠となることの禁止等を
定めている。こうした内容は、日本における男女平等
を目指す社会づくりに向けての取り組みに、大きく反
映されていると言えよう。

条約制定後の動き
1975年の国際女性年以来、節目の年などに世界
女性会議が開催されてきたが、1995年に北京で開
催された第4回世界女性会議では、21世紀に向け
たジェンダー平等のガイドラインとなる「北京宣言」
と「北京行動綱領」が採択された。北京行動綱領に
は、優先的に行動すべき12の重大問題領域が設定
されており、それぞれに戦略目標と取るべき具体的
行動が記されている。また、北京行動綱領は女性の
エンパワーメントのための指針であることが謳われ
ている。採択から20年以上を経過した現在において
もジェンダー平等達成に向けての最重要指針となっ
ており、日本においても男女共同参画に関する取り
組みのあり方に大きく影響している。
国連におけるジェンダー平等への歩みは、女性の
地位向上とエンパワーメントのための継続的な取り

組みであった。日本国内における女性政策も同様に、
女性の地位向上に向けての取り組みに始まり、女性
の能力を引きだし、意思決定過程への参画を促進す
る取り組みへと進められてきた。それは、日本国内に
おける女性政策が、現在は男性も女性も社会のあら
ゆる分野に参画できる「男女共同参画」という施策
で継続的に取り組まれていることにも反映されてい
ると考える。
1999年、日本国内では「男女共同参画社会基本
法」が成立し、そこには固定的な性別役割分担意識
の解消やあらゆる分野へ男女が参画していける機会
の確保などに向けての、国や国民、地方公共団体等
の責務が定められている。同法の第14条には、男女
共同参画計画策定に対する都道府県の義務、市町
村の努力義務が記されており、2017年12月現在、
埼玉県を含む１府12県における全市町村で男女共

はじめに
今年度の地域研究レポートは、「自治体における
SDGsへの取り組み～地域の社会的課題を考える」
をテーマとし、これまでSDGsと自治体の関係性など
を取り上げてきた。
本稿では、SDGsにおける17の目標のうちの５番

目「ジェンダー平等を実現しよう～ジェンダーの平等
を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメント
（注）を図る～」について考えていきたい。

ＳＤＧｓにおけるジェンダー平等について
2017年12月に政府のSDGs推進本部が公表し

た「SDGsアクションプラン2018」には、日本の
「SDGsモデル」の方向性として、「Ⅰ．SDGsと連動
する官民を挙げたSociety5.0の推進」、「Ⅱ．SDGs
を原動力とした地方の創生・強靭かつ環境に優しい
魅力的なまちづくり」、「Ⅲ．SDGsの担い手としての
次世代や女性のエンパワーメント」の３つが設定さ
れている。
３番目の方向性の中で、女性のエンパワーメント
が謳われており、ジェンダー平等の実現は、SDGs達
成の前提ともいえる必要不可欠な要素であることが
うかがえる。
SDGsを達成するには、誰一人取り残されない包
括的な世の中を作っていくことが重要であり、そのた
めには国家レベルだけではなく、官民のあらゆるレベ
ルでの取り組みが重要とされている。したがって、地
方公共団体においてもSDGs達成のための取り組
みが重要となる。

同参画に関する計画が策定済みである。全国的にみ
ると75.2％の市町村で計画が策定されている。ほと
んどの計画には、国際的に認識されてきたジェンダー
平等を目指すにあたっての課題が盛り込まれており、
地方公共団体レベルにおいてもジェンダー平等に関
するSDGsの方針が共有されていると考えられる。

日本のジェンダー平等の達成度
ジェンダー平等の現状を測る評価の尺度はいくつ
かあるが、近年よく報道等で目にするのは、世界経
済フォーラムが毎年発表している「ジェンダー・ギャッ
プ指数（GGI）」である。「経済活動の参加と機会
（経済参画）」「教育」「健康と寿命（健康）」「政治
への関与（政治参画）」の４分野における男女格差
を測る指数である。これら分野について各国の男女
格差を測り、結果のランキングを公表している。
日本の男女格差の解消の度合いが、各国と比較

してどの位置にあるかというと、2017年には調査対
象国144か国中114位であった。男女の出生比率と
健康寿命の格差をみる「健康」の分野では１位だっ
たが、「教育」の分野で74位、「経済参画」114位、
「政治参画」123位となるなど、経済分野や政治分
野における男女格差の大きさが影響しているとみら
れる。
経済参画分野では幹部・管理職での男女比や勤
労所得の男女比、政治参画分野では国会議員の男
女比における格差が大きいことが目立っており、経
済参画、政治参画分野ともに、政策や意思決定過程
における女性の参画率が低いことが浮き彫りになっ
ている。

埼玉県における男女格差の状況
それではここで、地方公共団体の状況に目を転じ

て、主に政治参画分野、経済参画分野について、埼
玉県における男女格差もしくは女性の参画状況につ
いてみていくこととする。
政治参画分野については、埼玉県議会の女性議

員の割合は10.5％で、都道府県全体で比較すると
17位であるが、全国平均の10.1％とほぼ変わらな
いと言える。
一方、埼玉県の市議会議員の女性議員割合は
21.3％で全国２位、町村議会の女性議員割合は
18.3％で全国２位となっている。市町村議会への女
性の参画率については２割前後で、男性議員の割合
と比較するとまだまだ格差は大きいが、全国的にみ
るとやや高めである。

審議会等委員については、以前から各自治体の
男女共同参画関連の計画等で、女性委員の割合を
３割ないしは４割というように目標を設定して取り組
んできているので、女性議員の割合よりも高い割合
となっている。埼玉県においては、県の審議会等委
員の女性割合は35 .4％で全国９位、市町村は
28.1％で全国11位と全国的にみても高めの割合で
ある。
一方、経済参画分野についてみると、女性の労働

力率は50.3％で全国とほぼ同様だが、男女比でみる
と、男性を１とした場合に女性の比率は0.70にとど
まる。賃金の男女格差も同様で、埼玉県における1か

月の所定内給与の男女比は1：0.74となっている。
女性労働者の正規雇用者の割合や管理的職業従
事者に占める女性の割合をみると、男女格差は大き
く、特に、管理的職業従事者に占める女性割合は
14.2％にとどまっている。全国的にみても埼玉県の
順位は低い位置にある。

性の視点を反映させた経済活動の妨げとなるおそ
れがある。

おわりに
ジェンダー不平等の状態は、社会における様々な
問題と複雑に絡んでいる。
たとえば、日本で働く女性の状況の一端をみると、
第1子出産後には半数近くの女性が退職していると
いう実態は、婚姻または母性を理由とする差別や、
「男は仕事、女は家庭」というような根強い固定的な
性別役割分担意識を色濃く反映している。また、母
子家庭の約半分が相対的貧困の状態にあるが、こ
れは男女の賃金格差の問題などが影響している。影
響は、女性の地位向上やエンパワーメントがなかな
か進まないだけにとどまらず、貧困の再生産や育児
期女性の退職による人材の逸失など、様々な分野に
波及することが懸念される。まさに持続可能な開発
とは逆の方向に向かう様相を呈しているといえる。
今から約40年前に採択された女性差別撤廃条約

は、法の前の男女平等や、教育や雇用における差別
撤廃、同一価値労働同一報酬、婚姻や母性を理由
とする差別の防止などを定めている。しかしながら、
最近、日本国内で報道された出来事を振り返ると、
医科大学の受験における女子受験生に不利となる
採点基準の問題や、マタニティ・ハラスメントの問題
など、先進国として既にクリアしたと思われる問題が
いまだに根強く残っていることに気づかされる。性別
による役割分担意識を解消して、女性も男性もその
能力を十分に発揮し、共に様々な責任を担っていく
ことは、女性だけでなく男性にとっても暮らしやすい
社会の実現につながるはずである。
持続可能な開発や社会づくりは国連が一貫して
取り組んできたテーマである。ジェンダー平等を達
成するために必要なことは、これまでに採択された
条約や宣言などに一度立ち戻って考え、一つ一つ積
み上げながら取り組みを進めることであり、実現へ
の近道なのかもしれない。

女性差別撤廃条約の制定と国内への影響
国連のレベルで採択されたアジェンダを、地方公
共団体レベルでの取り組みに落とし込むためにはか
なりの調整を必要とすると想像されるかもしれない
が、国連におけるジェンダー平等を目指す取り組み
は国連発足直後から始まっており、そこでの決定や
動向は日本国内の取り組みに大きく影響を及ぼして
きた。
特に、ジェンダー平等を目指すにあたって最も大き

な出来事の一つと言えるのは、1979年の「女子に
対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」
（以下、「女性差別撤廃条約」）の採択であろう。国
連の「女性の地位向上委員会」で1970年に議論が
始まり、1979年の第34回国連総会において満場一
致で採択されたものである。日本は、1985年から条
約を発効した。2018年現在では、189か国が締約
国となっている。
条約の発効にあたり、国内では条約に合致するよ

うに法制度が整備された。一つは国籍法の改正で
ある。改正前は国際結婚で生まれた子どもは父親が
日本人である場合しか日本国籍が取れなかったが、
改正後は母親が日本人の場合も日本国籍が取れる
ようになった。２番目は雇用の場における男女平等の
実現のための法整備で、1972年施行の勤労婦人
福祉法を改正して、1985年に「雇用の分野におけ
る男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働
者の福祉の増進に関する法律」（男女雇用機会均
等法）を制定した。また、条約発効後ではあるが、中
学校・高等学校において家庭科が男女共修となった。
これは教育の分野で女子と男子に平等の権利を確
保するためである。

《政治参画分野》
●総議員数に占める女性割合【埼玉県】

都道府県議会

市区議会

町村議会

10.5％

21.3％

18.3％

10.1％

14.9％

 9.9％

17位

２位

３位

埼玉県の
女性割合

都道府県別
の順位 全国

資料：内閣府男女共同参画局「都道府県別全国女性の参画マップ（地方議会
編）」（平成30年6月作成）

《経済参画分野》

●審議会等委員に占める女性割合【埼玉県】

都道府県

市区町村

35.4％

28.1％

31.9％

26.2％

９位

11位

埼玉県の
女性割合

都道府県別
の順位 全国

資料：内閣府男女共同参画局「都道府県別全国女性の参画マップ」（平成29
年12月作成）

●女性の労働力率（15歳以上）【埼玉県】

50.3％ 21位 50.0％0.70

都道府県別
の順位

女性労働力率
（埼玉県）

男女比
（男性＝1とした場合）

女性労働力率
（全国）

資料：総務省「平成27年国勢調査」より作成

●女性労働者の正規雇用者の割合【埼玉県】

39.4％ 45位 43.4％0.41

都道府県別
の順位

正規雇用者割合
（埼玉県）

男女比
（男性＝1とした場合）

正規雇用者割合
（全国）

資料：総務省「平成29年就業構造基本調査」より作成

●管理的職業従事者に占める女性の割合【埼玉県】

14.2％ 42位 16.4％0.17

都道府県別
の順位

管理的職業従事者
に占める女性割合
（埼玉県）

男女比
（男性＝1とした場合）

管理的職業従事者
に占める女性割合
（全国）

資料：総務省「平成27年国勢調査」より作成

●賃金の男女格差（一般労働者）【埼玉県】

325.2千円 242.0千円 25位0.74

女性男性

１か月の所定内給与 男女比
（男性＝1とした場合）

都道府県別
の順位

資料：厚生労働省「平成29年賃金構造基本統計調査」より作成

こうしたことから、埼玉県における政治参画分野
の女性参画の状況は、男女の格差はまだ大きいもの
の、全国的にみると比較的参画が進んでいる方だと
いえる。しかしながら、経済参画分野については、正
規雇用や管理職等における女性の地位の低さが目
立ち、特に、埼玉県においてはその傾向が顕著にみ
られる。このような状況は女性のエンパワーメントを
阻害するだけでなく、多様性のある社会づくりや女

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（はん用機械＋生産用機械＋業
務用機械）の生産指数は、2017年10～12月期まで
3四半期連続で前年を大幅に上回っていたが、
2018年1～3月期に、同▲1.3％と前年割れになっ
たのに続き、4～6月期についても、同▲10.2％と2
四半期連続で前年を下回った。
7～9月期を通してみても、空気圧機器などのはん

用機械や生産用機械は比較的高い水準で推移した
とみられるものの、医療用機械器具など業務用機械
の落ち込みが続いたことから、一般機械全体でみる
と、生産は前年を下回った模様である。
2017年夏頃まで高い伸びを続けてきた空気圧
機器は、秋口以降、伸びが鈍化したものの、引き続
き高水準で推移している。歯車についても、自動車
向けが減少したことなどから、2018年の春先までは
やや弱い動きになっていたが、省力化機器向けが堅
調なこともあって、底堅く推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置は、年前半は
比較的低調だったが、秋口に発売された新型
iPhone向けの需要もあって、足元ではやや盛り返
している。半導体製造装置は、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、海外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の

い。産業向けの電気機械は、好調な生産機械向けの
需要や情報システムの高度化や大型化などから、好
調に推移してきたが、足元やや一服感がみられる。
情報通信機械は、2017年に大手電機メーカーの
県内工場での携帯電話等の生産が停止されたこと
の影響で大きく落ち込んでいたが、自動車関連の製
品を中心に、このところ盛り返しの動きがみられる。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も設備投資が好調なことから、電気機械全
体で堅調に推移するとみられる。ただ、海外経済や、
貿易摩擦の影響を懸念するところもある。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲0.2％と前年をわずかに下回った。4～6月期は3
四半期ぶりに増加したものの再び減少した。軽自動
車は同＋1.9％と増加したが、登録車（普通＋小型乗
用車）が同▲1.1％と4四半期連続で前年を下回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期が前年比＋4.2％と増加したが、4～6月期は同
▲1.8％と減少した。7月は同▲0.1％と前年をわず
かに下回ったが、7～9月期全体では前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販

ことから、部品メーカーの生産も前年をやや上回っ
て推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…ほぼ前年並みで推移
2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催

に向けて、都内を中心に建設工事が急ピッチで進め
られており、鋼材需要が旺盛なことに加え、工作機
械向けなども堅調に推移していることから、県内の
鉄鋼の生産指数は、2018年4～6月期の前年比
＋4.1％まで、4四半期連続で前年を上回った。
7～9月期についても、比較的底堅い動きとなった

ものの、これまでの反動もあり、水準としては、ほぼ
前年並みで推移したものとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だっ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。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れるRC造が選ば
れることが多かったが、プレキャスト工法と呼ばれる、
成形済みのコンクリート壁材等を利用することで、
防音性などを確保しつつ、本体部分をS造で立ち上
げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売が低
調に推移している。マンション販売業者の多くは、発
売戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、

競争が激化しており、個社別の業績にはバラツキが
みられる。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ
幅が大きいが、このところ低調に推移している。
2017年夏頃まで好調に推移していた医療用機械
器具は、反動減もあり前年を下回って推移している。
足元で生産が前年を下回った一般機械だが、工
作機械向けなどの受注が堅調なことに加えて、業務
用機械についても足元では回復の兆しがみられる
ことから、先行きの生産については、前年並み程度
の水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや上回る
7～9月期の電気機械の生産は、前年をやや上

回った模様だ。生産指数をみると、2017年10～12
月期から2018年4～6月期まで3四半期連続のマイ
ナスであった。スマートフォンの新製品が期待したほ
ど伸びなかったことなどから、一服感がみられた。現
状は、電子部品・デバイスを中心に回復基調にある。
電子部品・デバイスの生産は、1～3月期にスマー

トフォンの生産減速の影響もありやや弱含んだが、4
～6月期以降回復している。エアコンや白物家電は
中国、東南アジアなどでの需要は強く、省エネ化な
ど製品の高度化も続いており、家電向けの電子部
品・デバイスの生産は堅調に推移している。また、自
動車向けは種類や点数が増加し、生産も好調に推
移している。自動運転や自動ブレーキなど先端技術
や安全装置関連が注目されているが、車の様々な
動きを制御する部品も、高度化、安全性の向上など
のため点数の増加が続いている。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向け

の家電は少なく、産業向けが多くなっている。県内で
生産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報
システムなどに組み込まれる電気関連の部品や装置
である。組み込まれた機械は海外へ輸出されること
も多い。このため、電気機械の生産は、企業の設備投
資や、システム開発、海外経済の動向の影響が大き

売台数は前年割れとなったが、輸出台数が増加し
たため、県内での生産は増加しているとみられる。
先行きについては、輸出の増加に加え、新型車の
発売もあり販売は強含むとみられ、県内生産も前年
を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。
販売は国内向けが伸び悩み、海外向けが持ち直

しているとみられる。国内販売は、首都圏の再開発
や東京オリンピック関連工事の需要、ネット通販の
拡大による物流需要があるものの、昨年9月の排ガ
ス規制強化に伴う駆け込み購入の反動減があり、
弱含んでいる。一方、海外向けは東南アジア向けな
どを中心に増加しているようだ。
先行きもこうした傾向は変わらず、生産は前年並

みで推移するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや上回って推移したとみられることから、
自動車部品の生産も前年を上回った模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻で工場での派
遣社員やパートタイムの採用が難しくなり、間接部門
の人員が工場の応援を行っているところもあるようだ。
また、売上は増収だが、電気代や原材料費、人件費
などのコストアップで、収益環境は厳しくなっている。
先行きについては、乗用車の生産は前年を上回

り、トラックの生産は前年並みで推移するとみられる

一部では値引きを余儀なくされるケースもあり、新
規着工には慎重な姿勢をみせている。
中国で旧式の高炉から電炉への切り替えが進め

られていることなどを受けて、消耗品である電極な
どの副資材価格が大幅に上昇している。スクラップ
についても、中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネ
シアなどが輸入を伸ばしており、価格が押し上げら
れている。製品価格も徐々に引き上げられてはいる
ものの、スプレッドの確保が後手に回るケースも多く、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
先行きについては、ゼネコンは、大手を中心に相
応の工事受注残を抱えていることから、10～12月
期の鉄鋼の生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を上回った。鋳
鉄管については、高い伸びを示した年前半よりは減
速しているものの、海外の需要回復を受けて建設
機械向けや工作機械向けが好調を維持しており、
鋳物の生産は、このところ堅調に推移している。た
だし、コスト面は厳しい。スクラップ価格の上昇に加
えて、これまで電力需要を分散させるために適用さ
れてきたピークシフト割引が廃止され、電気料金の
負担が増しており、収益面を圧迫している。
10～12月期についても、建設機械向け等の受注

が堅調なこともあり、引き続き鋳物の生産は前年を
上回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額は前年を
やや下回った。発注状況に振れはあるものの、受注
残は多く、足元の工事量も高水準で安定している。
都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の受注状
況は価格面を含めて良好であり、相応の収益を確
保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化にともなう改修、設備
更新の工事が多く、新規の建設案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラ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、着工ベースで弱
含みの推移となっている。ただ、埼玉県の2018年1～
6月の非居住用の建築着工床面積は前年比15.3％
増であったことなど、工事量は高い水準にある。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多いが、前年
に比べると工事量は減ってきている。企業の収益が
回復してきたことなどから、工場やビルの改修だけ
ではなく、建て替えや新設の案件もみられる。物流
関連や商業関連は大型工事が多く、振れはあるも
のの、好調を持続している。都内の大手業者が優良
工事を多く抱え、県内の工事は比較的大きなもので
も、県内業者が請け負うようになっており、収益環境
は良い。足元が好調なため、現在の工事に注力して
いるところが多い。
先行きは、オリンピック・パラリンピック後の需要
減の懸念はあるものの、当面は現状程度の推移が
見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県

におけるマンションの契約率は、このところ、40％を
下回る月があるなど、好不調の目安といわれる
70％を大きく下回って推移している。浦和や大宮で
駅に近い物件は高価格にかかわらず売れるものも
あるが、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、県
全体では供給は抑え気味である。また、子育て中の
夫婦などで、通勤が楽な都内の物件のニーズが高
く、埼玉県のマンションの売れ行きに影響している
面もあるようだ。ただ、さいたま新都心駅近で1,400
戸規模の大型案件が順次着工されており新規着工
戸数は増加を続けている。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、空室率はこのところ低下傾向にあるが、
供給過剰の懸念は依然強く、新規の着工は引き続
き手控えられている。
先行きは、マンションは高価格で売れるもの以外

の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先行
きも安定した状況が期待されている。一方、貸家は
空室率が低下傾向にあるとはいえ、やや弱含みの
見込み。また、来年10月の消費増税による駆け込
み需要は一部期待しているところもあるが、その後
の需要減を懸念するところが多く、仕入等について
慎重な姿勢も見られた。

(6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。例年7月に行われていたセールが、6月・7月の終
わりからの2回に分けられたため、6月の売上が増え
た一方7月の売上が減ったことや、夏の猛暑や台風
の影響で来店客が減少したことなどが影響した。
1シーズンに2回のセールを実施するのは初めて
だったが、2回トータルでみると売上は昨年のセール
と変わらなかったとするところが多かった。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったほか、
猛暑の影響で帽子、日傘、サングラスなどの夏物商
品が堅調だった。好調な化粧品の売り場を拡張し、
さらに売上増を図る動きもあった。一方、食料品が
苦戦したほか、主力の衣料品も減少した。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年4～6月期まで12四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで、
9月に入っても気温の下がり方が緩やかで、雨の日
が多く台風の影響もあり、秋物をはじめ動きは鈍い
ようだ。
高額品の売上は引き続き堅調な動きとなってい

る。時計・宝飾品や高級ブランド品が引き続き良く、
富裕層が顧客である外商売上も伸びている。店舗
改装で新たに高級ブランドショップをオープンしたり、
ゆっくりくつろげる富裕層向けのラウンジの開設を
計画するところもあった。一方、中間層の消費は引
き続き慎重な動きとなっている。春闘賃上げ率が前
年を上回り、大手企業の夏のボーナス平均妥結額
は過去最高（経団連調べ）となり、所得環境は改善
しているが、消費には力強さが感じられない。
先行きをみると、富裕層の消費は堅調だが、中間
層の動きは鈍く、今後もこの傾向に大きな変化はな
いとみられる。店舗改装で顧客誘致を図る動きがあ
り、これに期待がかかるものの、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、衣料品は前年
割れとなったが、主力の食料品の売上が前年を上
回ったようだ。食料品は猛暑で飲料やアイスクリー
ムなどが売れたが、猛暑や災害被害により野菜の価
格が高騰したことも売上を押し上げた。来店客数は、
猛暑で日中の来店客が減少したところが多かった。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は4～6月
期に5四半期ぶりに前年割れとなったが、7・8月と
2カ月連続で増加し、再び上向きの方向にある。
食料品の売上は前年を上回り堅調だが、食料品

の取り扱いを増やしているドラッグストアなど他業態
との競合も激しくなっており、食品売り場を改装して
集客力を高めようという動きも目立っている。
消費者が価格により敏感になり安売りの店に流

れている、といった指摘がある一方、より安いものを
求め余分なものは買わないという消費者の節約志
向は依然として根強いが、消費者が価値を認めた
商品は価格が高めでも良く売れており、消費者の動
きは節約志向と高級志向に二極化している、といっ
た指摘もあった。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。懸念材料
としては、猛暑・災害被害による野菜などの価格高
騰、ガソリン価格の高止まりなどで、消費者が生活
防衛意識を強めることがあげられる。
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調査 埼玉県における産業動向と見通し
生産は緩やかに持ち直しており、先行きも持ち直しの動きが続くとみられる

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（はん用機械＋生産用機械＋業
務用機械）の生産指数は、2017年10～12月期まで
3四半期連続で前年を大幅に上回っていたが、
2018年1～3月期に、同▲1.3％と前年割れになっ
たのに続き、4～6月期についても、同▲10.2％と2
四半期連続で前年を下回った。
7～9月期を通してみても、空気圧機器などのはん

用機械や生産用機械は比較的高い水準で推移した
とみられるものの、医療用機械器具など業務用機械
の落ち込みが続いたことから、一般機械全体でみる
と、生産は前年を下回った模様である。
2017年夏頃まで高い伸びを続けてきた空気圧
機器は、秋口以降、伸びが鈍化したものの、引き続
き高水準で推移している。歯車についても、自動車
向けが減少したことなどから、2018年の春先までは
やや弱い動きになっていたが、省力化機器向けが堅
調なこともあって、底堅く推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置は、年前半は
比較的低調だったが、秋口に発売された新型
iPhone向けの需要もあって、足元ではやや盛り返
している。半導体製造装置は、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、海外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の

概況 主要産業の動向

い。産業向けの電気機械は、好調な生産機械向けの
需要や情報システムの高度化や大型化などから、好
調に推移してきたが、足元やや一服感がみられる。
情報通信機械は、2017年に大手電機メーカーの
県内工場での携帯電話等の生産が停止されたこと
の影響で大きく落ち込んでいたが、自動車関連の製
品を中心に、このところ盛り返しの動きがみられる。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も設備投資が好調なことから、電気機械全
体で堅調に推移するとみられる。ただ、海外経済や、
貿易摩擦の影響を懸念するところもある。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲0.2％と前年をわずかに下回った。4～6月期は3
四半期ぶりに増加したものの再び減少した。軽自動
車は同＋1.9％と増加したが、登録車（普通＋小型乗
用車）が同▲1.1％と4四半期連続で前年を下回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期が前年比＋4.2％と増加したが、4～6月期は同
▲1.8％と減少した。7月は同▲0.1％と前年をわず
かに下回ったが、7～9月期全体では前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販

ことから、部品メーカーの生産も前年をやや上回っ
て推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…ほぼ前年並みで推移
2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催

に向けて、都内を中心に建設工事が急ピッチで進め
られており、鋼材需要が旺盛なことに加え、工作機
械向けなども堅調に推移していることから、県内の
鉄鋼の生産指数は、2018年4～6月期の前年比
＋4.1％まで、4四半期連続で前年を上回った。
7～9月期についても、比較的底堅い動きとなった

ものの、これまでの反動もあり、水準としては、ほぼ
前年並みで推移したものとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だっ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。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れるRC造が選ば
れることが多かったが、プレキャスト工法と呼ばれる、
成形済みのコンクリート壁材等を利用することで、
防音性などを確保しつつ、本体部分をS造で立ち上
げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売が低
調に推移している。マンション販売業者の多くは、発
売戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、

競争が激化しており、個社別の業績にはバラツキが
みられる。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ
幅が大きいが、このところ低調に推移している。
2017年夏頃まで好調に推移していた医療用機械
器具は、反動減もあり前年を下回って推移している。
足元で生産が前年を下回った一般機械だが、工
作機械向けなどの受注が堅調なことに加えて、業務
用機械についても足元では回復の兆しがみられる
ことから、先行きの生産については、前年並み程度
の水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや上回る
7～9月期の電気機械の生産は、前年をやや上

回った模様だ。生産指数をみると、2017年10～12
月期から2018年4～6月期まで3四半期連続のマイ
ナスであった。スマートフォンの新製品が期待したほ
ど伸びなかったことなどから、一服感がみられた。現
状は、電子部品・デバイスを中心に回復基調にある。
電子部品・デバイスの生産は、1～3月期にスマー

トフォンの生産減速の影響もありやや弱含んだが、4
～6月期以降回復している。エアコンや白物家電は
中国、東南アジアなどでの需要は強く、省エネ化な
ど製品の高度化も続いており、家電向けの電子部
品・デバイスの生産は堅調に推移している。また、自
動車向けは種類や点数が増加し、生産も好調に推
移している。自動運転や自動ブレーキなど先端技術
や安全装置関連が注目されているが、車の様々な
動きを制御する部品も、高度化、安全性の向上など
のため点数の増加が続いている。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向け

の家電は少なく、産業向けが多くなっている。県内で
生産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報
システムなどに組み込まれる電気関連の部品や装置
である。組み込まれた機械は海外へ輸出されること
も多い。このため、電気機械の生産は、企業の設備投
資や、システム開発、海外経済の動向の影響が大き

売台数は前年割れとなったが、輸出台数が増加し
たため、県内での生産は増加しているとみられる。
先行きについては、輸出の増加に加え、新型車の
発売もあり販売は強含むとみられ、県内生産も前年
を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。
販売は国内向けが伸び悩み、海外向けが持ち直

しているとみられる。国内販売は、首都圏の再開発
や東京オリンピック関連工事の需要、ネット通販の
拡大による物流需要があるものの、昨年9月の排ガ
ス規制強化に伴う駆け込み購入の反動減があり、
弱含んでいる。一方、海外向けは東南アジア向けな
どを中心に増加しているようだ。
先行きもこうした傾向は変わらず、生産は前年並

みで推移するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや上回って推移したとみられることから、
自動車部品の生産も前年を上回った模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻で工場での派
遣社員やパートタイムの採用が難しくなり、間接部門
の人員が工場の応援を行っているところもあるようだ。
また、売上は増収だが、電気代や原材料費、人件費
などのコストアップで、収益環境は厳しくなっている。
先行きについては、乗用車の生産は前年を上回

り、トラックの生産は前年並みで推移するとみられる

一部では値引きを余儀なくされるケースもあり、新
規着工には慎重な姿勢をみせている。
中国で旧式の高炉から電炉への切り替えが進め

られていることなどを受けて、消耗品である電極な
どの副資材価格が大幅に上昇している。スクラップ
についても、中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネ
シアなどが輸入を伸ばしており、価格が押し上げら
れている。製品価格も徐々に引き上げられてはいる
ものの、スプレッドの確保が後手に回るケースも多く、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
先行きについては、ゼネコンは、大手を中心に相
応の工事受注残を抱えていることから、10～12月
期の鉄鋼の生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を上回った。鋳
鉄管については、高い伸びを示した年前半よりは減
速しているものの、海外の需要回復を受けて建設
機械向けや工作機械向けが好調を維持しており、
鋳物の生産は、このところ堅調に推移している。た
だし、コスト面は厳しい。スクラップ価格の上昇に加
えて、これまで電力需要を分散させるために適用さ
れてきたピークシフト割引が廃止され、電気料金の
負担が増しており、収益面を圧迫している。
10～12月期についても、建設機械向け等の受注

が堅調なこともあり、引き続き鋳物の生産は前年を
上回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額は前年を
やや下回った。発注状況に振れはあるものの、受注
残は多く、足元の工事量も高水準で安定している。
都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の受注状
況は価格面を含めて良好であり、相応の収益を確
保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化にともなう改修、設備
更新の工事が多く、新規の建設案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラ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、着工ベースで弱
含みの推移となっている。ただ、埼玉県の2018年1～
6月の非居住用の建築着工床面積は前年比15.3％
増であったことなど、工事量は高い水準にある。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多いが、前年
に比べると工事量は減ってきている。企業の収益が
回復してきたことなどから、工場やビルの改修だけ
ではなく、建て替えや新設の案件もみられる。物流
関連や商業関連は大型工事が多く、振れはあるも
のの、好調を持続している。都内の大手業者が優良
工事を多く抱え、県内の工事は比較的大きなもので
も、県内業者が請け負うようになっており、収益環境
は良い。足元が好調なため、現在の工事に注力して
いるところが多い。
先行きは、オリンピック・パラリンピック後の需要
減の懸念はあるものの、当面は現状程度の推移が
見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県

におけるマンションの契約率は、このところ、40％を
下回る月があるなど、好不調の目安といわれる
70％を大きく下回って推移している。浦和や大宮で
駅に近い物件は高価格にかかわらず売れるものも
あるが、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、県
全体では供給は抑え気味である。また、子育て中の
夫婦などで、通勤が楽な都内の物件のニーズが高
く、埼玉県のマンションの売れ行きに影響している
面もあるようだ。ただ、さいたま新都心駅近で1,400
戸規模の大型案件が順次着工されており新規着工
戸数は増加を続けている。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、空室率はこのところ低下傾向にあるが、
供給過剰の懸念は依然強く、新規の着工は引き続
き手控えられている。
先行きは、マンションは高価格で売れるもの以外

の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先行
きも安定した状況が期待されている。一方、貸家は
空室率が低下傾向にあるとはいえ、やや弱含みの
見込み。また、来年10月の消費増税による駆け込
み需要は一部期待しているところもあるが、その後
の需要減を懸念するところが多く、仕入等について
慎重な姿勢も見られた。

(6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。例年7月に行われていたセールが、6月・7月の終
わりからの2回に分けられたため、6月の売上が増え
た一方7月の売上が減ったことや、夏の猛暑や台風
の影響で来店客が減少したことなどが影響した。
1シーズンに2回のセールを実施するのは初めて
だったが、2回トータルでみると売上は昨年のセール
と変わらなかったとするところが多かった。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったほか、
猛暑の影響で帽子、日傘、サングラスなどの夏物商
品が堅調だった。好調な化粧品の売り場を拡張し、
さらに売上増を図る動きもあった。一方、食料品が
苦戦したほか、主力の衣料品も減少した。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年4～6月期まで12四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで、
9月に入っても気温の下がり方が緩やかで、雨の日
が多く台風の影響もあり、秋物をはじめ動きは鈍い
ようだ。
高額品の売上は引き続き堅調な動きとなってい

る。時計・宝飾品や高級ブランド品が引き続き良く、
富裕層が顧客である外商売上も伸びている。店舗
改装で新たに高級ブランドショップをオープンしたり、
ゆっくりくつろげる富裕層向けのラウンジの開設を
計画するところもあった。一方、中間層の消費は引
き続き慎重な動きとなっている。春闘賃上げ率が前
年を上回り、大手企業の夏のボーナス平均妥結額
は過去最高（経団連調べ）となり、所得環境は改善
しているが、消費には力強さが感じられない。
先行きをみると、富裕層の消費は堅調だが、中間
層の動きは鈍く、今後もこの傾向に大きな変化はな
いとみられる。店舗改装で顧客誘致を図る動きがあ
り、これに期待がかかるものの、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、衣料品は前年
割れとなったが、主力の食料品の売上が前年を上
回ったようだ。食料品は猛暑で飲料やアイスクリー
ムなどが売れたが、猛暑や災害被害により野菜の価
格が高騰したことも売上を押し上げた。来店客数は、
猛暑で日中の来店客が減少したところが多かった。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は4～6月
期に5四半期ぶりに前年割れとなったが、7・8月と
2カ月連続で増加し、再び上向きの方向にある。
食料品の売上は前年を上回り堅調だが、食料品

の取り扱いを増やしているドラッグストアなど他業態
との競合も激しくなっており、食品売り場を改装して
集客力を高めようという動きも目立っている。
消費者が価格により敏感になり安売りの店に流

れている、といった指摘がある一方、より安いものを
求め余分なものは買わないという消費者の節約志
向は依然として根強いが、消費者が価値を認めた
商品は価格が高めでも良く売れており、消費者の動
きは節約志向と高級志向に二極化している、といっ
た指摘もあった。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。懸念材料
としては、猛暑・災害被害による野菜などの価格高
騰、ガソリン価格の高止まりなどで、消費者が生活
防衛意識を強めることがあげられる。

●鉱工業生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

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

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
（注）一般機械＝はん用機械＋生産用機械＋業務用機械
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わが国の景気は、緩やかに回復している。設備投
資が増加、生産は緩やかに増加し、個人消費は持ち
直している。先行きについても、雇用・所得環境の改
善が続くなか、各種政策の効果もあって、緩やかな
回復が続くことが期待される。
埼玉県の景気は、持ち直している。生産は緩やか

に持ち直しており、先行きについても、持ち直しの動
きが続くと見込まれる。
聞き取り調査の結果、7～9月期の天気図は、薄日

が電気機械、鉄鋼、建設、曇が一般機械、輸送機械、
百貨店・スーパーであった。
10～12月期の天気図は、7～9月期から変化がな

い見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を下回った模様である。
先行きの生産については、前年並み程度の水準
で推移するとみられる。
○電気機械の生産は前年をやや上回った。年初に
かけて一服感がみられたが、電子部品・デバイス
を中心に回復している。先行きは堅調な推移が
見込まれる。
○輸送機械の生産は、前年をやや上回ったとみら
れる。先行きも、前年を上回って推移すると予想
される。
○鉄鋼の生産は、ほぼ前年並みで推移したとみら
れる。先行きについては、前年をやや上回る程度
の水準で推移するとみられる。
○建設は、全体としては前年並みで推移した。手持
ちの工事量は引き続き多い。先行きは、現状程度
での推移が見込まれるが、住宅はやや弱含むこと
も予想される。
○百貨店の売上は前年割れ、スーパーの売上は前
年を上回ったとみられる。この傾向は先行きも変
わらないと予想される。
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調査 埼玉県における産業動向と見通し
生産は緩やかに持ち直しており、先行きも持ち直しの動きが続くとみられる

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（はん用機械＋生産用機械＋業
務用機械）の生産指数は、2017年10～12月期まで
3四半期連続で前年を大幅に上回っていたが、
2018年1～3月期に、同▲1.3％と前年割れになっ
たのに続き、4～6月期についても、同▲10.2％と2
四半期連続で前年を下回った。
7～9月期を通してみても、空気圧機器などのはん

用機械や生産用機械は比較的高い水準で推移した
とみられるものの、医療用機械器具など業務用機械
の落ち込みが続いたことから、一般機械全体でみる
と、生産は前年を下回った模様である。
2017年夏頃まで高い伸びを続けてきた空気圧
機器は、秋口以降、伸びが鈍化したものの、引き続
き高水準で推移している。歯車についても、自動車
向けが減少したことなどから、2018年の春先までは
やや弱い動きになっていたが、省力化機器向けが堅
調なこともあって、底堅く推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置は、年前半は
比較的低調だったが、秋口に発売された新型
iPhone向けの需要もあって、足元ではやや盛り返
している。半導体製造装置は、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、海外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の

概況 主要産業の動向

い。産業向けの電気機械は、好調な生産機械向けの
需要や情報システムの高度化や大型化などから、好
調に推移してきたが、足元やや一服感がみられる。
情報通信機械は、2017年に大手電機メーカーの
県内工場での携帯電話等の生産が停止されたこと
の影響で大きく落ち込んでいたが、自動車関連の製
品を中心に、このところ盛り返しの動きがみられる。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も設備投資が好調なことから、電気機械全
体で堅調に推移するとみられる。ただ、海外経済や、
貿易摩擦の影響を懸念するところもある。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲0.2％と前年をわずかに下回った。4～6月期は3
四半期ぶりに増加したものの再び減少した。軽自動
車は同＋1.9％と増加したが、登録車（普通＋小型乗
用車）が同▲1.1％と4四半期連続で前年を下回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期が前年比＋4.2％と増加したが、4～6月期は同
▲1.8％と減少した。7月は同▲0.1％と前年をわず
かに下回ったが、7～9月期全体では前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販

ことから、部品メーカーの生産も前年をやや上回っ
て推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…ほぼ前年並みで推移
2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催

に向けて、都内を中心に建設工事が急ピッチで進め
られており、鋼材需要が旺盛なことに加え、工作機
械向けなども堅調に推移していることから、県内の
鉄鋼の生産指数は、2018年4～6月期の前年比
＋4.1％まで、4四半期連続で前年を上回った。
7～9月期についても、比較的底堅い動きとなった

ものの、これまでの反動もあり、水準としては、ほぼ
前年並みで推移したものとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だっ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。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れるRC造が選ば
れることが多かったが、プレキャスト工法と呼ばれる、
成形済みのコンクリート壁材等を利用することで、
防音性などを確保しつつ、本体部分をS造で立ち上
げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売が低
調に推移している。マンション販売業者の多くは、発
売戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、

競争が激化しており、個社別の業績にはバラツキが
みられる。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ
幅が大きいが、このところ低調に推移している。
2017年夏頃まで好調に推移していた医療用機械
器具は、反動減もあり前年を下回って推移している。
足元で生産が前年を下回った一般機械だが、工
作機械向けなどの受注が堅調なことに加えて、業務
用機械についても足元では回復の兆しがみられる
ことから、先行きの生産については、前年並み程度
の水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや上回る
7～9月期の電気機械の生産は、前年をやや上

回った模様だ。生産指数をみると、2017年10～12
月期から2018年4～6月期まで3四半期連続のマイ
ナスであった。スマートフォンの新製品が期待したほ
ど伸びなかったことなどから、一服感がみられた。現
状は、電子部品・デバイスを中心に回復基調にある。
電子部品・デバイスの生産は、1～3月期にスマー

トフォンの生産減速の影響もありやや弱含んだが、4
～6月期以降回復している。エアコンや白物家電は
中国、東南アジアなどでの需要は強く、省エネ化な
ど製品の高度化も続いており、家電向けの電子部
品・デバイスの生産は堅調に推移している。また、自
動車向けは種類や点数が増加し、生産も好調に推
移している。自動運転や自動ブレーキなど先端技術
や安全装置関連が注目されているが、車の様々な
動きを制御する部品も、高度化、安全性の向上など
のため点数の増加が続いている。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向け

の家電は少なく、産業向けが多くなっている。県内で
生産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報
システムなどに組み込まれる電気関連の部品や装置
である。組み込まれた機械は海外へ輸出されること
も多い。このため、電気機械の生産は、企業の設備投
資や、システム開発、海外経済の動向の影響が大き

売台数は前年割れとなったが、輸出台数が増加し
たため、県内での生産は増加しているとみられる。
先行きについては、輸出の増加に加え、新型車の
発売もあり販売は強含むとみられ、県内生産も前年
を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。
販売は国内向けが伸び悩み、海外向けが持ち直

しているとみられる。国内販売は、首都圏の再開発
や東京オリンピック関連工事の需要、ネット通販の
拡大による物流需要があるものの、昨年9月の排ガ
ス規制強化に伴う駆け込み購入の反動減があり、
弱含んでいる。一方、海外向けは東南アジア向けな
どを中心に増加しているようだ。
先行きもこうした傾向は変わらず、生産は前年並

みで推移するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや上回って推移したとみられることから、
自動車部品の生産も前年を上回った模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻で工場での派
遣社員やパートタイムの採用が難しくなり、間接部門
の人員が工場の応援を行っているところもあるようだ。
また、売上は増収だが、電気代や原材料費、人件費
などのコストアップで、収益環境は厳しくなっている。
先行きについては、乗用車の生産は前年を上回

り、トラックの生産は前年並みで推移するとみられる

一部では値引きを余儀なくされるケースもあり、新
規着工には慎重な姿勢をみせている。
中国で旧式の高炉から電炉への切り替えが進め

られていることなどを受けて、消耗品である電極な
どの副資材価格が大幅に上昇している。スクラップ
についても、中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネ
シアなどが輸入を伸ばしており、価格が押し上げら
れている。製品価格も徐々に引き上げられてはいる
ものの、スプレッドの確保が後手に回るケースも多く、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
先行きについては、ゼネコンは、大手を中心に相
応の工事受注残を抱えていることから、10～12月
期の鉄鋼の生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を上回った。鋳
鉄管については、高い伸びを示した年前半よりは減
速しているものの、海外の需要回復を受けて建設
機械向けや工作機械向けが好調を維持しており、
鋳物の生産は、このところ堅調に推移している。た
だし、コスト面は厳しい。スクラップ価格の上昇に加
えて、これまで電力需要を分散させるために適用さ
れてきたピークシフト割引が廃止され、電気料金の
負担が増しており、収益面を圧迫している。
10～12月期についても、建設機械向け等の受注

が堅調なこともあり、引き続き鋳物の生産は前年を
上回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額は前年を
やや下回った。発注状況に振れはあるものの、受注
残は多く、足元の工事量も高水準で安定している。
都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の受注状
況は価格面を含めて良好であり、相応の収益を確
保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化にともなう改修、設備
更新の工事が多く、新規の建設案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラ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、着工ベースで弱
含みの推移となっている。ただ、埼玉県の2018年1～
6月の非居住用の建築着工床面積は前年比15.3％
増であったことなど、工事量は高い水準にある。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多いが、前年
に比べると工事量は減ってきている。企業の収益が
回復してきたことなどから、工場やビルの改修だけ
ではなく、建て替えや新設の案件もみられる。物流
関連や商業関連は大型工事が多く、振れはあるも
のの、好調を持続している。都内の大手業者が優良
工事を多く抱え、県内の工事は比較的大きなもので
も、県内業者が請け負うようになっており、収益環境
は良い。足元が好調なため、現在の工事に注力して
いるところが多い。
先行きは、オリンピック・パラリンピック後の需要
減の懸念はあるものの、当面は現状程度の推移が
見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県

におけるマンションの契約率は、このところ、40％を
下回る月があるなど、好不調の目安といわれる
70％を大きく下回って推移している。浦和や大宮で
駅に近い物件は高価格にかかわらず売れるものも
あるが、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、県
全体では供給は抑え気味である。また、子育て中の
夫婦などで、通勤が楽な都内の物件のニーズが高
く、埼玉県のマンションの売れ行きに影響している
面もあるようだ。ただ、さいたま新都心駅近で1,400
戸規模の大型案件が順次着工されており新規着工
戸数は増加を続けている。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、空室率はこのところ低下傾向にあるが、
供給過剰の懸念は依然強く、新規の着工は引き続
き手控えられている。
先行きは、マンションは高価格で売れるもの以外

の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先行
きも安定した状況が期待されている。一方、貸家は
空室率が低下傾向にあるとはいえ、やや弱含みの
見込み。また、来年10月の消費増税による駆け込
み需要は一部期待しているところもあるが、その後
の需要減を懸念するところが多く、仕入等について
慎重な姿勢も見られた。

(6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。例年7月に行われていたセールが、6月・7月の終
わりからの2回に分けられたため、6月の売上が増え
た一方7月の売上が減ったことや、夏の猛暑や台風
の影響で来店客が減少したことなどが影響した。
1シーズンに2回のセールを実施するのは初めて
だったが、2回トータルでみると売上は昨年のセール
と変わらなかったとするところが多かった。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったほか、
猛暑の影響で帽子、日傘、サングラスなどの夏物商
品が堅調だった。好調な化粧品の売り場を拡張し、
さらに売上増を図る動きもあった。一方、食料品が
苦戦したほか、主力の衣料品も減少した。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年4～6月期まで12四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで、
9月に入っても気温の下がり方が緩やかで、雨の日
が多く台風の影響もあり、秋物をはじめ動きは鈍い
ようだ。
高額品の売上は引き続き堅調な動きとなってい

る。時計・宝飾品や高級ブランド品が引き続き良く、
富裕層が顧客である外商売上も伸びている。店舗
改装で新たに高級ブランドショップをオープンしたり、
ゆっくりくつろげる富裕層向けのラウンジの開設を
計画するところもあった。一方、中間層の消費は引
き続き慎重な動きとなっている。春闘賃上げ率が前
年を上回り、大手企業の夏のボーナス平均妥結額
は過去最高（経団連調べ）となり、所得環境は改善
しているが、消費には力強さが感じられない。
先行きをみると、富裕層の消費は堅調だが、中間
層の動きは鈍く、今後もこの傾向に大きな変化はな
いとみられる。店舗改装で顧客誘致を図る動きがあ
り、これに期待がかかるものの、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、衣料品は前年
割れとなったが、主力の食料品の売上が前年を上
回ったようだ。食料品は猛暑で飲料やアイスクリー
ムなどが売れたが、猛暑や災害被害により野菜の価
格が高騰したことも売上を押し上げた。来店客数は、
猛暑で日中の来店客が減少したところが多かった。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は4～6月
期に5四半期ぶりに前年割れとなったが、7・8月と
2カ月連続で増加し、再び上向きの方向にある。
食料品の売上は前年を上回り堅調だが、食料品

の取り扱いを増やしているドラッグストアなど他業態
との競合も激しくなっており、食品売り場を改装して
集客力を高めようという動きも目立っている。
消費者が価格により敏感になり安売りの店に流

れている、といった指摘がある一方、より安いものを
求め余分なものは買わないという消費者の節約志
向は依然として根強いが、消費者が価値を認めた
商品は価格が高めでも良く売れており、消費者の動
きは節約志向と高級志向に二極化している、といっ
た指摘もあった。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。懸念材料
としては、猛暑・災害被害による野菜などの価格高
騰、ガソリン価格の高止まりなどで、消費者が生活
防衛意識を強めることがあげられる。

●鉱工業生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

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

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
（注）一般機械＝はん用機械＋生産用機械＋業務用機械
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わが国の景気は、緩やかに回復している。設備投
資が増加、生産は緩やかに増加し、個人消費は持ち
直している。先行きについても、雇用・所得環境の改
善が続くなか、各種政策の効果もあって、緩やかな
回復が続くことが期待される。
埼玉県の景気は、持ち直している。生産は緩やか

に持ち直しており、先行きについても、持ち直しの動
きが続くと見込まれる。
聞き取り調査の結果、7～9月期の天気図は、薄日

が電気機械、鉄鋼、建設、曇が一般機械、輸送機械、
百貨店・スーパーであった。
10～12月期の天気図は、7～9月期から変化がな

い見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
○一般機械の生産は、前年を下回った模様である。
先行きの生産については、前年並み程度の水準
で推移するとみられる。
○電気機械の生産は前年をやや上回った。年初に
かけて一服感がみられたが、電子部品・デバイス
を中心に回復している。先行きは堅調な推移が
見込まれる。
○輸送機械の生産は、前年をやや上回ったとみら
れる。先行きも、前年を上回って推移すると予想
される。
○鉄鋼の生産は、ほぼ前年並みで推移したとみら
れる。先行きについては、前年をやや上回る程度
の水準で推移するとみられる。
○建設は、全体としては前年並みで推移した。手持
ちの工事量は引き続き多い。先行きは、現状程度
での推移が見込まれるが、住宅はやや弱含むこと
も予想される。
○百貨店の売上は前年割れ、スーパーの売上は前
年を上回ったとみられる。この傾向は先行きも変
わらないと予想される。
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（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（はん用機械＋生産用機械＋業
務用機械）の生産指数は、2017年10～12月期まで
3四半期連続で前年を大幅に上回っていたが、
2018年1～3月期に、同▲1.3％と前年割れになっ
たのに続き、4～6月期についても、同▲10.2％と2
四半期連続で前年を下回った。
7～9月期を通してみても、空気圧機器などのはん

用機械や生産用機械は比較的高い水準で推移した
とみられるものの、医療用機械器具など業務用機械
の落ち込みが続いたことから、一般機械全体でみる
と、生産は前年を下回った模様である。
2017年夏頃まで高い伸びを続けてきた空気圧
機器は、秋口以降、伸びが鈍化したものの、引き続
き高水準で推移している。歯車についても、自動車
向けが減少したことなどから、2018年の春先までは
やや弱い動きになっていたが、省力化機器向けが堅
調なこともあって、底堅く推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置は、年前半は
比較的低調だったが、秋口に発売された新型
iPhone向けの需要もあって、足元ではやや盛り返
している。半導体製造装置は、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、海外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の

い。産業向けの電気機械は、好調な生産機械向けの
需要や情報システムの高度化や大型化などから、好
調に推移してきたが、足元やや一服感がみられる。
情報通信機械は、2017年に大手電機メーカーの
県内工場での携帯電話等の生産が停止されたこと
の影響で大きく落ち込んでいたが、自動車関連の製
品を中心に、このところ盛り返しの動きがみられる。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も設備投資が好調なことから、電気機械全
体で堅調に推移するとみられる。ただ、海外経済や、
貿易摩擦の影響を懸念するところもある。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲0.2％と前年をわずかに下回った。4～6月期は3
四半期ぶりに増加したものの再び減少した。軽自動
車は同＋1.9％と増加したが、登録車（普通＋小型乗
用車）が同▲1.1％と4四半期連続で前年を下回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期が前年比＋4.2％と増加したが、4～6月期は同
▲1.8％と減少した。7月は同▲0.1％と前年をわず
かに下回ったが、7～9月期全体では前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販

ことから、部品メーカーの生産も前年をやや上回っ
て推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…ほぼ前年並みで推移
2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催

に向けて、都内を中心に建設工事が急ピッチで進め
られており、鋼材需要が旺盛なことに加え、工作機
械向けなども堅調に推移していることから、県内の
鉄鋼の生産指数は、2018年4～6月期の前年比
＋4.1％まで、4四半期連続で前年を上回った。
7～9月期についても、比較的底堅い動きとなった

ものの、これまでの反動もあり、水準としては、ほぼ
前年並みで推移したものとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だっ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。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れるRC造が選ば
れることが多かったが、プレキャスト工法と呼ばれる、
成形済みのコンクリート壁材等を利用することで、
防音性などを確保しつつ、本体部分をS造で立ち上
げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売が低
調に推移している。マンション販売業者の多くは、発
売戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、

競争が激化しており、個社別の業績にはバラツキが
みられる。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ
幅が大きいが、このところ低調に推移している。
2017年夏頃まで好調に推移していた医療用機械
器具は、反動減もあり前年を下回って推移している。
足元で生産が前年を下回った一般機械だが、工
作機械向けなどの受注が堅調なことに加えて、業務
用機械についても足元では回復の兆しがみられる
ことから、先行きの生産については、前年並み程度
の水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや上回る
7～9月期の電気機械の生産は、前年をやや上

回った模様だ。生産指数をみると、2017年10～12
月期から2018年4～6月期まで3四半期連続のマイ
ナスであった。スマートフォンの新製品が期待したほ
ど伸びなかったことなどから、一服感がみられた。現
状は、電子部品・デバイスを中心に回復基調にある。
電子部品・デバイスの生産は、1～3月期にスマー

トフォンの生産減速の影響もありやや弱含んだが、4
～6月期以降回復している。エアコンや白物家電は
中国、東南アジアなどでの需要は強く、省エネ化な
ど製品の高度化も続いており、家電向けの電子部
品・デバイスの生産は堅調に推移している。また、自
動車向けは種類や点数が増加し、生産も好調に推
移している。自動運転や自動ブレーキなど先端技術
や安全装置関連が注目されているが、車の様々な
動きを制御する部品も、高度化、安全性の向上など
のため点数の増加が続いている。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向け

の家電は少なく、産業向けが多くなっている。県内で
生産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報
システムなどに組み込まれる電気関連の部品や装置
である。組み込まれた機械は海外へ輸出されること
も多い。このため、電気機械の生産は、企業の設備投
資や、システム開発、海外経済の動向の影響が大き

売台数は前年割れとなったが、輸出台数が増加し
たため、県内での生産は増加しているとみられる。
先行きについては、輸出の増加に加え、新型車の
発売もあり販売は強含むとみられ、県内生産も前年
を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。
販売は国内向けが伸び悩み、海外向けが持ち直

しているとみられる。国内販売は、首都圏の再開発
や東京オリンピック関連工事の需要、ネット通販の
拡大による物流需要があるものの、昨年9月の排ガ
ス規制強化に伴う駆け込み購入の反動減があり、
弱含んでいる。一方、海外向けは東南アジア向けな
どを中心に増加しているようだ。
先行きもこうした傾向は変わらず、生産は前年並

みで推移するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや上回って推移したとみられることから、
自動車部品の生産も前年を上回った模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻で工場での派
遣社員やパートタイムの採用が難しくなり、間接部門
の人員が工場の応援を行っているところもあるようだ。
また、売上は増収だが、電気代や原材料費、人件費
などのコストアップで、収益環境は厳しくなっている。
先行きについては、乗用車の生産は前年を上回

り、トラックの生産は前年並みで推移するとみられる

一部では値引きを余儀なくされるケースもあり、新
規着工には慎重な姿勢をみせている。
中国で旧式の高炉から電炉への切り替えが進め

られていることなどを受けて、消耗品である電極な
どの副資材価格が大幅に上昇している。スクラップ
についても、中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネ
シアなどが輸入を伸ばしており、価格が押し上げら
れている。製品価格も徐々に引き上げられてはいる
ものの、スプレッドの確保が後手に回るケースも多く、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
先行きについては、ゼネコンは、大手を中心に相
応の工事受注残を抱えていることから、10～12月
期の鉄鋼の生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を上回った。鋳
鉄管については、高い伸びを示した年前半よりは減
速しているものの、海外の需要回復を受けて建設
機械向けや工作機械向けが好調を維持しており、
鋳物の生産は、このところ堅調に推移している。た
だし、コスト面は厳しい。スクラップ価格の上昇に加
えて、これまで電力需要を分散させるために適用さ
れてきたピークシフト割引が廃止され、電気料金の
負担が増しており、収益面を圧迫している。
10～12月期についても、建設機械向け等の受注

が堅調なこともあり、引き続き鋳物の生産は前年を
上回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額は前年を
やや下回った。発注状況に振れはあるものの、受注
残は多く、足元の工事量も高水準で安定している。
都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の受注状
況は価格面を含めて良好であり、相応の収益を確
保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化にともなう改修、設備
更新の工事が多く、新規の建設案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラ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、着工ベースで弱
含みの推移となっている。ただ、埼玉県の2018年1～
6月の非居住用の建築着工床面積は前年比15.3％
増であったことなど、工事量は高い水準にある。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多いが、前年
に比べると工事量は減ってきている。企業の収益が
回復してきたことなどから、工場やビルの改修だけ
ではなく、建て替えや新設の案件もみられる。物流
関連や商業関連は大型工事が多く、振れはあるも
のの、好調を持続している。都内の大手業者が優良
工事を多く抱え、県内の工事は比較的大きなもので
も、県内業者が請け負うようになっており、収益環境
は良い。足元が好調なため、現在の工事に注力して
いるところが多い。
先行きは、オリンピック・パラリンピック後の需要
減の懸念はあるものの、当面は現状程度の推移が
見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県

におけるマンションの契約率は、このところ、40％を
下回る月があるなど、好不調の目安といわれる
70％を大きく下回って推移している。浦和や大宮で
駅に近い物件は高価格にかかわらず売れるものも
あるが、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、県
全体では供給は抑え気味である。また、子育て中の
夫婦などで、通勤が楽な都内の物件のニーズが高
く、埼玉県のマンションの売れ行きに影響している
面もあるようだ。ただ、さいたま新都心駅近で1,400
戸規模の大型案件が順次着工されており新規着工
戸数は増加を続けている。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、空室率はこのところ低下傾向にあるが、
供給過剰の懸念は依然強く、新規の着工は引き続
き手控えられている。
先行きは、マンションは高価格で売れるもの以外

の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先行
きも安定した状況が期待されている。一方、貸家は
空室率が低下傾向にあるとはいえ、やや弱含みの
見込み。また、来年10月の消費増税による駆け込
み需要は一部期待しているところもあるが、その後
の需要減を懸念するところが多く、仕入等について
慎重な姿勢も見られた。

(6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。例年7月に行われていたセールが、6月・7月の終
わりからの2回に分けられたため、6月の売上が増え
た一方7月の売上が減ったことや、夏の猛暑や台風
の影響で来店客が減少したことなどが影響した。
1シーズンに2回のセールを実施するのは初めて
だったが、2回トータルでみると売上は昨年のセール
と変わらなかったとするところが多かった。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったほか、
猛暑の影響で帽子、日傘、サングラスなどの夏物商
品が堅調だった。好調な化粧品の売り場を拡張し、
さらに売上増を図る動きもあった。一方、食料品が
苦戦したほか、主力の衣料品も減少した。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年4～6月期まで12四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで、
9月に入っても気温の下がり方が緩やかで、雨の日
が多く台風の影響もあり、秋物をはじめ動きは鈍い
ようだ。
高額品の売上は引き続き堅調な動きとなってい

る。時計・宝飾品や高級ブランド品が引き続き良く、
富裕層が顧客である外商売上も伸びている。店舗
改装で新たに高級ブランドショップをオープンしたり、
ゆっくりくつろげる富裕層向けのラウンジの開設を
計画するところもあった。一方、中間層の消費は引
き続き慎重な動きとなっている。春闘賃上げ率が前
年を上回り、大手企業の夏のボーナス平均妥結額
は過去最高（経団連調べ）となり、所得環境は改善
しているが、消費には力強さが感じられない。
先行きをみると、富裕層の消費は堅調だが、中間
層の動きは鈍く、今後もこの傾向に大きな変化はな
いとみられる。店舗改装で顧客誘致を図る動きがあ
り、これに期待がかかるものの、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、衣料品は前年
割れとなったが、主力の食料品の売上が前年を上
回ったようだ。食料品は猛暑で飲料やアイスクリー
ムなどが売れたが、猛暑や災害被害により野菜の価
格が高騰したことも売上を押し上げた。来店客数は、
猛暑で日中の来店客が減少したところが多かった。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は4～6月
期に5四半期ぶりに前年割れとなったが、7・8月と
2カ月連続で増加し、再び上向きの方向にある。
食料品の売上は前年を上回り堅調だが、食料品

の取り扱いを増やしているドラッグストアなど他業態
との競合も激しくなっており、食品売り場を改装して
集客力を高めようという動きも目立っている。
消費者が価格により敏感になり安売りの店に流

れている、といった指摘がある一方、より安いものを
求め余分なものは買わないという消費者の節約志
向は依然として根強いが、消費者が価値を認めた
商品は価格が高めでも良く売れており、消費者の動
きは節約志向と高級志向に二極化している、といっ
た指摘もあった。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。懸念材料
としては、猛暑・災害被害による野菜などの価格高
騰、ガソリン価格の高止まりなどで、消費者が生活
防衛意識を強めることがあげられる。

●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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●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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●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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（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（はん用機械＋生産用機械＋業
務用機械）の生産指数は、2017年10～12月期まで
3四半期連続で前年を大幅に上回っていたが、
2018年1～3月期に、同▲1.3％と前年割れになっ
たのに続き、4～6月期についても、同▲10.2％と2
四半期連続で前年を下回った。
7～9月期を通してみても、空気圧機器などのはん

用機械や生産用機械は比較的高い水準で推移した
とみられるものの、医療用機械器具など業務用機械
の落ち込みが続いたことから、一般機械全体でみる
と、生産は前年を下回った模様である。
2017年夏頃まで高い伸びを続けてきた空気圧
機器は、秋口以降、伸びが鈍化したものの、引き続
き高水準で推移している。歯車についても、自動車
向けが減少したことなどから、2018年の春先までは
やや弱い動きになっていたが、省力化機器向けが堅
調なこともあって、底堅く推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置は、年前半は
比較的低調だったが、秋口に発売された新型
iPhone向けの需要もあって、足元ではやや盛り返
している。半導体製造装置は、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、海外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の

い。産業向けの電気機械は、好調な生産機械向けの
需要や情報システムの高度化や大型化などから、好
調に推移してきたが、足元やや一服感がみられる。
情報通信機械は、2017年に大手電機メーカーの
県内工場での携帯電話等の生産が停止されたこと
の影響で大きく落ち込んでいたが、自動車関連の製
品を中心に、このところ盛り返しの動きがみられる。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も設備投資が好調なことから、電気機械全
体で堅調に推移するとみられる。ただ、海外経済や、
貿易摩擦の影響を懸念するところもある。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲0.2％と前年をわずかに下回った。4～6月期は3
四半期ぶりに増加したものの再び減少した。軽自動
車は同＋1.9％と増加したが、登録車（普通＋小型乗
用車）が同▲1.1％と4四半期連続で前年を下回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期が前年比＋4.2％と増加したが、4～6月期は同
▲1.8％と減少した。7月は同▲0.1％と前年をわず
かに下回ったが、7～9月期全体では前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販

ことから、部品メーカーの生産も前年をやや上回っ
て推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…ほぼ前年並みで推移
2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催

に向けて、都内を中心に建設工事が急ピッチで進め
られており、鋼材需要が旺盛なことに加え、工作機
械向けなども堅調に推移していることから、県内の
鉄鋼の生産指数は、2018年4～6月期の前年比
＋4.1％まで、4四半期連続で前年を上回った。
7～9月期についても、比較的底堅い動きとなった

ものの、これまでの反動もあり、水準としては、ほぼ
前年並みで推移したものとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だっ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。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れるRC造が選ば
れることが多かったが、プレキャスト工法と呼ばれる、
成形済みのコンクリート壁材等を利用することで、
防音性などを確保しつつ、本体部分をS造で立ち上
げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売が低
調に推移している。マンション販売業者の多くは、発
売戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、

競争が激化しており、個社別の業績にはバラツキが
みられる。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ
幅が大きいが、このところ低調に推移している。
2017年夏頃まで好調に推移していた医療用機械
器具は、反動減もあり前年を下回って推移している。
足元で生産が前年を下回った一般機械だが、工
作機械向けなどの受注が堅調なことに加えて、業務
用機械についても足元では回復の兆しがみられる
ことから、先行きの生産については、前年並み程度
の水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや上回る
7～9月期の電気機械の生産は、前年をやや上

回った模様だ。生産指数をみると、2017年10～12
月期から2018年4～6月期まで3四半期連続のマイ
ナスであった。スマートフォンの新製品が期待したほ
ど伸びなかったことなどから、一服感がみられた。現
状は、電子部品・デバイスを中心に回復基調にある。
電子部品・デバイスの生産は、1～3月期にスマー

トフォンの生産減速の影響もありやや弱含んだが、4
～6月期以降回復している。エアコンや白物家電は
中国、東南アジアなどでの需要は強く、省エネ化な
ど製品の高度化も続いており、家電向けの電子部
品・デバイスの生産は堅調に推移している。また、自
動車向けは種類や点数が増加し、生産も好調に推
移している。自動運転や自動ブレーキなど先端技術
や安全装置関連が注目されているが、車の様々な
動きを制御する部品も、高度化、安全性の向上など
のため点数の増加が続いている。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向け

の家電は少なく、産業向けが多くなっている。県内で
生産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報
システムなどに組み込まれる電気関連の部品や装置
である。組み込まれた機械は海外へ輸出されること
も多い。このため、電気機械の生産は、企業の設備投
資や、システム開発、海外経済の動向の影響が大き

売台数は前年割れとなったが、輸出台数が増加し
たため、県内での生産は増加しているとみられる。
先行きについては、輸出の増加に加え、新型車の
発売もあり販売は強含むとみられ、県内生産も前年
を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。
販売は国内向けが伸び悩み、海外向けが持ち直

しているとみられる。国内販売は、首都圏の再開発
や東京オリンピック関連工事の需要、ネット通販の
拡大による物流需要があるものの、昨年9月の排ガ
ス規制強化に伴う駆け込み購入の反動減があり、
弱含んでいる。一方、海外向けは東南アジア向けな
どを中心に増加しているようだ。
先行きもこうした傾向は変わらず、生産は前年並

みで推移するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや上回って推移したとみられることから、
自動車部品の生産も前年を上回った模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻で工場での派
遣社員やパートタイムの採用が難しくなり、間接部門
の人員が工場の応援を行っているところもあるようだ。
また、売上は増収だが、電気代や原材料費、人件費
などのコストアップで、収益環境は厳しくなっている。
先行きについては、乗用車の生産は前年を上回

り、トラックの生産は前年並みで推移するとみられる

一部では値引きを余儀なくされるケースもあり、新
規着工には慎重な姿勢をみせている。
中国で旧式の高炉から電炉への切り替えが進め

られていることなどを受けて、消耗品である電極な
どの副資材価格が大幅に上昇している。スクラップ
についても、中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネ
シアなどが輸入を伸ばしており、価格が押し上げら
れている。製品価格も徐々に引き上げられてはいる
ものの、スプレッドの確保が後手に回るケースも多く、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
先行きについては、ゼネコンは、大手を中心に相
応の工事受注残を抱えていることから、10～12月
期の鉄鋼の生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を上回った。鋳
鉄管については、高い伸びを示した年前半よりは減
速しているものの、海外の需要回復を受けて建設
機械向けや工作機械向けが好調を維持しており、
鋳物の生産は、このところ堅調に推移している。た
だし、コスト面は厳しい。スクラップ価格の上昇に加
えて、これまで電力需要を分散させるために適用さ
れてきたピークシフト割引が廃止され、電気料金の
負担が増しており、収益面を圧迫している。
10～12月期についても、建設機械向け等の受注

が堅調なこともあり、引き続き鋳物の生産は前年を
上回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額は前年を
やや下回った。発注状況に振れはあるものの、受注
残は多く、足元の工事量も高水準で安定している。
都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の受注状
況は価格面を含めて良好であり、相応の収益を確
保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化にともなう改修、設備
更新の工事が多く、新規の建設案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラ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、着工ベースで弱
含みの推移となっている。ただ、埼玉県の2018年1～
6月の非居住用の建築着工床面積は前年比15.3％
増であったことなど、工事量は高い水準にある。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多いが、前年
に比べると工事量は減ってきている。企業の収益が
回復してきたことなどから、工場やビルの改修だけ
ではなく、建て替えや新設の案件もみられる。物流
関連や商業関連は大型工事が多く、振れはあるも
のの、好調を持続している。都内の大手業者が優良
工事を多く抱え、県内の工事は比較的大きなもので
も、県内業者が請け負うようになっており、収益環境
は良い。足元が好調なため、現在の工事に注力して
いるところが多い。
先行きは、オリンピック・パラリンピック後の需要
減の懸念はあるものの、当面は現状程度の推移が
見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県

におけるマンションの契約率は、このところ、40％を
下回る月があるなど、好不調の目安といわれる
70％を大きく下回って推移している。浦和や大宮で
駅に近い物件は高価格にかかわらず売れるものも
あるが、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、県
全体では供給は抑え気味である。また、子育て中の
夫婦などで、通勤が楽な都内の物件のニーズが高
く、埼玉県のマンションの売れ行きに影響している
面もあるようだ。ただ、さいたま新都心駅近で1,400
戸規模の大型案件が順次着工されており新規着工
戸数は増加を続けている。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、空室率はこのところ低下傾向にあるが、
供給過剰の懸念は依然強く、新規の着工は引き続
き手控えられている。
先行きは、マンションは高価格で売れるもの以外

の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先行
きも安定した状況が期待されている。一方、貸家は
空室率が低下傾向にあるとはいえ、やや弱含みの
見込み。また、来年10月の消費増税による駆け込
み需要は一部期待しているところもあるが、その後
の需要減を懸念するところが多く、仕入等について
慎重な姿勢も見られた。

(6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。例年7月に行われていたセールが、6月・7月の終
わりからの2回に分けられたため、6月の売上が増え
た一方7月の売上が減ったことや、夏の猛暑や台風
の影響で来店客が減少したことなどが影響した。
1シーズンに2回のセールを実施するのは初めて
だったが、2回トータルでみると売上は昨年のセール
と変わらなかったとするところが多かった。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったほか、
猛暑の影響で帽子、日傘、サングラスなどの夏物商
品が堅調だった。好調な化粧品の売り場を拡張し、
さらに売上増を図る動きもあった。一方、食料品が
苦戦したほか、主力の衣料品も減少した。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年4～6月期まで12四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで、
9月に入っても気温の下がり方が緩やかで、雨の日
が多く台風の影響もあり、秋物をはじめ動きは鈍い
ようだ。
高額品の売上は引き続き堅調な動きとなってい

る。時計・宝飾品や高級ブランド品が引き続き良く、
富裕層が顧客である外商売上も伸びている。店舗
改装で新たに高級ブランドショップをオープンしたり、
ゆっくりくつろげる富裕層向けのラウンジの開設を
計画するところもあった。一方、中間層の消費は引
き続き慎重な動きとなっている。春闘賃上げ率が前
年を上回り、大手企業の夏のボーナス平均妥結額
は過去最高（経団連調べ）となり、所得環境は改善
しているが、消費には力強さが感じられない。
先行きをみると、富裕層の消費は堅調だが、中間
層の動きは鈍く、今後もこの傾向に大きな変化はな
いとみられる。店舗改装で顧客誘致を図る動きがあ
り、これに期待がかかるものの、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、衣料品は前年
割れとなったが、主力の食料品の売上が前年を上
回ったようだ。食料品は猛暑で飲料やアイスクリー
ムなどが売れたが、猛暑や災害被害により野菜の価
格が高騰したことも売上を押し上げた。来店客数は、
猛暑で日中の来店客が減少したところが多かった。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は4～6月
期に5四半期ぶりに前年割れとなったが、7・8月と
2カ月連続で増加し、再び上向きの方向にある。
食料品の売上は前年を上回り堅調だが、食料品

の取り扱いを増やしているドラッグストアなど他業態
との競合も激しくなっており、食品売り場を改装して
集客力を高めようという動きも目立っている。
消費者が価格により敏感になり安売りの店に流

れている、といった指摘がある一方、より安いものを
求め余分なものは買わないという消費者の節約志
向は依然として根強いが、消費者が価値を認めた
商品は価格が高めでも良く売れており、消費者の動
きは節約志向と高級志向に二極化している、といっ
た指摘もあった。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。懸念材料
としては、猛暑・災害被害による野菜などの価格高
騰、ガソリン価格の高止まりなどで、消費者が生活
防衛意識を強めることがあげられる。

●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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●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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●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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Research

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（はん用機械＋生産用機械＋業
務用機械）の生産指数は、2017年10～12月期まで
3四半期連続で前年を大幅に上回っていたが、
2018年1～3月期に、同▲1.3％と前年割れになっ
たのに続き、4～6月期についても、同▲10.2％と2
四半期連続で前年を下回った。
7～9月期を通してみても、空気圧機器などのはん

用機械や生産用機械は比較的高い水準で推移した
とみられるものの、医療用機械器具など業務用機械
の落ち込みが続いたことから、一般機械全体でみる
と、生産は前年を下回った模様である。
2017年夏頃まで高い伸びを続けてきた空気圧
機器は、秋口以降、伸びが鈍化したものの、引き続
き高水準で推移している。歯車についても、自動車
向けが減少したことなどから、2018年の春先までは
やや弱い動きになっていたが、省力化機器向けが堅
調なこともあって、底堅く推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置は、年前半は
比較的低調だったが、秋口に発売された新型
iPhone向けの需要もあって、足元ではやや盛り返
している。半導体製造装置は、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、海外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の

い。産業向けの電気機械は、好調な生産機械向けの
需要や情報システムの高度化や大型化などから、好
調に推移してきたが、足元やや一服感がみられる。
情報通信機械は、2017年に大手電機メーカーの
県内工場での携帯電話等の生産が停止されたこと
の影響で大きく落ち込んでいたが、自動車関連の製
品を中心に、このところ盛り返しの動きがみられる。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も設備投資が好調なことから、電気機械全
体で堅調に推移するとみられる。ただ、海外経済や、
貿易摩擦の影響を懸念するところもある。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲0.2％と前年をわずかに下回った。4～6月期は3
四半期ぶりに増加したものの再び減少した。軽自動
車は同＋1.9％と増加したが、登録車（普通＋小型乗
用車）が同▲1.1％と4四半期連続で前年を下回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期が前年比＋4.2％と増加したが、4～6月期は同
▲1.8％と減少した。7月は同▲0.1％と前年をわず
かに下回ったが、7～9月期全体では前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販

ことから、部品メーカーの生産も前年をやや上回っ
て推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…ほぼ前年並みで推移
2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催

に向けて、都内を中心に建設工事が急ピッチで進め
られており、鋼材需要が旺盛なことに加え、工作機
械向けなども堅調に推移していることから、県内の
鉄鋼の生産指数は、2018年4～6月期の前年比
＋4.1％まで、4四半期連続で前年を上回った。
7～9月期についても、比較的底堅い動きとなった

ものの、これまでの反動もあり、水準としては、ほぼ
前年並みで推移したものとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だっ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。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れるRC造が選ば
れることが多かったが、プレキャスト工法と呼ばれる、
成形済みのコンクリート壁材等を利用することで、
防音性などを確保しつつ、本体部分をS造で立ち上
げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売が低
調に推移している。マンション販売業者の多くは、発
売戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、

競争が激化しており、個社別の業績にはバラツキが
みられる。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ
幅が大きいが、このところ低調に推移している。
2017年夏頃まで好調に推移していた医療用機械
器具は、反動減もあり前年を下回って推移している。
足元で生産が前年を下回った一般機械だが、工
作機械向けなどの受注が堅調なことに加えて、業務
用機械についても足元では回復の兆しがみられる
ことから、先行きの生産については、前年並み程度
の水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや上回る
7～9月期の電気機械の生産は、前年をやや上

回った模様だ。生産指数をみると、2017年10～12
月期から2018年4～6月期まで3四半期連続のマイ
ナスであった。スマートフォンの新製品が期待したほ
ど伸びなかったことなどから、一服感がみられた。現
状は、電子部品・デバイスを中心に回復基調にある。
電子部品・デバイスの生産は、1～3月期にスマー

トフォンの生産減速の影響もありやや弱含んだが、4
～6月期以降回復している。エアコンや白物家電は
中国、東南アジアなどでの需要は強く、省エネ化な
ど製品の高度化も続いており、家電向けの電子部
品・デバイスの生産は堅調に推移している。また、自
動車向けは種類や点数が増加し、生産も好調に推
移している。自動運転や自動ブレーキなど先端技術
や安全装置関連が注目されているが、車の様々な
動きを制御する部品も、高度化、安全性の向上など
のため点数の増加が続いている。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向け

の家電は少なく、産業向けが多くなっている。県内で
生産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報
システムなどに組み込まれる電気関連の部品や装置
である。組み込まれた機械は海外へ輸出されること
も多い。このため、電気機械の生産は、企業の設備投
資や、システム開発、海外経済の動向の影響が大き

売台数は前年割れとなったが、輸出台数が増加し
たため、県内での生産は増加しているとみられる。
先行きについては、輸出の増加に加え、新型車の
発売もあり販売は強含むとみられ、県内生産も前年
を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。
販売は国内向けが伸び悩み、海外向けが持ち直

しているとみられる。国内販売は、首都圏の再開発
や東京オリンピック関連工事の需要、ネット通販の
拡大による物流需要があるものの、昨年9月の排ガ
ス規制強化に伴う駆け込み購入の反動減があり、
弱含んでいる。一方、海外向けは東南アジア向けな
どを中心に増加しているようだ。
先行きもこうした傾向は変わらず、生産は前年並

みで推移するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや上回って推移したとみられることから、
自動車部品の生産も前年を上回った模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻で工場での派
遣社員やパートタイムの採用が難しくなり、間接部門
の人員が工場の応援を行っているところもあるようだ。
また、売上は増収だが、電気代や原材料費、人件費
などのコストアップで、収益環境は厳しくなっている。
先行きについては、乗用車の生産は前年を上回

り、トラックの生産は前年並みで推移するとみられる

一部では値引きを余儀なくされるケースもあり、新
規着工には慎重な姿勢をみせている。
中国で旧式の高炉から電炉への切り替えが進め

られていることなどを受けて、消耗品である電極な
どの副資材価格が大幅に上昇している。スクラップ
についても、中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネ
シアなどが輸入を伸ばしており、価格が押し上げら
れている。製品価格も徐々に引き上げられてはいる
ものの、スプレッドの確保が後手に回るケースも多く、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
先行きについては、ゼネコンは、大手を中心に相
応の工事受注残を抱えていることから、10～12月
期の鉄鋼の生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を上回った。鋳
鉄管については、高い伸びを示した年前半よりは減
速しているものの、海外の需要回復を受けて建設
機械向けや工作機械向けが好調を維持しており、
鋳物の生産は、このところ堅調に推移している。た
だし、コスト面は厳しい。スクラップ価格の上昇に加
えて、これまで電力需要を分散させるために適用さ
れてきたピークシフト割引が廃止され、電気料金の
負担が増しており、収益面を圧迫している。
10～12月期についても、建設機械向け等の受注

が堅調なこともあり、引き続き鋳物の生産は前年を
上回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額は前年を
やや下回った。発注状況に振れはあるものの、受注
残は多く、足元の工事量も高水準で安定している。
都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の受注状
況は価格面を含めて良好であり、相応の収益を確
保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化にともなう改修、設備
更新の工事が多く、新規の建設案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラ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、着工ベースで弱
含みの推移となっている。ただ、埼玉県の2018年1～
6月の非居住用の建築着工床面積は前年比15.3％
増であったことなど、工事量は高い水準にある。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多いが、前年
に比べると工事量は減ってきている。企業の収益が
回復してきたことなどから、工場やビルの改修だけ
ではなく、建て替えや新設の案件もみられる。物流
関連や商業関連は大型工事が多く、振れはあるも
のの、好調を持続している。都内の大手業者が優良
工事を多く抱え、県内の工事は比較的大きなもので
も、県内業者が請け負うようになっており、収益環境
は良い。足元が好調なため、現在の工事に注力して
いるところが多い。
先行きは、オリンピック・パラリンピック後の需要
減の懸念はあるものの、当面は現状程度の推移が
見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県

におけるマンションの契約率は、このところ、40％を
下回る月があるなど、好不調の目安といわれる
70％を大きく下回って推移している。浦和や大宮で
駅に近い物件は高価格にかかわらず売れるものも
あるが、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、県
全体では供給は抑え気味である。また、子育て中の
夫婦などで、通勤が楽な都内の物件のニーズが高
く、埼玉県のマンションの売れ行きに影響している
面もあるようだ。ただ、さいたま新都心駅近で1,400
戸規模の大型案件が順次着工されており新規着工
戸数は増加を続けている。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、空室率はこのところ低下傾向にあるが、
供給過剰の懸念は依然強く、新規の着工は引き続
き手控えられている。
先行きは、マンションは高価格で売れるもの以外

の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先行
きも安定した状況が期待されている。一方、貸家は
空室率が低下傾向にあるとはいえ、やや弱含みの
見込み。また、来年10月の消費増税による駆け込
み需要は一部期待しているところもあるが、その後
の需要減を懸念するところが多く、仕入等について
慎重な姿勢も見られた。

(6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。例年7月に行われていたセールが、6月・7月の終
わりからの2回に分けられたため、6月の売上が増え
た一方7月の売上が減ったことや、夏の猛暑や台風
の影響で来店客が減少したことなどが影響した。
1シーズンに2回のセールを実施するのは初めて
だったが、2回トータルでみると売上は昨年のセール
と変わらなかったとするところが多かった。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったほか、
猛暑の影響で帽子、日傘、サングラスなどの夏物商
品が堅調だった。好調な化粧品の売り場を拡張し、
さらに売上増を図る動きもあった。一方、食料品が
苦戦したほか、主力の衣料品も減少した。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年4～6月期まで12四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで、
9月に入っても気温の下がり方が緩やかで、雨の日
が多く台風の影響もあり、秋物をはじめ動きは鈍い
ようだ。
高額品の売上は引き続き堅調な動きとなってい

る。時計・宝飾品や高級ブランド品が引き続き良く、
富裕層が顧客である外商売上も伸びている。店舗
改装で新たに高級ブランドショップをオープンしたり、
ゆっくりくつろげる富裕層向けのラウンジの開設を
計画するところもあった。一方、中間層の消費は引
き続き慎重な動きとなっている。春闘賃上げ率が前
年を上回り、大手企業の夏のボーナス平均妥結額
は過去最高（経団連調べ）となり、所得環境は改善
しているが、消費には力強さが感じられない。
先行きをみると、富裕層の消費は堅調だが、中間
層の動きは鈍く、今後もこの傾向に大きな変化はな
いとみられる。店舗改装で顧客誘致を図る動きがあ
り、これに期待がかかるものの、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、衣料品は前年
割れとなったが、主力の食料品の売上が前年を上
回ったようだ。食料品は猛暑で飲料やアイスクリー
ムなどが売れたが、猛暑や災害被害により野菜の価
格が高騰したことも売上を押し上げた。来店客数は、
猛暑で日中の来店客が減少したところが多かった。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は4～6月
期に5四半期ぶりに前年割れとなったが、7・8月と
2カ月連続で増加し、再び上向きの方向にある。
食料品の売上は前年を上回り堅調だが、食料品

の取り扱いを増やしているドラッグストアなど他業態
との競合も激しくなっており、食品売り場を改装して
集客力を高めようという動きも目立っている。
消費者が価格により敏感になり安売りの店に流

れている、といった指摘がある一方、より安いものを
求め余分なものは買わないという消費者の節約志
向は依然として根強いが、消費者が価値を認めた
商品は価格が高めでも良く売れており、消費者の動
きは節約志向と高級志向に二極化している、といっ
た指摘もあった。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。懸念材料
としては、猛暑・災害被害による野菜などの価格高
騰、ガソリン価格の高止まりなどで、消費者が生活
防衛意識を強めることがあげられる。

●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㈱
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Research

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（はん用機械＋生産用機械＋業
務用機械）の生産指数は、2017年10～12月期まで
3四半期連続で前年を大幅に上回っていたが、
2018年1～3月期に、同▲1.3％と前年割れになっ
たのに続き、4～6月期についても、同▲10.2％と2
四半期連続で前年を下回った。
7～9月期を通してみても、空気圧機器などのはん

用機械や生産用機械は比較的高い水準で推移した
とみられるものの、医療用機械器具など業務用機械
の落ち込みが続いたことから、一般機械全体でみる
と、生産は前年を下回った模様である。
2017年夏頃まで高い伸びを続けてきた空気圧
機器は、秋口以降、伸びが鈍化したものの、引き続
き高水準で推移している。歯車についても、自動車
向けが減少したことなどから、2018年の春先までは
やや弱い動きになっていたが、省力化機器向けが堅
調なこともあって、底堅く推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置は、年前半は
比較的低調だったが、秋口に発売された新型
iPhone向けの需要もあって、足元ではやや盛り返
している。半導体製造装置は、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、海外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の

い。産業向けの電気機械は、好調な生産機械向けの
需要や情報システムの高度化や大型化などから、好
調に推移してきたが、足元やや一服感がみられる。
情報通信機械は、2017年に大手電機メーカーの
県内工場での携帯電話等の生産が停止されたこと
の影響で大きく落ち込んでいたが、自動車関連の製
品を中心に、このところ盛り返しの動きがみられる。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も設備投資が好調なことから、電気機械全
体で堅調に推移するとみられる。ただ、海外経済や、
貿易摩擦の影響を懸念するところもある。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲0.2％と前年をわずかに下回った。4～6月期は3
四半期ぶりに増加したものの再び減少した。軽自動
車は同＋1.9％と増加したが、登録車（普通＋小型乗
用車）が同▲1.1％と4四半期連続で前年を下回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期が前年比＋4.2％と増加したが、4～6月期は同
▲1.8％と減少した。7月は同▲0.1％と前年をわず
かに下回ったが、7～9月期全体では前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販

ことから、部品メーカーの生産も前年をやや上回っ
て推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…ほぼ前年並みで推移
2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催

に向けて、都内を中心に建設工事が急ピッチで進め
られており、鋼材需要が旺盛なことに加え、工作機
械向けなども堅調に推移していることから、県内の
鉄鋼の生産指数は、2018年4～6月期の前年比
＋4.1％まで、4四半期連続で前年を上回った。
7～9月期についても、比較的底堅い動きとなった

ものの、これまでの反動もあり、水準としては、ほぼ
前年並みで推移したものとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だっ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。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れるRC造が選ば
れることが多かったが、プレキャスト工法と呼ばれる、
成形済みのコンクリート壁材等を利用することで、
防音性などを確保しつつ、本体部分をS造で立ち上
げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売が低
調に推移している。マンション販売業者の多くは、発
売戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、

競争が激化しており、個社別の業績にはバラツキが
みられる。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ
幅が大きいが、このところ低調に推移している。
2017年夏頃まで好調に推移していた医療用機械
器具は、反動減もあり前年を下回って推移している。
足元で生産が前年を下回った一般機械だが、工
作機械向けなどの受注が堅調なことに加えて、業務
用機械についても足元では回復の兆しがみられる
ことから、先行きの生産については、前年並み程度
の水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや上回る
7～9月期の電気機械の生産は、前年をやや上

回った模様だ。生産指数をみると、2017年10～12
月期から2018年4～6月期まで3四半期連続のマイ
ナスであった。スマートフォンの新製品が期待したほ
ど伸びなかったことなどから、一服感がみられた。現
状は、電子部品・デバイスを中心に回復基調にある。
電子部品・デバイスの生産は、1～3月期にスマー

トフォンの生産減速の影響もありやや弱含んだが、4
～6月期以降回復している。エアコンや白物家電は
中国、東南アジアなどでの需要は強く、省エネ化な
ど製品の高度化も続いており、家電向けの電子部
品・デバイスの生産は堅調に推移している。また、自
動車向けは種類や点数が増加し、生産も好調に推
移している。自動運転や自動ブレーキなど先端技術
や安全装置関連が注目されているが、車の様々な
動きを制御する部品も、高度化、安全性の向上など
のため点数の増加が続いている。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向け

の家電は少なく、産業向けが多くなっている。県内で
生産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報
システムなどに組み込まれる電気関連の部品や装置
である。組み込まれた機械は海外へ輸出されること
も多い。このため、電気機械の生産は、企業の設備投
資や、システム開発、海外経済の動向の影響が大き

売台数は前年割れとなったが、輸出台数が増加し
たため、県内での生産は増加しているとみられる。
先行きについては、輸出の増加に加え、新型車の
発売もあり販売は強含むとみられ、県内生産も前年
を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。
販売は国内向けが伸び悩み、海外向けが持ち直

しているとみられる。国内販売は、首都圏の再開発
や東京オリンピック関連工事の需要、ネット通販の
拡大による物流需要があるものの、昨年9月の排ガ
ス規制強化に伴う駆け込み購入の反動減があり、
弱含んでいる。一方、海外向けは東南アジア向けな
どを中心に増加しているようだ。
先行きもこうした傾向は変わらず、生産は前年並

みで推移するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや上回って推移したとみられることから、
自動車部品の生産も前年を上回った模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻で工場での派
遣社員やパートタイムの採用が難しくなり、間接部門
の人員が工場の応援を行っているところもあるようだ。
また、売上は増収だが、電気代や原材料費、人件費
などのコストアップで、収益環境は厳しくなっている。
先行きについては、乗用車の生産は前年を上回

り、トラックの生産は前年並みで推移するとみられる

一部では値引きを余儀なくされるケースもあり、新
規着工には慎重な姿勢をみせている。
中国で旧式の高炉から電炉への切り替えが進め

られていることなどを受けて、消耗品である電極な
どの副資材価格が大幅に上昇している。スクラップ
についても、中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネ
シアなどが輸入を伸ばしており、価格が押し上げら
れている。製品価格も徐々に引き上げられてはいる
ものの、スプレッドの確保が後手に回るケースも多く、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
先行きについては、ゼネコンは、大手を中心に相
応の工事受注残を抱えていることから、10～12月
期の鉄鋼の生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を上回った。鋳
鉄管については、高い伸びを示した年前半よりは減
速しているものの、海外の需要回復を受けて建設
機械向けや工作機械向けが好調を維持しており、
鋳物の生産は、このところ堅調に推移している。た
だし、コスト面は厳しい。スクラップ価格の上昇に加
えて、これまで電力需要を分散させるために適用さ
れてきたピークシフト割引が廃止され、電気料金の
負担が増しており、収益面を圧迫している。
10～12月期についても、建設機械向け等の受注

が堅調なこともあり、引き続き鋳物の生産は前年を
上回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額は前年を
やや下回った。発注状況に振れはあるものの、受注
残は多く、足元の工事量も高水準で安定している。
都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の受注状
況は価格面を含めて良好であり、相応の収益を確
保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化にともなう改修、設備
更新の工事が多く、新規の建設案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラ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、着工ベースで弱
含みの推移となっている。ただ、埼玉県の2018年1～
6月の非居住用の建築着工床面積は前年比15.3％
増であったことなど、工事量は高い水準にある。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多いが、前年
に比べると工事量は減ってきている。企業の収益が
回復してきたことなどから、工場やビルの改修だけ
ではなく、建て替えや新設の案件もみられる。物流
関連や商業関連は大型工事が多く、振れはあるも
のの、好調を持続している。都内の大手業者が優良
工事を多く抱え、県内の工事は比較的大きなもので
も、県内業者が請け負うようになっており、収益環境
は良い。足元が好調なため、現在の工事に注力して
いるところが多い。
先行きは、オリンピック・パラリンピック後の需要
減の懸念はあるものの、当面は現状程度の推移が
見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県

におけるマンションの契約率は、このところ、40％を
下回る月があるなど、好不調の目安といわれる
70％を大きく下回って推移している。浦和や大宮で
駅に近い物件は高価格にかかわらず売れるものも
あるが、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、県
全体では供給は抑え気味である。また、子育て中の
夫婦などで、通勤が楽な都内の物件のニーズが高
く、埼玉県のマンションの売れ行きに影響している
面もあるようだ。ただ、さいたま新都心駅近で1,400
戸規模の大型案件が順次着工されており新規着工
戸数は増加を続けている。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、空室率はこのところ低下傾向にあるが、
供給過剰の懸念は依然強く、新規の着工は引き続
き手控えられている。
先行きは、マンションは高価格で売れるもの以外

の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先行
きも安定した状況が期待されている。一方、貸家は
空室率が低下傾向にあるとはいえ、やや弱含みの
見込み。また、来年10月の消費増税による駆け込
み需要は一部期待しているところもあるが、その後
の需要減を懸念するところが多く、仕入等について
慎重な姿勢も見られた。

(6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。例年7月に行われていたセールが、6月・7月の終
わりからの2回に分けられたため、6月の売上が増え
た一方7月の売上が減ったことや、夏の猛暑や台風
の影響で来店客が減少したことなどが影響した。
1シーズンに2回のセールを実施するのは初めて
だったが、2回トータルでみると売上は昨年のセール
と変わらなかったとするところが多かった。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったほか、
猛暑の影響で帽子、日傘、サングラスなどの夏物商
品が堅調だった。好調な化粧品の売り場を拡張し、
さらに売上増を図る動きもあった。一方、食料品が
苦戦したほか、主力の衣料品も減少した。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年4～6月期まで12四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで、
9月に入っても気温の下がり方が緩やかで、雨の日
が多く台風の影響もあり、秋物をはじめ動きは鈍い
ようだ。
高額品の売上は引き続き堅調な動きとなってい

る。時計・宝飾品や高級ブランド品が引き続き良く、
富裕層が顧客である外商売上も伸びている。店舗
改装で新たに高級ブランドショップをオープンしたり、
ゆっくりくつろげる富裕層向けのラウンジの開設を
計画するところもあった。一方、中間層の消費は引
き続き慎重な動きとなっている。春闘賃上げ率が前
年を上回り、大手企業の夏のボーナス平均妥結額
は過去最高（経団連調べ）となり、所得環境は改善
しているが、消費には力強さが感じられない。
先行きをみると、富裕層の消費は堅調だが、中間
層の動きは鈍く、今後もこの傾向に大きな変化はな
いとみられる。店舗改装で顧客誘致を図る動きがあ
り、これに期待がかかるものの、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、衣料品は前年
割れとなったが、主力の食料品の売上が前年を上
回ったようだ。食料品は猛暑で飲料やアイスクリー
ムなどが売れたが、猛暑や災害被害により野菜の価
格が高騰したことも売上を押し上げた。来店客数は、
猛暑で日中の来店客が減少したところが多かった。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は4～6月
期に5四半期ぶりに前年割れとなったが、7・8月と
2カ月連続で増加し、再び上向きの方向にある。
食料品の売上は前年を上回り堅調だが、食料品

の取り扱いを増やしているドラッグストアなど他業態
との競合も激しくなっており、食品売り場を改装して
集客力を高めようという動きも目立っている。
消費者が価格により敏感になり安売りの店に流

れている、といった指摘がある一方、より安いものを
求め余分なものは買わないという消費者の節約志
向は依然として根強いが、消費者が価値を認めた
商品は価格が高めでも良く売れており、消費者の動
きは節約志向と高級志向に二極化している、といっ
た指摘もあった。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。懸念材料
としては、猛暑・災害被害による野菜などの価格高
騰、ガソリン価格の高止まりなどで、消費者が生活
防衛意識を強めることがあげられる。

●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㈱
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埼玉県内企業の2018年夏の ボーナス支給状況

2018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
2018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
52.5％で、2017年夏の支給実績52.5％と同じであっ
た。これまで、「正社員・パートともに支給」の割合は増
加し、支給対象は広がってきたが、今回調査で横ばい
となった。
また、「正社員のみ支給」とした企業は41.2％で前
年実績の40.3％から0.9ポイント増加した。「支給しな
い」とする企業は6.3％となり、前年実績の7.2％から
0.9ポイント減少し、支給しない企業の割合は小さく
なっている。
業種別にみると、「正社員・パートともに支給」と答

えた企業は、製造業では69 .1％、非製造業では
42.9％であり、製造業で割合が高くなっている。前年
実績と比較すると、製造業では0.8ポイントの増加、非
製造業で0.3ポイントの減少となった。非製造業は製
造業に比べ、「正社員のみ支給」とするところが引き
続き多い。

　
ボーナス一人当たり支給額
2018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501,142円となり、前年
実績の478,624円に比べ4.7％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164社を集計）。

景気の緩やかな回復が続くなか、企業業績が好調
なことに加え、人手不足への対応もあるとみられ、昨
年夏の前年比1.7％を上回り3年連続の増加となった。
業種別にみると、製造業では589,550円と、前年の
542,860円から8.6％の増加となった。非製造業では
451,900円で前年の442,353円から2.2％の増加と
なった。金額、増加率とも製造業が非製造業を上回っ
ている。

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

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

なり、その後も売上、利益改善の動き、人手不足感の
強まりから3年連続で増加となった。
　

2018年冬のボーナス支給予定
2018年冬のボーナス支給予定については、2017
年冬のボーナスに比べて、「増加」21.2％、「変わら
ない」63.1％、「減少」10.1％、「支給しない」5.5％
となり、「増加」としたところが「減少」としたところを
上回った。
売上、利益の改善、人手不足への対応などから、今
冬のボーナスについても、引き続き「増加」を予定して
いるところが多い。
業種別にみると、いずれも「増加」が減少を上回っ

ており、製造業で「増加」とするところが多かった。
 （吉嶺暢嗣）

2015年は消費増税後の売上、利益回復の遅れな
どから、6年ぶりに減少に転じた。2016年以降は売上、
利益の改善に加え、人手不足感の強まりから増加と
なった。本年も引き続き売上、利益が堅調ななか、人手
不足感が強まっていることなどから、3年連続の増加と
なった。

ボーナス支給総額と支給対象人員
アンケート回答企業の2018年夏のボーナス支給総
額は118億50百万円で、当該企業の前年実績113億
41百万円から4.5％の増加となった。前年夏の前年比
＋4.3％を上回り、3年連続の増加となった。
業種別の支給総額をみると、製造業が前年比
7.4％の増加、非製造業は同2.4％の増加となった。
支給対象人員は全体では前年比0.2％の減少、製造
業で同1.1％の減少、非製造業で同0.3％の増加と
なった。支給総額では製造業で比較的大きな増加と
なったが、支給人員では減少となった。支給人員が減
少となったため、支給総額の増加率は、一人当たり増
加率を下回った。

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、
2015年は一人当たり支給額同様6年ぶりの減少と
なった。
2016年に一人当たり支給額同様2年ぶりに増加と

●2018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

52.5 
(52.5)
41.2 
(40.3)
6.3 
(7.2)

69.1 
(68.3)
25.9 
(25.6)
4.9 
(6.1)

42.9 
(43.2)
50.0 
(48.9)
7.1 
(7.9)

(%)

（　　）内は2017年実績

●2018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

164

63

101

501,142

589,550

451,900

一人当たり支給額
2018年 2017年

478,624

542,860

442,353

4.7

8.6

2.2

（社、円、％）

●2018年冬のボーナス支給予定

全産業

製造業

非製造業

21.2

32.5

14.6

増加

63.1

55.0

67.9

変わらない

10.1

6.3

12.4

減少

5.5

6.3

5.1

支給しない

（％）

前年比

全産業

製造業

非製造業

23,646

8,459

15,187

支給対象人員支給総額
2018年 2017年

23,695

8,551

15,144

▲0.2

▲1.1

0.3

前年比

11,850

4,987

6,863

2018年 2017年

11,341

4,642

6,699

4.5

7.4

2.4

●2018年夏のボーナス支給総額と支給対象人員
（百万円、人、％）

●夏のボーナス支給総額（前年比）の推移

2018年7月中旬実施。対象企業数961社、
回答企業数221社、回答率23.0％。

●夏のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
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（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（はん用機械＋生産用機械＋業
務用機械）の生産指数は、2017年10～12月期まで
3四半期連続で前年を大幅に上回っていたが、
2018年1～3月期に、同▲1.3％と前年割れになっ
たのに続き、4～6月期についても、同▲10.2％と2
四半期連続で前年を下回った。
7～9月期を通してみても、空気圧機器などのはん

用機械や生産用機械は比較的高い水準で推移した
とみられるものの、医療用機械器具など業務用機械
の落ち込みが続いたことから、一般機械全体でみる
と、生産は前年を下回った模様である。
2017年夏頃まで高い伸びを続けてきた空気圧
機器は、秋口以降、伸びが鈍化したものの、引き続
き高水準で推移している。歯車についても、自動車
向けが減少したことなどから、2018年の春先までは
やや弱い動きになっていたが、省力化機器向けが堅
調なこともあって、底堅く推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置は、年前半は
比較的低調だったが、秋口に発売された新型
iPhone向けの需要もあって、足元ではやや盛り返
している。半導体製造装置は、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、海外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の

い。産業向けの電気機械は、好調な生産機械向けの
需要や情報システムの高度化や大型化などから、好
調に推移してきたが、足元やや一服感がみられる。
情報通信機械は、2017年に大手電機メーカーの
県内工場での携帯電話等の生産が停止されたこと
の影響で大きく落ち込んでいたが、自動車関連の製
品を中心に、このところ盛り返しの動きがみられる。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も設備投資が好調なことから、電気機械全
体で堅調に推移するとみられる。ただ、海外経済や、
貿易摩擦の影響を懸念するところもある。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲0.2％と前年をわずかに下回った。4～6月期は3
四半期ぶりに増加したものの再び減少した。軽自動
車は同＋1.9％と増加したが、登録車（普通＋小型乗
用車）が同▲1.1％と4四半期連続で前年を下回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期が前年比＋4.2％と増加したが、4～6月期は同
▲1.8％と減少した。7月は同▲0.1％と前年をわず
かに下回ったが、7～9月期全体では前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販

ことから、部品メーカーの生産も前年をやや上回っ
て推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…ほぼ前年並みで推移
2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催

に向けて、都内を中心に建設工事が急ピッチで進め
られており、鋼材需要が旺盛なことに加え、工作機
械向けなども堅調に推移していることから、県内の
鉄鋼の生産指数は、2018年4～6月期の前年比
＋4.1％まで、4四半期連続で前年を上回った。
7～9月期についても、比較的底堅い動きとなった

ものの、これまでの反動もあり、水準としては、ほぼ
前年並みで推移したものとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だっ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。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れるRC造が選ば
れることが多かったが、プレキャスト工法と呼ばれる、
成形済みのコンクリート壁材等を利用することで、
防音性などを確保しつつ、本体部分をS造で立ち上
げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売が低
調に推移している。マンション販売業者の多くは、発
売戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、

競争が激化しており、個社別の業績にはバラツキが
みられる。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ
幅が大きいが、このところ低調に推移している。
2017年夏頃まで好調に推移していた医療用機械
器具は、反動減もあり前年を下回って推移している。
足元で生産が前年を下回った一般機械だが、工
作機械向けなどの受注が堅調なことに加えて、業務
用機械についても足元では回復の兆しがみられる
ことから、先行きの生産については、前年並み程度
の水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや上回る
7～9月期の電気機械の生産は、前年をやや上

回った模様だ。生産指数をみると、2017年10～12
月期から2018年4～6月期まで3四半期連続のマイ
ナスであった。スマートフォンの新製品が期待したほ
ど伸びなかったことなどから、一服感がみられた。現
状は、電子部品・デバイスを中心に回復基調にある。
電子部品・デバイスの生産は、1～3月期にスマー

トフォンの生産減速の影響もありやや弱含んだが、4
～6月期以降回復している。エアコンや白物家電は
中国、東南アジアなどでの需要は強く、省エネ化な
ど製品の高度化も続いており、家電向けの電子部
品・デバイスの生産は堅調に推移している。また、自
動車向けは種類や点数が増加し、生産も好調に推
移している。自動運転や自動ブレーキなど先端技術
や安全装置関連が注目されているが、車の様々な
動きを制御する部品も、高度化、安全性の向上など
のため点数の増加が続いている。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向け

の家電は少なく、産業向けが多くなっている。県内で
生産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報
システムなどに組み込まれる電気関連の部品や装置
である。組み込まれた機械は海外へ輸出されること
も多い。このため、電気機械の生産は、企業の設備投
資や、システム開発、海外経済の動向の影響が大き

売台数は前年割れとなったが、輸出台数が増加し
たため、県内での生産は増加しているとみられる。
先行きについては、輸出の増加に加え、新型車の
発売もあり販売は強含むとみられ、県内生産も前年
を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。
販売は国内向けが伸び悩み、海外向けが持ち直

しているとみられる。国内販売は、首都圏の再開発
や東京オリンピック関連工事の需要、ネット通販の
拡大による物流需要があるものの、昨年9月の排ガ
ス規制強化に伴う駆け込み購入の反動減があり、
弱含んでいる。一方、海外向けは東南アジア向けな
どを中心に増加しているようだ。
先行きもこうした傾向は変わらず、生産は前年並

みで推移するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや上回って推移したとみられることから、
自動車部品の生産も前年を上回った模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻で工場での派
遣社員やパートタイムの採用が難しくなり、間接部門
の人員が工場の応援を行っているところもあるようだ。
また、売上は増収だが、電気代や原材料費、人件費
などのコストアップで、収益環境は厳しくなっている。
先行きについては、乗用車の生産は前年を上回

り、トラックの生産は前年並みで推移するとみられる

一部では値引きを余儀なくされるケースもあり、新
規着工には慎重な姿勢をみせている。
中国で旧式の高炉から電炉への切り替えが進め

られていることなどを受けて、消耗品である電極な
どの副資材価格が大幅に上昇している。スクラップ
についても、中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネ
シアなどが輸入を伸ばしており、価格が押し上げら
れている。製品価格も徐々に引き上げられてはいる
ものの、スプレッドの確保が後手に回るケースも多く、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
先行きについては、ゼネコンは、大手を中心に相
応の工事受注残を抱えていることから、10～12月
期の鉄鋼の生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を上回った。鋳
鉄管については、高い伸びを示した年前半よりは減
速しているものの、海外の需要回復を受けて建設
機械向けや工作機械向けが好調を維持しており、
鋳物の生産は、このところ堅調に推移している。た
だし、コスト面は厳しい。スクラップ価格の上昇に加
えて、これまで電力需要を分散させるために適用さ
れてきたピークシフト割引が廃止され、電気料金の
負担が増しており、収益面を圧迫している。
10～12月期についても、建設機械向け等の受注

が堅調なこともあり、引き続き鋳物の生産は前年を
上回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額は前年を
やや下回った。発注状況に振れはあるものの、受注
残は多く、足元の工事量も高水準で安定している。
都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の受注状
況は価格面を含めて良好であり、相応の収益を確
保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化にともなう改修、設備
更新の工事が多く、新規の建設案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラ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、着工ベースで弱
含みの推移となっている。ただ、埼玉県の2018年1～
6月の非居住用の建築着工床面積は前年比15.3％
増であったことなど、工事量は高い水準にある。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多いが、前年
に比べると工事量は減ってきている。企業の収益が
回復してきたことなどから、工場やビルの改修だけ
ではなく、建て替えや新設の案件もみられる。物流
関連や商業関連は大型工事が多く、振れはあるも
のの、好調を持続している。都内の大手業者が優良
工事を多く抱え、県内の工事は比較的大きなもので
も、県内業者が請け負うようになっており、収益環境
は良い。足元が好調なため、現在の工事に注力して
いるところが多い。
先行きは、オリンピック・パラリンピック後の需要
減の懸念はあるものの、当面は現状程度の推移が
見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県

におけるマンションの契約率は、このところ、40％を
下回る月があるなど、好不調の目安といわれる
70％を大きく下回って推移している。浦和や大宮で
駅に近い物件は高価格にかかわらず売れるものも
あるが、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、県
全体では供給は抑え気味である。また、子育て中の
夫婦などで、通勤が楽な都内の物件のニーズが高
く、埼玉県のマンションの売れ行きに影響している
面もあるようだ。ただ、さいたま新都心駅近で1,400
戸規模の大型案件が順次着工されており新規着工
戸数は増加を続けている。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、空室率はこのところ低下傾向にあるが、
供給過剰の懸念は依然強く、新規の着工は引き続
き手控えられている。
先行きは、マンションは高価格で売れるもの以外

の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先行
きも安定した状況が期待されている。一方、貸家は
空室率が低下傾向にあるとはいえ、やや弱含みの
見込み。また、来年10月の消費増税による駆け込
み需要は一部期待しているところもあるが、その後
の需要減を懸念するところが多く、仕入等について
慎重な姿勢も見られた。

(6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。例年7月に行われていたセールが、6月・7月の終
わりからの2回に分けられたため、6月の売上が増え
た一方7月の売上が減ったことや、夏の猛暑や台風
の影響で来店客が減少したことなどが影響した。
1シーズンに2回のセールを実施するのは初めて
だったが、2回トータルでみると売上は昨年のセール
と変わらなかったとするところが多かった。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったほか、
猛暑の影響で帽子、日傘、サングラスなどの夏物商
品が堅調だった。好調な化粧品の売り場を拡張し、
さらに売上増を図る動きもあった。一方、食料品が
苦戦したほか、主力の衣料品も減少した。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年4～6月期まで12四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで、
9月に入っても気温の下がり方が緩やかで、雨の日
が多く台風の影響もあり、秋物をはじめ動きは鈍い
ようだ。
高額品の売上は引き続き堅調な動きとなってい

る。時計・宝飾品や高級ブランド品が引き続き良く、
富裕層が顧客である外商売上も伸びている。店舗
改装で新たに高級ブランドショップをオープンしたり、
ゆっくりくつろげる富裕層向けのラウンジの開設を
計画するところもあった。一方、中間層の消費は引
き続き慎重な動きとなっている。春闘賃上げ率が前
年を上回り、大手企業の夏のボーナス平均妥結額
は過去最高（経団連調べ）となり、所得環境は改善
しているが、消費には力強さが感じられない。
先行きをみると、富裕層の消費は堅調だが、中間
層の動きは鈍く、今後もこの傾向に大きな変化はな
いとみられる。店舗改装で顧客誘致を図る動きがあ
り、これに期待がかかるものの、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、衣料品は前年
割れとなったが、主力の食料品の売上が前年を上
回ったようだ。食料品は猛暑で飲料やアイスクリー
ムなどが売れたが、猛暑や災害被害により野菜の価
格が高騰したことも売上を押し上げた。来店客数は、
猛暑で日中の来店客が減少したところが多かった。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は4～6月
期に5四半期ぶりに前年割れとなったが、7・8月と
2カ月連続で増加し、再び上向きの方向にある。
食料品の売上は前年を上回り堅調だが、食料品

の取り扱いを増やしているドラッグストアなど他業態
との競合も激しくなっており、食品売り場を改装して
集客力を高めようという動きも目立っている。
消費者が価格により敏感になり安売りの店に流

れている、といった指摘がある一方、より安いものを
求め余分なものは買わないという消費者の節約志
向は依然として根強いが、消費者が価値を認めた
商品は価格が高めでも良く売れており、消費者の動
きは節約志向と高級志向に二極化している、といっ
た指摘もあった。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。懸念材料
としては、猛暑・災害被害による野菜などの価格高
騰、ガソリン価格の高止まりなどで、消費者が生活
防衛意識を強めることがあげられる。

年
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埼玉県内企業の2018年夏の ボーナス支給状況

2018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
2018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
52.5％で、2017年夏の支給実績52.5％と同じであっ
た。これまで、「正社員・パートともに支給」の割合は増
加し、支給対象は広がってきたが、今回調査で横ばい
となった。
また、「正社員のみ支給」とした企業は41.2％で前
年実績の40.3％から0.9ポイント増加した。「支給しな
い」とする企業は6.3％となり、前年実績の7.2％から
0.9ポイント減少し、支給しない企業の割合は小さく
なっている。
業種別にみると、「正社員・パートともに支給」と答

えた企業は、製造業では69 .1％、非製造業では
42.9％であり、製造業で割合が高くなっている。前年
実績と比較すると、製造業では0.8ポイントの増加、非
製造業で0.3ポイントの減少となった。非製造業は製
造業に比べ、「正社員のみ支給」とするところが引き
続き多い。

　
ボーナス一人当たり支給額
2018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501,142円となり、前年
実績の478,624円に比べ4.7％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164社を集計）。

景気の緩やかな回復が続くなか、企業業績が好調
なことに加え、人手不足への対応もあるとみられ、昨
年夏の前年比1.7％を上回り3年連続の増加となった。
業種別にみると、製造業では589,550円と、前年の
542,860円から8.6％の増加となった。非製造業では
451,900円で前年の442,353円から2.2％の増加と
なった。金額、増加率とも製造業が非製造業を上回っ
ている。

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

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

なり、その後も売上、利益改善の動き、人手不足感の
強まりから3年連続で増加となった。
　

2018年冬のボーナス支給予定
2018年冬のボーナス支給予定については、2017
年冬のボーナスに比べて、「増加」21.2％、「変わら
ない」63.1％、「減少」10.1％、「支給しない」5.5％
となり、「増加」としたところが「減少」としたところを
上回った。
売上、利益の改善、人手不足への対応などから、今
冬のボーナスについても、引き続き「増加」を予定して
いるところが多い。
業種別にみると、いずれも「増加」が減少を上回っ

ており、製造業で「増加」とするところが多かった。
 （吉嶺暢嗣）

2015年は消費増税後の売上、利益回復の遅れな
どから、6年ぶりに減少に転じた。2016年以降は売上、
利益の改善に加え、人手不足感の強まりから増加と
なった。本年も引き続き売上、利益が堅調ななか、人手
不足感が強まっていることなどから、3年連続の増加と
なった。

ボーナス支給総額と支給対象人員
アンケート回答企業の2018年夏のボーナス支給総
額は118億50百万円で、当該企業の前年実績113億
41百万円から4.5％の増加となった。前年夏の前年比
＋4.3％を上回り、3年連続の増加となった。
業種別の支給総額をみると、製造業が前年比
7.4％の増加、非製造業は同2.4％の増加となった。
支給対象人員は全体では前年比0.2％の減少、製造
業で同1.1％の減少、非製造業で同0.3％の増加と
なった。支給総額では製造業で比較的大きな増加と
なったが、支給人員では減少となった。支給人員が減
少となったため、支給総額の増加率は、一人当たり増
加率を下回った。

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、
2015年は一人当たり支給額同様6年ぶりの減少と
なった。
2016年に一人当たり支給額同様2年ぶりに増加と

●2018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

52.5 
(52.5)
41.2 
(40.3)
6.3 
(7.2)

69.1 
(68.3)
25.9 
(25.6)
4.9 
(6.1)

42.9 
(43.2)
50.0 
(48.9)
7.1 
(7.9)

(%)

（　　）内は2017年実績

●2018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

164

63

101

501,142

589,550

451,900

一人当たり支給額
2018年 2017年

478,624

542,860

442,353

4.7

8.6

2.2

（社、円、％）

●2018年冬のボーナス支給予定

全産業

製造業

非製造業

21.2

32.5

14.6

増加

63.1

55.0

67.9

変わらない

10.1

6.3

12.4

減少

5.5

6.3

5.1

支給しない

（％）

前年比

全産業

製造業

非製造業

23,646

8,459

15,187

支給対象人員支給総額
2018年 2017年

23,695

8,551

15,144

▲0.2

▲1.1

0.3

前年比

11,850

4,987

6,863

2018年 2017年

11,341

4,642

6,699

4.5

7.4

2.4

●2018年夏のボーナス支給総額と支給対象人員
（百万円、人、％）

●夏のボーナス支給総額（前年比）の推移

2018年7月中旬実施。対象企業数961社、
回答企業数221社、回答率23.0％。

●夏のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移

2018201720162015201420132012201120102009

（％）

年

▲17.6

3.0

▲3.0

5.6

2.4 2.1
0.9

8.4

4.3 4.5

▲20

▲15

▲10

▲5

0

5

10

2018201720162015201420132012201120102009

（％）

▲20

▲15

▲10

▲5

0

5

10

（1） 一般機械…前年を下回る
県内の一般機械（はん用機械＋生産用機械＋業
務用機械）の生産指数は、2017年10～12月期まで
3四半期連続で前年を大幅に上回っていたが、
2018年1～3月期に、同▲1.3％と前年割れになっ
たのに続き、4～6月期についても、同▲10.2％と2
四半期連続で前年を下回った。
7～9月期を通してみても、空気圧機器などのはん

用機械や生産用機械は比較的高い水準で推移した
とみられるものの、医療用機械器具など業務用機械
の落ち込みが続いたことから、一般機械全体でみる
と、生産は前年を下回った模様である。
2017年夏頃まで高い伸びを続けてきた空気圧
機器は、秋口以降、伸びが鈍化したものの、引き続
き高水準で推移している。歯車についても、自動車
向けが減少したことなどから、2018年の春先までは
やや弱い動きになっていたが、省力化機器向けが堅
調なこともあって、底堅く推移している。
フラットパネルディスプレイ製造装置は、年前半は
比較的低調だったが、秋口に発売された新型
iPhone向けの需要もあって、足元ではやや盛り返
している。半導体製造装置は、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、海外を中心に需要が旺盛なものの、企業間の

い。産業向けの電気機械は、好調な生産機械向けの
需要や情報システムの高度化や大型化などから、好
調に推移してきたが、足元やや一服感がみられる。
情報通信機械は、2017年に大手電機メーカーの
県内工場での携帯電話等の生産が停止されたこと
の影響で大きく落ち込んでいたが、自動車関連の製
品を中心に、このところ盛り返しの動きがみられる。
先行きについては、電子部品・デバイスは自動車

向け、家電向けともに点数の増加や部品の高度化
により好調を持続すると見込まれる。産業向けの電
気機械も設備投資が好調なことから、電気機械全
体で堅調に推移するとみられる。ただ、海外経済や、
貿易摩擦の影響を懸念するところもある。

（3） 輸送機械…生産は前年をやや上回る
乗用車：7～9月期の県内の乗用車販売台数は、前年
比▲0.2％と前年をわずかに下回った。4～6月期は3
四半期ぶりに増加したものの再び減少した。軽自動
車は同＋1.9％と増加したが、登録車（普通＋小型乗
用車）が同▲1.1％と4四半期連続で前年を下回った。
生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト

ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、1～3
月期が前年比＋4.2％と増加したが、4～6月期は同
▲1.8％と減少した。7月は同▲0.1％と前年をわず
かに下回ったが、7～9月期全体では前年をやや上
回った模様だ。県内完成車メーカーの登録車の販

ことから、部品メーカーの生産も前年をやや上回っ
て推移すると予想される。

（4） 鉄鋼…ほぼ前年並みで推移
2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催

に向けて、都内を中心に建設工事が急ピッチで進め
られており、鋼材需要が旺盛なことに加え、工作機
械向けなども堅調に推移していることから、県内の
鉄鋼の生産指数は、2018年4～6月期の前年比
＋4.1％まで、4四半期連続で前年を上回った。
7～9月期についても、比較的底堅い動きとなった

ものの、これまでの反動もあり、水準としては、ほぼ
前年並みで推移したものとみられる。
このところ、鉄筋組立工や現場監督といった建設
労働者の不足に伴って、鉄筋コンクリート（RC）造を
避け、鉄骨（S）造を選ぶ動きが続いてきたが、足元
では、鉄骨を組むファブリケーターの処理能力に余
裕がなくなっていることに加え、現場の建設労働者
の不足感が一服してきたこともあって、RC造の着
工もやや持ち直している。
訪日外国人の増加に伴って、高い稼働率の続く

ホテルの建設が、引き続き高い伸びを続けている。
都内のテナントビルについても、比較的堅調に推移
しているものの、先行きについては、地価の高騰を
受けて、デベロッパーの一部に慎重な姿勢がみられ
るようになっている。
一方、好調だっ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。従来、病院などの
建築では、防音性や断熱性に優れるRC造が選ば
れることが多かったが、プレキャスト工法と呼ばれる、
成形済みのコンクリート壁材等を利用することで、
防音性などを確保しつつ、本体部分をS造で立ち上
げるケースがみられる。
マンションは建設費用の上昇を受けて、販売が低
調に推移している。マンション販売業者の多くは、発
売戸数の絞り込みで対応しようとしているものの、

競争が激化しており、個社別の業績にはバラツキが
みられる。県内の半導体製造装置は、月ごとの振れ
幅が大きいが、このところ低調に推移している。
2017年夏頃まで好調に推移していた医療用機械
器具は、反動減もあり前年を下回って推移している。
足元で生産が前年を下回った一般機械だが、工
作機械向けなどの受注が堅調なことに加えて、業務
用機械についても足元では回復の兆しがみられる
ことから、先行きの生産については、前年並み程度
の水準で推移するとみられる。

（2） 電気機械…前年をやや上回る
7～9月期の電気機械の生産は、前年をやや上

回った模様だ。生産指数をみると、2017年10～12
月期から2018年4～6月期まで3四半期連続のマイ
ナスであった。スマートフォンの新製品が期待したほ
ど伸びなかったことなどから、一服感がみられた。現
状は、電子部品・デバイスを中心に回復基調にある。
電子部品・デバイスの生産は、1～3月期にスマー

トフォンの生産減速の影響もありやや弱含んだが、4
～6月期以降回復している。エアコンや白物家電は
中国、東南アジアなどでの需要は強く、省エネ化な
ど製品の高度化も続いており、家電向けの電子部
品・デバイスの生産は堅調に推移している。また、自
動車向けは種類や点数が増加し、生産も好調に推
移している。自動運転や自動ブレーキなど先端技術
や安全装置関連が注目されているが、車の様々な
動きを制御する部品も、高度化、安全性の向上など
のため点数の増加が続いている。
電気機械は国内で生産されるものは、消費者向け

の家電は少なく、産業向けが多くなっている。県内で
生産される電気機械はほとんどが、生産機械や情報
システムなどに組み込まれる電気関連の部品や装置
である。組み込まれた機械は海外へ輸出されること
も多い。このため、電気機械の生産は、企業の設備投
資や、システム開発、海外経済の動向の影響が大き

売台数は前年割れとなったが、輸出台数が増加し
たため、県内での生産は増加しているとみられる。
先行きについては、輸出の増加に加え、新型車の
発売もあり販売は強含むとみられ、県内生産も前年
を上回って推移すると予想される。
トラック関連：7～9月期のトラックの生産は前年並
みとなった模様だ。
販売は国内向けが伸び悩み、海外向けが持ち直

しているとみられる。国内販売は、首都圏の再開発
や東京オリンピック関連工事の需要、ネット通販の
拡大による物流需要があるものの、昨年9月の排ガ
ス規制強化に伴う駆け込み購入の反動減があり、
弱含んでいる。一方、海外向けは東南アジア向けな
どを中心に増加しているようだ。
先行きもこうした傾向は変わらず、生産は前年並

みで推移するとみられる。
部品メーカー：7～9月期の完成車メーカーの生産
は、前年をやや上回って推移したとみられることから、
自動車部品の生産も前年を上回った模様だ。
部品メーカーでは、人手不足が深刻で工場での派
遣社員やパートタイムの採用が難しくなり、間接部門
の人員が工場の応援を行っているところもあるようだ。
また、売上は増収だが、電気代や原材料費、人件費
などのコストアップで、収益環境は厳しくなっている。
先行きについては、乗用車の生産は前年を上回

り、トラックの生産は前年並みで推移するとみられる

一部では値引きを余儀なくされるケースもあり、新
規着工には慎重な姿勢をみせている。
中国で旧式の高炉から電炉への切り替えが進め

られていることなどを受けて、消耗品である電極な
どの副資材価格が大幅に上昇している。スクラップ
についても、中国をはじめ、ベトナムや台湾・インドネ
シアなどが輸入を伸ばしており、価格が押し上げら
れている。製品価格も徐々に引き上げられてはいる
ものの、スプレッドの確保が後手に回るケースも多く、
鉄鋼メーカーの収益は悪化している。
先行きについては、ゼネコンは、大手を中心に相
応の工事受注残を抱えていることから、10～12月
期の鉄鋼の生産は、前年をやや上回る程度の水準
で推移するとみられる。
7～9月期の鋳物の生産は、前年を上回った。鋳
鉄管については、高い伸びを示した年前半よりは減
速しているものの、海外の需要回復を受けて建設
機械向けや工作機械向けが好調を維持しており、
鋳物の生産は、このところ堅調に推移している。た
だし、コスト面は厳しい。スクラップ価格の上昇に加
えて、これまで電力需要を分散させるために適用さ
れてきたピークシフト割引が廃止され、電気料金の
負担が増しており、収益面を圧迫している。
10～12月期についても、建設機械向け等の受注

が堅調なこともあり、引き続き鋳物の生産は前年を
上回って推移する見込みである。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：7～9月期の公共工事の受注額は前年を
やや下回った。発注状況に振れはあるものの、受注
残は多く、足元の工事量も高水準で安定している。
都内の大手業者が繁忙なため、県内業者の受注状
況は価格面を含めて良好であり、相応の収益を確
保できている。
内容は、建物の他、河川、橋梁、道路なども改修・
補修、耐震化工事が多い。とくに学校や公共施設な
どの建物については、老朽化にともなう改修、設備
更新の工事が多く、新規の建設案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラ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、着工ベースで弱
含みの推移となっている。ただ、埼玉県の2018年1～
6月の非居住用の建築着工床面積は前年比15.3％
増であったことなど、工事量は高い水準にある。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多いが、前年
に比べると工事量は減ってきている。企業の収益が
回復してきたことなどから、工場やビルの改修だけ
ではなく、建て替えや新設の案件もみられる。物流
関連や商業関連は大型工事が多く、振れはあるも
のの、好調を持続している。都内の大手業者が優良
工事を多く抱え、県内の工事は比較的大きなもので
も、県内業者が請け負うようになっており、収益環境
は良い。足元が好調なため、現在の工事に注力して
いるところが多い。
先行きは、オリンピック・パラリンピック後の需要
減の懸念はあるものの、当面は現状程度の推移が
見込まれる。
住宅：7～9月期の住宅建設は、全体では前年に比
べほぼ横ばいの推移となっている。
マンションは建設コスト高から、価格が高止まりし

ており、全体として販売が不調となっている。埼玉県

におけるマンションの契約率は、このところ、40％を
下回る月があるなど、好不調の目安といわれる
70％を大きく下回って推移している。浦和や大宮で
駅に近い物件は高価格にかかわらず売れるものも
あるが、利便性にやや劣る物件は販売が厳しく、県
全体では供給は抑え気味である。また、子育て中の
夫婦などで、通勤が楽な都内の物件のニーズが高
く、埼玉県のマンションの売れ行きに影響している
面もあるようだ。ただ、さいたま新都心駅近で1,400
戸規模の大型案件が順次着工されており新規着工
戸数は増加を続けている。
戸建の分譲住宅は、前年並みで推移している。雇

用や所得が安定しており、金利も低く、価格もマン
ションに比べ割安感があり、賃貸の賃料との比較で
購入する人も多い。
貸家は、空室率はこのところ低下傾向にあるが、
供給過剰の懸念は依然強く、新規の着工は引き続
き手控えられている。
先行きは、マンションは高価格で売れるもの以外

の供給は手控えられるとみられる。戸建分譲は先行
きも安定した状況が期待されている。一方、貸家は
空室率が低下傾向にあるとはいえ、やや弱含みの
見込み。また、来年10月の消費増税による駆け込
み需要は一部期待しているところもあるが、その後
の需要減を懸念するところが多く、仕入等について
慎重な姿勢も見られた。

(6） 百貨店・スーパー…百貨店は前年を下回る
百貨店：7～9月期の売上は前年を下回ったとみられ
る。例年7月に行われていたセールが、6月・7月の終
わりからの2回に分けられたため、6月の売上が増え
た一方7月の売上が減ったことや、夏の猛暑や台風
の影響で来店客が減少したことなどが影響した。
1シーズンに2回のセールを実施するのは初めて
だったが、2回トータルでみると売上は昨年のセール
と変わらなかったとするところが多かった。
品目別では、化粧品が引き続き好調だったほか、
猛暑の影響で帽子、日傘、サングラスなどの夏物商
品が堅調だった。好調な化粧品の売り場を拡張し、
さらに売上増を図る動きもあった。一方、食料品が
苦戦したほか、主力の衣料品も減少した。
四半期ごとにみると、県内百貨店の売上は2015
年7～9月期以降、2018年4～6月期まで12四半期
連続で減少が続いた。7～9月期も減少の見込みで、
9月に入っても気温の下がり方が緩やかで、雨の日
が多く台風の影響もあり、秋物をはじめ動きは鈍い
ようだ。
高額品の売上は引き続き堅調な動きとなってい

る。時計・宝飾品や高級ブランド品が引き続き良く、
富裕層が顧客である外商売上も伸びている。店舗
改装で新たに高級ブランドショップをオープンしたり、
ゆっくりくつろげる富裕層向けのラウンジの開設を
計画するところもあった。一方、中間層の消費は引
き続き慎重な動きとなっている。春闘賃上げ率が前
年を上回り、大手企業の夏のボーナス平均妥結額
は過去最高（経団連調べ）となり、所得環境は改善
しているが、消費には力強さが感じられない。
先行きをみると、富裕層の消費は堅調だが、中間
層の動きは鈍く、今後もこの傾向に大きな変化はな
いとみられる。店舗改装で顧客誘致を図る動きがあ
り、これに期待がかかるものの、売上は前年を下
回って推移すると予想される。
スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年

を上回ったとみられる。品目別では、衣料品は前年
割れとなったが、主力の食料品の売上が前年を上
回ったようだ。食料品は猛暑で飲料やアイスクリー
ムなどが売れたが、猛暑や災害被害により野菜の価
格が高騰したことも売上を押し上げた。来店客数は、
猛暑で日中の来店客が減少したところが多かった。
四半期ごとにみると、県内スーパーの売上は4～6月
期に5四半期ぶりに前年割れとなったが、7・8月と
2カ月連続で増加し、再び上向きの方向にある。
食料品の売上は前年を上回り堅調だが、食料品

の取り扱いを増やしているドラッグストアなど他業態
との競合も激しくなっており、食品売り場を改装して
集客力を高めようという動きも目立っている。
消費者が価格により敏感になり安売りの店に流

れている、といった指摘がある一方、より安いものを
求め余分なものは買わないという消費者の節約志
向は依然として根強いが、消費者が価値を認めた
商品は価格が高めでも良く売れており、消費者の動
きは節約志向と高級志向に二極化している、といっ
た指摘もあった。
先行きについては、消費者の購買姿勢に大きな
変化は見込まれず、売上は現状と同様に前年をや
や上回る程度で推移すると予想される。懸念材料
としては、猛暑・災害被害による野菜などの価格高
騰、ガソリン価格の高止まりなどで、消費者が生活
防衛意識を強めることがあげられる。
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景気動向指数 下げ止まりを示している

7月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：93.8（前月比▲6.1ポイント）、一致指数：127.7
（同＋0.4ポイント）、遅行指数：123.1（同＋1.1ポイ
ント）となった。
先行指数は4カ月ぶりの下降となった。
一致指数は3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▲0.20ポイン
トと、4カ月ぶりに下降した。埼玉県は、景気の基調
判断を、4カ月連続で「下げ止まりを示している」とし
ている。
遅行指数は2カ月ぶりに上昇した。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が2カ月連続で減少

8月の百貨店・スーパー販売額は814億円、前年
比▲0.4％（既存店）と2カ月連続で減少した。業態
別では、百貨店（同▲3.8％）は減少したが、スーパー
（同＋0.3％）は増加した。新設店を含む全店ベース
の販売額は同＋1.3％と3カ月連続で増加した。
9月の新車販売台数（乗用車）は14,421台、前年
比▲5.3％と3カ月ぶりに減少した。車種別では普通
乗用車が8,256台（同＋1.6％）、小型乗用車は
6,165台（同▲13.1％）だった。

住 宅 2カ月ぶりに前年を上回る

8月の新設住宅着工戸数は5,762戸、前年比
＋6.3％と2カ月ぶりに前年を上回った。
利用関係別では、貸家が1 ,866戸（前年比
▲24.5％）と4カ月連続で減少したものの、持家が
1 , 2 47戸（同＋2 . 5％）、分譲も2 , 6 17戸（同
＋55.8％）と、それぞれ2カ月ぶりに増加した。
分譲住宅は、マンションが1,278戸（同＋184.0％）

と4カ月連続で増加し、戸建も1,339戸（同＋9.7％）
と2カ月ぶりに増加した。

公共工事 2カ月ぶりに前年を上回る

9月の公共工事請負金額は411億円、前年比
＋4.3％と2カ月ぶりに前年を上回った。2018年4月
～9月までの累計でも、同＋0.3％と前年をわずかに
上回っている。
発注者別では、県（前年比▲10.0％）と市町村

（同▲14.8％）が減少したものの、国（同＋46.1％）、
独立行政法人等（同＋225.3％）が増加した。
なお、9月の請負件数は840件（同▲12.1％）と
前年を下回っている。

生 産 2カ月ぶりに増加

7月の鉱工業指数をみると、生産指数は97.8、前
月比＋4.3％と2カ月ぶりに増加した。業種別では、
化学、業務用機械、電子部品・デバイスなど9業種
が増加したものの、輸送機械、食料品、窯業・土石製
品など14業種が減少した。
在庫指数は113.5、前月比＋0.3％と2カ月ぶりに
増加した。業種別では、非鉄金属、化学、電子部品・
デバイスなど9業種が増加したものの、金属製品、
輸送機械、窯業・土石製品など11業種が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.38倍

8月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.01ポイント下降の1.38倍となった。　
有効求職者数が79,122人（前年比▲3.3％）と、
99カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
103,824人（同＋6.4％）と、62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
0.12ポイント上昇の2.12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、前月から横ばいの1.55倍であった。
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景気動向指数 下げ止まりを示している

7月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：93.8（前月比▲6.1ポイント）、一致指数：127.7
（同＋0.4ポイント）、遅行指数：123.1（同＋1.1ポイ
ント）となった。
先行指数は4カ月ぶりの下降となった。
一致指数は3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▲0.20ポイン
トと、4カ月ぶりに下降した。埼玉県は、景気の基調
判断を、4カ月連続で「下げ止まりを示している」とし
ている。
遅行指数は2カ月ぶりに上昇した。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が2カ月連続で減少

8月の百貨店・スーパー販売額は814億円、前年
比▲0.4％（既存店）と2カ月連続で減少した。業態
別では、百貨店（同▲3.8％）は減少したが、スーパー
（同＋0.3％）は増加した。新設店を含む全店ベース
の販売額は同＋1.3％と3カ月連続で増加した。
9月の新車販売台数（乗用車）は14,421台、前年
比▲5.3％と3カ月ぶりに減少した。車種別では普通
乗用車が8,256台（同＋1.6％）、小型乗用車は
6,165台（同▲13.1％）だった。

住 宅 2カ月ぶりに前年を上回る

8月の新設住宅着工戸数は5,762戸、前年比
＋6.3％と2カ月ぶりに前年を上回った。
利用関係別では、貸家が1 ,866戸（前年比
▲24.5％）と4カ月連続で減少したものの、持家が
1 , 2 47戸（同＋2 . 5％）、分譲も2 , 6 17戸（同
＋55.8％）と、それぞれ2カ月ぶりに増加した。
分譲住宅は、マンションが1,278戸（同＋184.0％）

と4カ月連続で増加し、戸建も1,339戸（同＋9.7％）
と2カ月ぶりに増加した。

公共工事 2カ月ぶりに前年を上回る

9月の公共工事請負金額は411億円、前年比
＋4.3％と2カ月ぶりに前年を上回った。2018年4月
～9月までの累計でも、同＋0.3％と前年をわずかに
上回っている。
発注者別では、県（前年比▲10.0％）と市町村

（同▲14.8％）が減少したものの、国（同＋46.1％）、
独立行政法人等（同＋225.3％）が増加した。
なお、9月の請負件数は840件（同▲12.1％）と
前年を下回っている。

生 産 2カ月ぶりに増加

7月の鉱工業指数をみると、生産指数は97.8、前
月比＋4.3％と2カ月ぶりに増加した。業種別では、
化学、業務用機械、電子部品・デバイスなど9業種
が増加したものの、輸送機械、食料品、窯業・土石製
品など14業種が減少した。
在庫指数は113.5、前月比＋0.3％と2カ月ぶりに
増加した。業種別では、非鉄金属、化学、電子部品・
デバイスなど9業種が増加したものの、金属製品、
輸送機械、窯業・土石製品など11業種が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.38倍

8月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.01ポイント下降の1.38倍となった。　
有効求職者数が79,122人（前年比▲3.3％）と、
99カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
103,824人（同＋6.4％）と、62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
0.12ポイント上昇の2.12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、前月から横ばいの1.55倍であった。

%戸

年月

新設住宅着工戸数の推移

給与

貸家

持家

分譲

資料：国土交通省

公共工事請負金額の推移

資料：東日本建設業保証㈱  関東：埼玉、東京、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬
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鉱工業指数の推移

資料：埼玉県
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資料：埼玉労働局　（注）就業地別有効求人倍率は、埼玉県内を就業地とする、県外での受理分を含めた求人数で算出された参考値
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●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

156,168

147,166

152,979

158,237

12,949

10,666

15,221

10,642

12,101

12,334

12,298

14,259

19,300

9,826

10,923

13,002

13,097

10,894

14,421

▲ 1.3

▲ 5.8

3.9

3.4

▲ 2.1

4.9

1.5

▲ 7.3

▲ 7.4

▲ 3.9

▲ 4.5

▲ 5.5

▲ 7.8

▲ 1.1

▲ 1.6

▲ 9.6

1.1

2.1

▲ 5.3

2,860,472

2,704,485

2,801,491

2,943,010

241,127

196,169

276,049

200,547

222,938

228,363

215,058

259,780

378,898

193,585

202,031

252,477

245,068

200,355

265,059

▲ 0.4

▲ 5.5

3.6

5.1

▲ 1.3

2.8

2.3

▲ 4.4

▲ 5.5

0.3

▲ 6.1

▲ 5.1

▲ 4.8

▲ 1.2

▲ 2.4

▲ 7.9

1.6

2.1

▲ 4.0

403

359

354

361

36

35

26

30

18

31

19

34

44

27

25

24

37

30

32

56,640

36,187

65,358

42,138

3,148

6,638

1,720

2,174

2,207

5,212

1,390

5,001

16,670

3,266

2,061

2,815

3,057

11,258

1,508

9,731

8,812

8,446

8,405

714

639

679

733

677

696

635

617

789

650

767

690

702

694

621

1,874,065

2,112,382

2,006,119

3,167,637

109,885

92,375

115,802

95,879

145,663

397,595

104,559

89,979

132,672

95,467

104,399

219,527

112,711

121,268

184,197

99.1

100.0

99.7

100.0

99.8

100.0

100.2

100.1

100.7

101.0

100.6

100.7

100.6

100.7

100.5

100.5

100.8

101.4

101.2

2.8

0.9

▲ 0.3

0.3

0.2

0.5

0.7

0.0

0.7

1.2

1.2

1.4

0.9

0.6

0.3

0.6

1.0

1.4

1.0

99.2

100.0

99.9

100.4

100.1

100.3

100.5

100.6

100.9

101.2

101.3

101.3

101.0

100.9

101.0

100.9

101.0

101.6

101.7

2.7

0.8

▲ 0.1

0.5

0.4

0.7

0.7

0.2

0.6

1.0

1.4

1.5

1.1

0.6

0.7

0.7

0.9

1.3

1.2

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

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

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

97.6

95.5

95.1

93.9

94.6

97.2

95.4

92.4

94.7

94.2

89.9

90.8

95.3

93.0

95.4

93.8

97.8

4.8

▲ 2.2

▲ 0.4

▲ 1.3

0.7

2.7

▲ 1.9

▲ 3.1

2.5

▲ 0.5

▲ 4.6

1.0

5.0

▲ 2.4

2.6

▲ 1.7

4.3

99.0

97.8

97.7

102.0

101.6

102.9

102.3

102.8

103.5

105.4

100.7

102.7

104.1

104.6

104.4

102.5

102.3

102.5

2.1

▲ 1.2

▲ 0.1

4.4

▲ 0.3

1.3

▲ 0.6

0.5

0.7

1.8

▲ 4.5

2.0

1.4

0.5

▲ 0.2

▲ 1.8

▲ 0.2

0.2

170.6

145.3

123.9

124.6

120.1

122.4

120.5

116.1

114.7

115.0

114.9

113.3

115.5

115.0

116.6

113.2

113.5

52.0

▲ 14.8

▲ 14.7

0.6

▲ 0.1

1.9

▲ 1.6

▲ 3.7

▲ 1.2

0.3

▲ 0.1

▲ 1.4

1.9

▲ 0.4

1.4

▲ 2.9

0.3

112.3

112.3

106.4

108.4

108.2

107.6

107.4

110.5

109.8

109.8

109.3

109.9

113.5

112.8

113.5

111.4

111.2

110.8

6.2

0.0

▲ 5.3

1.9

▲ 0.6

▲ 0.6

▲ 0.2

2.9

▲ 0.6

0.0

▲ 0.5

0.5

3.3

▲ 0.6

0.6

▲ 1.9

▲ 0.2

▲ 0.4

3,038

2,376

2,391

3,014

285

328

145

200

229

340

118

325

382

327

392

170

249

202

▲ 10.1

▲ 21.8

0.6

26.1

79.4

32.8

▲ 19.0

▲ 14.8

▲ 13.2

132.1

▲ 23.9

12.4

12.5

45.2

174.4

▲ 49.2

▲ 12.7

▲ 38.3

53,818

50,515

50,753

52,968

4,559

4,718

4,770

4,755

4,464

3,725

3,930

4,359

4,131

4,624

4,193

4,565

4,958

4,204

▲ 4.1

▲ 6.1

0.5

4.4

18.0

▲ 3.3

6.9

16.2

6.3

▲ 10.8

▲ 6.8

0.4

17.5

0.5

▲ 6.8

▲ 5.0

8.8

▲ 10.9

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

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

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

56,504

57,357

61,981

59,617

4,986

5,420

5,435

4,708

5,520

4,701

4,363

4,699

3,863

5,521

4,789

5,777

4,729

5,762

▲ 10.3

1.5

8.1

▲ 3.8

▲ 4.7

▲ 2.9

2.1

▲ 17.8

6.9

▲ 3.5

▲ 5.5

6.5

▲ 8.7

7.5

▲ 2.3

4.1

▲ 5.2

6.3

892,261

909,299

967,237

964,641

83,234

80,562

83,128

83,057

84,703

76,751

66,358

69,071

69,616

84,226

79,539

81,275

82,615

81,860

▲ 9.0

1.9

6.4

▲ 0.3

▲ 2.3

▲ 2.0

▲ 2.9

▲ 4.8

▲ 0.4

▲ 2.1

▲ 13.2

▲ 2.6

▲ 8.3

0.3

1.3

▲ 7.1

▲ 0.7

1.6

15.3

16.8

16.5

17.0

16.7

16.5

17.7

17.3

17.6

17.4

16.5

18.0

17.7

17.7

16.2

17.0

18.0

12.6

▲ 6.9

▲ 2.2

3.1

0.8

2.2

5.7

▲ 4.1

▲ 3.1

▲ 5.7

3.1

0.0

2.2

0.6

3.2

2.4

7.8

17.5

17.6

17.5

17.9

17.7

17.1

18.0

18.4

18.9

18.9

16.9

18.5

19.0

18.5

16.9

17.7

17.9

P16.8

6.8

▲ 0.5

▲ 0.6

2.5

▲ 0.1

2.2

2.1

2.6

1.4

1.4

1.8

0.6

2.8

1.1

1.2

1.2

1.1

P▲ 1.7

98.5

100.0

99.7

99.4

99.8

99.7

99.8

99.9

99.4

99.1

100.4

99.1

97.3

100.3

101.0

101.6

101.2

0.6

1.5

▲ 0.3

▲ 0.3

0.0

▲ 0.4

0.3

0.7

▲ 0.3

▲ 0.5

0.7

▲ 0.2

▲ 1.2

1.7

1.8

1.7

1.4

99.0

100.0

100.9

102.5

103.1

102.7

102.9

103.0

103.2

103.1

102.8

102.7

102.0

103.8

104.2

104.2

104.1

P103.7

0.9

1.1

0.9

1.6

1.7

1.4

1.7

1.8

1.8

1.5

1.4

1.6

1.5

1.2

1.3

1.3

1.0

P1.0

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

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

埼玉県

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

0.74

0.85

1.04

1.23

1.24

1.25

1.26

1.29

1.31

1.33

1.31

1.28

1.27

1.29

1.31

1.37

1.39

1.38

1.09

1.20

1.36

1.50

1.51

1.52

1.53

1.55

1.56

1.59

1.59

1.58

1.59

1.59

1.60

1.62

1.63

1.63

24,898

27,136

30,731

35,167

32,492

35,724

37,298

39,338

36,657

34,385

37,936

38,616

35,711

33,061

36,445

37,063

34,008

36,561

5.0

9.0

13.2

14.4

9.6

16.6

13.5

15.1

13.4

17.9

0.3

5.7

9.8

1.6

9.0

11.4

4.7

2.3

834

863

911

963

922

944

997

1,024

942

922

1,030

1,016

1,011

966

962

966

957

976

5.0

3.5

5.5

5.7

3.5

6.3

5.6

7.1

5.5

9.6

2.3

0.2

3.1

4.6

5.5

0.2

3.7

3.4

10,799

10,573

10,186

10,101

876

804

784

818

866

1,065

845

745

854

804

822

838

882

814

1.4

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

1.0

1.1

1.9

▲ 1.4

0.3

1.2

0.1

0.8

▲ 0.3

▲ 1.8

▲ 2.4

0.8

▲ 1.0

▲ 0.4

201,973

200,491

195,979

196,025

17,179

15,655

14,968

15,888

16,713

20,921

16,826

14,565

16,351

15,564

15,664

16,030

17,002

15,751

0.9

0.4

▲ 0.9

0.0

▲ 0.2

0.6

1.9

▲ 0.7

1.4

1.1

0.4

0.6

0.1

▲ 0.8

▲ 2.0

1.5

▲ 1.6

▲ 0.1

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

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

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

156,168

147,166

152,979

158,237

12,949

10,666

15,221

10,642

12,101

12,334

12,298

14,259

19,300

9,826

10,923

13,002

13,097

10,894

14,421

▲ 1.3

▲ 5.8

3.9

3.4

▲ 2.1

4.9

1.5

▲ 7.3

▲ 7.4

▲ 3.9

▲ 4.5

▲ 5.5

▲ 7.8

▲ 1.1

▲ 1.6

▲ 9.6

1.1

2.1

▲ 5.3

2,860,472

2,704,485

2,801,491

2,943,010

241,127

196,169

276,049

200,547

222,938

228,363

215,058

259,780

378,898

193,585

202,031

252,477

245,068

200,355

265,059

▲ 0.4

▲ 5.5

3.6

5.1

▲ 1.3

2.8

2.3

▲ 4.4

▲ 5.5

0.3

▲ 6.1

▲ 5.1

▲ 4.8

▲ 1.2

▲ 2.4

▲ 7.9

1.6

2.1

▲ 4.0

403

359

354

361

36

35

26

30

18

31

19

34

44

27

25

24

37

30

32

56,640

36,187

65,358

42,138

3,148

6,638

1,720

2,174

2,207

5,212

1,390

5,001

16,670

3,266

2,061

2,815

3,057

11,258

1,508

9,731

8,812

8,446

8,405

714

639

679

733

677

696

635

617

789

650

767

690

702

694

621

1,874,065

2,112,382

2,006,119

3,167,637

109,885

92,375

115,802

95,879

145,663

397,595

104,559

89,979

132,672

95,467

104,399

219,527

112,711

121,268

184,197

99.1

100.0

99.7

100.0

99.8

100.0

100.2

100.1

100.7

101.0

100.6

100.7

100.6

100.7

100.5

100.5

100.8

101.4

101.2

2.8

0.9

▲ 0.3

0.3

0.2

0.5

0.7

0.0

0.7

1.2

1.2

1.4

0.9

0.6

0.3

0.6

1.0

1.4

1.0

99.2

100.0

99.9

100.4

100.1

100.3

100.5

100.6

100.9

101.2

101.3

101.3

101.0

100.9

101.0

100.9

101.0

101.6

101.7

2.7

0.8

▲ 0.1

0.5

0.4

0.7

0.7

0.2

0.6

1.0

1.4

1.5

1.1

0.6

0.7

0.7

0.9

1.3

1.2

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

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

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

97.6

95.5

95.1

93.9

94.6

97.2

95.4

92.4

94.7

94.2

89.9

90.8

95.3

93.0

95.4

93.8

97.8

4.8

▲ 2.2

▲ 0.4

▲ 1.3

0.7

2.7

▲ 1.9

▲ 3.1

2.5

▲ 0.5

▲ 4.6

1.0

5.0

▲ 2.4

2.6

▲ 1.7

4.3

99.0

97.8

97.7

102.0

101.6

102.9

102.3

102.8

103.5

105.4

100.7

102.7

104.1

104.6

104.4

102.5

102.3

102.5

2.1

▲ 1.2

▲ 0.1

4.4

▲ 0.3

1.3

▲ 0.6

0.5

0.7

1.8

▲ 4.5

2.0

1.4

0.5

▲ 0.2

▲ 1.8

▲ 0.2

0.2

170.6

145.3

123.9

124.6

120.1

122.4

120.5

116.1

114.7

115.0

114.9

113.3

115.5

115.0

116.6

113.2

113.5

52.0

▲ 14.8

▲ 14.7

0.6

▲ 0.1

1.9

▲ 1.6

▲ 3.7

▲ 1.2

0.3

▲ 0.1

▲ 1.4

1.9

▲ 0.4

1.4

▲ 2.9

0.3

112.3

112.3

106.4

108.4

108.2

107.6

107.4

110.5

109.8

109.8

109.3

109.9

113.5

112.8

113.5

111.4

111.2

110.8

6.2

0.0

▲ 5.3

1.9

▲ 0.6

▲ 0.6

▲ 0.2

2.9

▲ 0.6

0.0

▲ 0.5

0.5

3.3

▲ 0.6

0.6

▲ 1.9

▲ 0.2

▲ 0.4

3,038

2,376

2,391

3,014

285

328

145

200

229

340

118

325

382

327

392

170

249

202

▲ 10.1

▲ 21.8

0.6

26.1

79.4

32.8

▲ 19.0

▲ 14.8

▲ 13.2

132.1

▲ 23.9

12.4

12.5

45.2

174.4

▲ 49.2

▲ 12.7

▲ 38.3

53,818

50,515

50,753

52,968

4,559

4,718

4,770

4,755

4,464

3,725

3,930

4,359

4,131

4,624

4,193

4,565

4,958

4,204

▲ 4.1

▲ 6.1

0.5

4.4

18.0

▲ 3.3

6.9

16.2

6.3

▲ 10.8

▲ 6.8

0.4

17.5

0.5

▲ 6.8

▲ 5.0

8.8

▲ 10.9

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

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

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

56,504

57,357

61,981

59,617

4,986

5,420

5,435

4,708

5,520

4,701

4,363

4,699

3,863

5,521

4,789

5,777

4,729

5,762

▲ 10.3

1.5

8.1

▲ 3.8

▲ 4.7

▲ 2.9

2.1

▲ 17.8

6.9

▲ 3.5

▲ 5.5

6.5

▲ 8.7

7.5

▲ 2.3

4.1

▲ 5.2

6.3

892,261

909,299

967,237

964,641

83,234

80,562

83,128

83,057

84,703

76,751

66,358

69,071

69,616

84,226

79,539

81,275

82,615

81,860

▲ 9.0

1.9

6.4

▲ 0.3

▲ 2.3

▲ 2.0

▲ 2.9

▲ 4.8

▲ 0.4

▲ 2.1

▲ 13.2

▲ 2.6

▲ 8.3

0.3

1.3

▲ 7.1

▲ 0.7

1.6

15.3

16.8

16.5

17.0

16.7

16.5

17.7

17.3

17.6

17.4

16.5

18.0

17.7

17.7

16.2

17.0

18.0

12.6

▲ 6.9

▲ 2.2

3.1

0.8

2.2

5.7

▲ 4.1

▲ 3.1

▲ 5.7

3.1

0.0

2.2

0.6

3.2

2.4

7.8

17.5

17.6

17.5

17.9

17.7

17.1

18.0

18.4

18.9

18.9

16.9

18.5

19.0

18.5

16.9

17.7

17.9

P16.8

6.8

▲ 0.5

▲ 0.6

2.5

▲ 0.1

2.2

2.1

2.6

1.4

1.4

1.8

0.6

2.8

1.1

1.2

1.2

1.1

P▲ 1.7

98.5

100.0

99.7

99.4

99.8

99.7

99.8

99.9

99.4

99.1

100.4

99.1

97.3

100.3

101.0

101.6

101.2

0.6

1.5

▲ 0.3

▲ 0.3

0.0

▲ 0.4

0.3

0.7

▲ 0.3

▲ 0.5

0.7

▲ 0.2

▲ 1.2

1.7

1.8

1.7

1.4

99.0

100.0

100.9

102.5

103.1

102.7

102.9

103.0

103.2

103.1

102.8

102.7

102.0

103.8

104.2

104.2

104.1

P103.7

0.9

1.1

0.9

1.6

1.7

1.4

1.7

1.8

1.8

1.5

1.4

1.6

1.5

1.2

1.3

1.3

1.0

P1.0

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

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

埼玉県

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

資料出所

0.74

0.85

1.04

1.23

1.24

1.25

1.26

1.29

1.31

1.33

1.31

1.28

1.27

1.29

1.31

1.37

1.39

1.38

1.09

1.20

1.36

1.50

1.51

1.52

1.53

1.55

1.56

1.59

1.59

1.58

1.59

1.59

1.60

1.62

1.63

1.63

24,898

27,136

30,731

35,167

32,492

35,724

37,298

39,338

36,657

34,385

37,936

38,616

35,711

33,061

36,445

37,063

34,008

36,561

5.0

9.0

13.2

14.4

9.6

16.6

13.5

15.1

13.4

17.9

0.3

5.7

9.8

1.6

9.0

11.4

4.7

2.3

834

863

911

963

922

944

997

1,024

942

922

1,030

1,016

1,011

966

962

966

957

976

5.0

3.5

5.5

5.7

3.5

6.3

5.6

7.1

5.5

9.6

2.3

0.2

3.1

4.6

5.5

0.2

3.7

3.4

10,799

10,573

10,186

10,101

876

804

784

818

866

1,065

845

745

854

804

822

838

882

814

1.4

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

1.0

1.1

1.9

▲ 1.4

0.3

1.2

0.1

0.8

▲ 0.3

▲ 1.8

▲ 2.4

0.8

▲ 1.0

▲ 0.4

201,973

200,491

195,979

196,025

17,179

15,655

14,968

15,888

16,713

20,921

16,826

14,565

16,351

15,564

15,664

16,030

17,002

15,751

0.9

0.4

▲ 0.9

0.0

▲ 0.2

0.6

1.9

▲ 0.7

1.4

1.1

0.4

0.6

0.1

▲ 0.8

▲ 2.0

1.5

▲ 1.6

▲ 0.1

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース



Town Scape
タウンスケープ

2221 埼玉りそな経済情報2018.11埼玉りそな経済情報2018.11

新座市長　並木 傑氏

●JR武蔵野線　新座駅
　東武東上線　志木駅
●関越自動車道　所沢ＩＣから市役所まで約5㎞

主な交通機関

資料:｢平成29年埼玉県統計年鑑｣ほか

さいたま市

新座市概要
人口（平成30年10月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成30年1月1日現在）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（商業統計）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

165,434人

74,294世帯

45.2歳

22.78㎢

188所

1,248.4億円

703店

1,925.3億円

94.4％

85.8％

はじめに
新座市は都心から25㎞圏内、埼玉県の南部

に位置し、東は朝霞市、南は東京都練馬区、西
東京市、西は東久留米市、清瀬市、所沢市、北は
志木市、三芳町に接している。市域の約半分が
東京都に接しており、市内にあるＪＲ武蔵野線新
座駅、東武東上線志木駅のほか、朝霞台駅、西
武池袋線清瀬駅、ひばりヶ丘駅も市域に近く、バ
ス便も利用できる。交通の利便性が高く、都心へ
のアクセスが良いことから、住宅都市として発展
してきた。
一方、豊かな自然にも恵まれている。新座市は

武蔵野台地の一角にあり、北西部には柳瀬川、南
東部には黒目川が流れている。市の中心部は野
火止台地といわれ、広大な雑木林や用水路など
武蔵野の風情を残し、懐かしい気分を味わうこと
ができる。
市のほぼ中央に、臨済宗の名刹平林寺がある。

同寺は大河内松平家の菩提寺として、1663年に
岩槻から移設されたもので、臨済禅修行道場とし
て知られている。また、市内を南北に野火止用水が
流れている。野火止台地開拓のための飲料水確保
を目的として、1655年に川越藩主松平伊豆守信
綱が命じて開削された。汚染が激しく流れを止めた
時期もあったが、現在はきれいな水が流れ、遊歩道
や親水公園が整備されるなど市民の生活にうるお
いを与えている。

東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた取組
東京2020オリンピック・パラリンピックでは、新座

市、朝霞市、和光市、練馬区に広がる「陸上自衛隊
朝霞訓練場」で射撃（ライフル射撃・クレー射撃）が
行われる。オリンピックは、サッカー、バスケットボー
ル、ゴルフ、射撃の4競技が県内で行われるが、パ
ラリンピックは射撃が唯一、県内の会場で行われる。
また、ブラジルオリンピック選手団の事前トレーニ

ングキャンプが行われる予定となり、新座市はブラジ
ルの「ホストタウン」として登録された。事前トレーニ
ングキャンプは立教学院新座キャンパスのスポーツ
施設や総合運動公園陸上競技場などで行われる。
東京2020オリンピック・パラリンピックは市民が世

界のトップアスリートの競技を身近で体感できるだけ
でなく、国内外の多くの人が新座市の魅力や文化に
触れられる絶好の機会となることから、市では関係団
体と連携・協力しながら準備を進めている。また、気運

醸成事業として、商店街の街灯へのフラッグの掲出
や、市内各種イベントへの大会ＰＲブース、競技体験
ブースなどの出展を計画している。そのほか、市内小
中学校においては、ビームライフル体験会や、オリン
ピック・パラリンピック教育を実施している。

進む都市基盤整備
新座市では、「快適みらい都市」の実現に向けて、

都市基盤整備が進められている。
「大和田二・三丁目地区土地区画整理事業」は、
新座市の北西部、国道254号の西側に接し、関越
自動車道所沢ＩＣから東へ約2㎞、ＪＲ武蔵野線新
座駅から北西へ約1.5㎞に位置する約49.5haの
土地区画整理事業。非常に交通利便性の高い土
地ながら、市街化調整区域であったことから有効に
利用されていなかった。産業系の土地利用促進を
目的として、物流施設および商業施設の立地が決
定し整備が進められている。
また、「新座駅北口土地区画整理事業」も並行し
て進められている。同地域は国道254号の東側、ＪＲ
武蔵野線新座駅北口に接する約31.6ha。新座駅
を中心とした、新たな「都市拠点」として、活力と賑
わいのある商業空間の創出、駅近接地における中・
高層住宅の計画的な誘導、現存する緑と調和した
良好な住環境の創出を図ることを目的としている。
新座駅周辺に加え、市内に立地する東武東上線

志木駅の南口駅前広場の整備工事も行っており、市内の小学校で行われたビームライフル体験会 志木駅南口駅前広場完成イメージ

朝霞市所沢市
三芳町 志木市

新座市 住んでみたい・ずっと住み続けたい・
魅力ある快適みらい都市　新座

市長のメッセージ
本年度は、市役所新庁舎の第２期工事の推進、新座駅北口及び大和田二・三丁目地区
土地区画整理事業や志木駅南口周辺整備など大型プロジェクトに全力で取り組んでい
るところです。
また、新座市は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の射撃の競技会場で
あり、ブラジル連邦共和国の事前トレーニングキャンプ地とホストタウンに選ばれました。
新座市は、「住んでみたい・ずっと住み続けたい・魅力ある快適みらい都市」の実現を

目指し、あらゆる世代の皆様にとって、“みらい”に希望の持てるまちづくりを更に進めて
まいります。

地下駐輪場の整備や、ロータリー中心部に緑地帯
を設置し、武蔵野の雑木林の面影を残した緑豊か
な「新座」をイメージさせる空間づくりを進めている。

シティプロモーションの推進
新座市では、市内に住む方にも訪れた方にも喜

んでもらえる観光都市の実現に向けて、見どころを
巡るウォーキング環境の整備や、新たな特産品づく
りなどを進めてきた。また、四季折々のお祭りやイベ
ントも盛んに行われている。
更なる発展を遂げるため、「住んでみたい、住み

続けたい」まちとして選ばれるべく、本年１月に市の
ブランディングを担う専門部署として「シティプロ
モーション課」を設置した。観光の切り口だけでなく、
様々な地域の魅力を掘り起こすとともに、その魅力
を効果的に発信、浸透させることにより、市のブラ
ンドイメージの向上に努めている。 （吉嶺暢嗣）

新座市
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新座市長　並木 傑氏

●JR武蔵野線　新座駅
　東武東上線　志木駅
●関越自動車道　所沢ＩＣから市役所まで約5㎞

主な交通機関

資料:｢平成29年埼玉県統計年鑑｣ほか

さいたま市

新座市概要
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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）
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舗装率
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45.2歳
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188所

1,248.4億円

703店

1,925.3億円

94.4％

85.8％
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外国人住民数

資料：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」
（注）人口に占める割合は、各市町村の総人口（日本人住民＋外国人住民）に対する割合

市町村名
人口に
占める割合
（％）

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

外国人
住民数
（人）

1.8

2.2

1.5

5.5

1.7

0.8

1.5

1.1

1.6

2.8

2.3

1.5

1.5

2.4

1.3

1.9

1.4

2.5

1.8

8.2

4.9

1.3

22,952

7,632

3,069

33,279

1,404

541

5,071

848

1,820

2,202

2,065

3,605

2,339

1,332

1,565

2,736

3,218

6,306

5,995

6,100

6,748

1,899

8.5

10.3

5.7

11.0

7.1

4.2

7.9

8.0

12.6

2.3

13.0

7.5

11.7

12.6

11.3

6.7

11.7

8.7

10.4

15.9

8.0

10.6

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴 ヶ 島 市

日 高 市

吉 川 市

ふ じ み 野 市

白 岡 市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

(平成30年1月1日現在）

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

市町村名 市町村名

自治体におけるSDGsへの取り組み～地域の社会的課題を考えるシリーズ

彩論  埼玉県商工会連合会 会長 三村 喜宏 氏
 中小企業・小規模事業者への積極的な支援を

ズームアップ  株式会社アカシエ
地域研究レポート  

ジェンダー平等で女性も男性も暮らしやすい社会に
  ～SDGs達成に向けたこれまでの歩みとこれから～

調査   埼玉県における産業動向と見通し
 生産は緩やかに持ち直しており、先行きも持ち直しの動きが続くとみられる

アンケート調査  埼玉県内企業の2018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   新座市
 住んでみたい・ずっと住み続けたい・魅力ある快適みらい都市　新座

市町村経済データ

平成30年1月開庁の新座市役所新庁舎（新座市）

November 2018  No.179 11月号

前年比
（％）

人口に
占める割合
（％）

外国人
住民数
（人）

2.6

2.3

2.9

1.9

0.9

1.7

0.6

3.6

2.0

2.7

1.0

2.6

1.9

1.6

1.5

2.0

2.2

0.8

2.3

0.9

1.8

1.4

3,606

1,773

2,380

3,189

657

2,636

435

3,162

2,249

3,788

593

2,609

974

1,137

828

1,482

2,478

401

157,103

385

704

464

11.5

9.0

11.0

12.6

8.8

17.7

3.8

10.1

12.3

9.5

16.0

6.7

7.6

8.3

16.5

11.3

10.7

6.6

10.0

14.6

16.6

8.4

前年比
（％）

人口に
占める割合
（％）

外国人
住民数
（人）

1.4

2.4

2.3

0.8

1.5

0.7

0.8

1.2

0.7

0.7

0.7

0.9

0.4

1.0

2.4

3.8

1.3

1.2

1.1

1.0

1.4

2.2

166

457

411

239

302

137

109

138

59

68

48

102

11

109

327

1,190

426

410

505

312

7,079

164,182

56.6

22.2

10.8

2.1

18.0

3.8

6.9

11.3

3.5

23.6

9.1

8.5

0.0

5.8

5.8

7.7

▲ 0.7

8.5

10.3

5.4

10.5

10.0

前年比
（％）

1

2

5

9

15

17

19

21

裏表紙


