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論

“内なるグローバル化”ウーマノミクス
推進の必要性について考える

社団法人埼玉県経営者協会会長 西村 和義 氏

わが国は、既に人口減少社会に突入し、
2060年には総人口が9,000万人を割り込む見
通しとなっています。この人口減少の主要因
は、少子化の進行であり、現在合計特殊出生
率は1.39と下げ止まった感はあるものの、人
口維持に必要な2.08には遠く及ばず、加えて、
今後も出産適齢期人口が大幅に減少すること
を考慮すると、わが国の人口減少を食い止め
られるのは22世紀になる見込みであります。

さらに、生産年齢人口は総人口を大幅に上
回るペースで減少、これは労働力の減少を通
じて、経済成長の抑制と消費者層の減少によ
る内需減少という、日本経済の需給両面に大
きな影響を及ぼすものと考えられます。

実際、経済成長と労働参加が適切に進ま
ない場合、2030年の就業者数が2010年比で
845万人の減少、経済成長と労働参加が適切
に進むケースでは、213万人の減少にとどまる
との試算も出ており、経済成長とともに、女性
のM字カーブの解消、若年者等の就労・定着
支援、加えて高齢者の労働力率の向上への取
り組みが極めて重要であることがわかります。

ここで、埼玉県の将来に目を転じますと、人
口増加というアドバンテージは早晩なくなり、
今後全国最高速ペースで高齢化が進行。今後
25年間に生産年齢人口が117万人減少し、社
会保障コスト負担の大きい65歳以上人口が
65万人増加する見込みであり、行財政、産業
全般にわたり大きな影響がでることが確実で
あります。

このような状況認識の下、弊会では、将来
にわたって活力ある社会を実現する観点から
女性の就業環境の整備に加えて、ポジティブ・
アクションなど女性社員の戦力化を目指した
“ウーマノミクス”の推進が不可欠であると考
え、平成24年度より「ウーマノミクス推進委員
会」を新設いたしました。

具体的な取組みとしては、「女性の活躍推
進のキーワードはポジティブ・アクション」、「女
性の活躍が職場にイノベーションを引き起こ
す」等をメインテーマに、基調講演、事例発表、
コーチング等、様々なプログラムを実施してき
ています。

しかし、残念なことに経営者自らが参加す
るケースは少なく、人事担当課長など、中間管
理職を派遣するケースが大半であります。ウー
マノミクスの推進には経営者自らの不断の取
り組みが不可欠であり、このままでは、労働力
の減少を通じて、経済成長の抑制と消費者層
の減少による内需減少というマクロ的な課題
の改善を図れないだけではなく、長期的な日
本経済の変化を踏まえ、企業変革を遂げると
いうミクロ的な視点でも、不十分な結果に終
わるような気がしてなりません。

今こそ、海外進出という“外に向けたグローバ
ル化”ではなく、女性に積極的に活躍の場を提
供するという“内なるグローバル化”を経営者が
真剣に考え、そして実行・実現していく時期にき
ているのです。ウーマノミクス推進に向けた経営
者の皆様の積極的な取組みを期待しています。
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採用・教育した社員にしっかりと権限を与え、お
客さまの細かいニーズに対応した営業を行って
いるのです」

社員には責任感と能力の高さが求められるが、
それを育んでいるのが、同社の“人づくり”である。

	回転率重視で金融危機も乗り切る

同社は平成2年、有限会社ケイアイプランニン
グとして設立。塙圭二社長が22歳で独立して、
不動産仲介業からスタートした会社である。

仲介では、物件について調べ上げたことを隠

新築の家を購入するなら多少の無理はあたり
まえ。かつてはそう考えるのが普通だった。しか
し、最近、その感覚は変わってきたという。
「家を買うのでも決して無理をしない。高品質

でかつ低価格な住宅を求めるのが今のお客さま
です。『高品質で低価格』はどこの業者でも謳っ
ていますが、それが本当に具現化されているか
どうかを、お客さまはブランドに惑わされずにし
っかり見抜きます」（塙圭二社長）

本庄市に本社を置くケイアイスター不動産株式
会社は、埼玉、群馬、栃木、茨城など北関東を中
心に、分譲住宅と注文住宅合わせて年間1,000
棟近くの新築住宅を供給。特に、群馬県内での
新築分譲戸建ての販売数はトップを誇る。また、
平成23（2011）年からは東京での分譲戸建て販
売を、24年からは横浜での注文住宅販売を始め
るなど、関東全域での事業拡大を進めている。
「当社の強みは自社販売にあります。施工だけ

をして販売は外注にまかせるのではなく、自社で

関東全域で注文住宅と分譲住宅の1,000棟体制を計画。
業界の地位向上のため、「日本一の憧れの会社」を目指す
平成2年の設立以来、北関東エリアを中心に、高品質・低価格、そしてデザインにこだわった分譲住宅や
注文住宅で業績を伸ばしてきたケイアイスター不動産。東京や横浜への進出も果たして、関東全域での
事業を展開しはじめた同社の急成長は、「豊・楽・快（ゆたか）」の創造という同社の理念に基づいた
人材育成の成果である。

代表取締役 塙 圭二 氏

代表者 代表取締役　塙 圭二
設立 平成2年11月
資本金 8,700万円
従業員数 356名（平成24年4月現在）
事業内容 戸建分譲事業／注文住宅事業／分譲マンション事業／総合不動産流通事業／アセット

事業／管理事業／宅地造成
所在地 〒367-0035 埼玉県本庄市西富田762-1

TEL 0495-27-2525　FAX 0495-25-7272
URL  http://www.ki-group.co.jp

ケイアイスター不動産株式会社

本庄市にある本社
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した翌年に最高益を出すことができた。

	「豊
ゆ

・楽
た

・快
か

」の創造

注文住宅においても、建材や設備の分譲住宅
との一括仕入れ、そして工期の短縮などにより
低価格を実現。イタリアンテイストのデザインが
特徴の「ドムスデザインC

カ ー ザ

ASA」、分譲住宅で培
ったノウハウをもとに「無理しない。でも、妥協し
ない。870万円からの家づくり」をテーマにした
規格型注文住宅「はなまるハウス」などで高い評
価を得ている。
「分譲と注文で年間1,000棟は、もう今年度実

現間近です。8年後の2020年を目処に、2 ,000棟
体制を目指しています」

同社は新築戸建てだけでなくマンション販売
や中古住宅のリフォーム販売も手掛け、それぞ
れ業績を伸ばしており、平成24年3月期には全
体で過去最高の売上高も達成した。
「短期的な業績は、優れた営業マンが何人か

いれば上がります。しかし、長期的に成長してい
くには組織としての強さが必要です。そのために
は会社が理念を持たなければなりません」

その理念とは、当社に関わるすべての人の「豊
かで楽しく快適な暮らしを目指す『豊・楽・快（ゆ
たか）』を創造し続ける」ことだと言う。

	女性の個性が発揮できる職場

これまでの業界は「いかに売るか」だけが営
業マンの目的となりがちで、「売れればいい」と不
具合のある物件でも平気で販売する例が決して
珍しくはなかった。
「しかし、住宅に関わる業務の本当の意義は、

家を一軒売ることで、お客さまはもちろん、地域
の皆さま、お取引先、職人、そして社員の一人ひ
とりまでもが豊かになることにあります。それを
モチベーションにでき、会社とともに自分が成長

さずにすべて告知した上で取引することを心掛
け、それが顧客の信頼を得て、本社を置いた本
庄市に隣接する群馬県、そして栃木県を中心に
規模を拡大。平成6年には建て売り分譲へと業
容を広げ、平成18年、現社名に変更した。

分譲では高品質・低価格の住宅供給を推進。
家事のしやすさを追求した「mammaの家」、収
納スペースを増やした「オルエ」、個々の住宅だけ
でなく、分譲地全体や地域の絆を育む「きずな
たうん」などの商品を次 と々開発してきた。

また回転率の改善を徹底し、90日を超す完成
在庫は実質ゼロにしているのも大きな特徴だ。
「不動産業は借り入れに依存しているので、長

く持っていていいことはありません。回転スピー
ドは当社において非常に重要な項目で、より多く
回転させることによって利益は後からついてくる
と考えています」

リーマン・ショックの際には、損をしてでも速や
かに在庫を捌くことをいち早く決断。混乱した市
場環境から距離を置き、身軽な状態からスタート

分譲住宅の街並み

「ドムスデザインCASA」本庄展示場
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人 による 一 貫
施工も可能とな
り、さらに高品
質で低価格な
商品を提供する
ことを狙う。長
期的には、供給
する物件の3～
4割を自社の職
人で施工するの
が目標だ。

	業界全体の地位を上げる

塙社長は、雑誌やWebに載っている「人気企
業ランキング」で、不動産・住宅業界の企業が上
位に出てこないことに悔しさを覚えると言う。そ
こで志してきたのが、「日本一の憧れの会社」に
なることである。

日本一の憧れの会社とは、同業他社から、あ
るいは同業以外からも、ケイアイスター不動産の
ようになりたいと憧れられる会社。また、業務内
容にかかわらず、働きたい人からぜひ入社したい
と憧れられる会社のことだ。
「お客さまのことを考えた商品づくりと人材教

育ができれば、それは十分可能です。当社がベ
ンチマークとなれば、業界全体も良くなって、当
社以外から住宅を買う人も満足できるようになる
はずです。そうやって、業界の地位を上げていき
たいのです」

塙社長は、自社ではなく業者に販売をまかせ
る場合でも、エンドユーザーにとっての価格は同
じであるべきだとの考えを持っている。

同社の進めてきたさまざまな取り組み、そして
この不況下で急成長を遂げた実績は、「業界の
地位向上を図る」という言葉も、決して大風呂敷
ではないと納得させるに十分だ。

していける人材の育成が大切です。自分の数字
だけが目的になると離職率が高くなります。たと
え結果を出していても、会社の理念、方針に共感
できない人は必要ありません」

業界の平均離職率が年間20～30％と言われ
る中、同社の離職率は10％弱とかなり低く、その
理念が社員に浸透していることがうかがえる。
「営業を含めて女性が多いことも業界の中で

は珍しいでしょうね。しかし、家を買うときには
女性が決定権を持っている場合が多く、特に注
文住宅には女性の持つ柔らかな雰囲気や発想
が向いています。今年10月には女性が所長で、ス
タッフもすべて女性の総合展示場をつくりました」

なお、同社の女性社員が産休後に復職する率
は、ここ3年間100％となっている。

	ゆとり世代の戦力化

同社では中途採用も行うが、旧来の業界の慣習
に染まっている恐れがあることから、不動産業の
経験者は基本的に採らないという。そして、数年以
内に営業は100％新卒にすることを目指している。

今の新卒はいわゆる「ゆとり世代」である。同
社では過小評価されがちなゆとり世代に対し、
その仲間意識や帰属意識の強さからくるチーム
力を評価しつつ、一方で彼らの弱点である「自分
から何かをつかみにいく意識の弱さ」を、内定者
研修の段階で徹底的に鍛え上げるという。知識
やテクニックは現場で学ぶもので、自分から働き
かける姿勢さえできていれば、現場で自分から
学んでいけるとの考えからだ。

また、業界では、戸建て住宅建築に欠かせな
い職人が高齢化し、将来、人手不足になること
が懸念されている。そこで同社では、平成24年
度から社員クラフトマン制度を導入。工種ごとに
職人を社員として雇用し、育成することにした。
これにより、自社の施工仕様に慣れた社員＝職

分譲マンション「ヴィラーヌ国分寺」
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はじめに

平成24年11月9日さいたまスーパーアリーナで
開催された「さいたま市商工見本市（コラボさい
たま）」で、さいたま市CSRチャレンジ企業認証
式が行われた。

このさいたま市CSRチャレンジ企業認証制度
は、今年度さいたま市が中小企業施策の柱とし
て創設した制度である。CSRにチャレンジする意
欲ある市内の中小企業をさいたま市が認証する
もので、「CSR＝企業経営そのもの」という視点
に立って行政が責任を持って直接、認証する点、
企業のCSRへの取り組みのプロセスを重視する
点で、全国でも初めての取り組みである。

昨今、ビジネスの世界でCSRという言葉をよ
く耳にするようになった。CSRとはCorporate 
Social Responsibilityの略であり、日本語では、

「企業の社会的責任」と訳される。しかし中小企
業にはまだまだ定着しておらず、CSRを誤認して
いる中小企業が多 あ々る。

だが、中小企業に対して大手企業からいわゆ
るCSR調達（CSRの取り組みを、調達先の企業
にも求めること）の要請なども見られ、今やCSR
は中小企業も避けて通れない時代になった。

そこで、さいたま市CSRチャレンジ認証制度に
おけるさいたま市の取り組みを通して中小企業と
CSR、行政のCSR支援について考えてみたい。

CSRを取り巻く動き

CSRは経済的健全性と社会的健全性を両立
させる考え方であるがその概念は決して新しい
ものではない。古くは300年前の近江商人の商

行政はどう支援すべきか「企業の CSR 」
さいたま市CSR チャレンジ企業認証制度 主席研究員

間藤 雅夫

いの哲学である「三方よし（売り手よし、買い手よ
し、世間よし）」もCSR的な考えである。

2001年の米国エンロン社の不正経理操作事
件を皮切りに企業のあり方が問われ、日本でも
企業のグローバル化や環境問題への関心の高ま
り、消費者の価値観の多様化などが進んだこと
で、企業の評価軸として CSRが普及、スタンダー
ド化。そしてCSR元年と言われる2003年のリコ
ーを皮切りに大手企業がこぞってCSR経営を導
入した。さらに、2010年11月1日、持続可能な発
展・開発への貢献を促すことを目的に、社会的責
任の世界基準とされる「ISO26000」が国際標準
化機構（ISO）から発行された。ISO26000は「認
証規格」ではなく「ガイダンス文書」だが、社会的
責任を実践する上で、企業にとってはグローバル
な共通テキストとなっている。

2012年3月現在の日本企業の売上ランク上位50
社のホームページを確認したところ50社全社が
CSR調達を実施している。CSRは大手企業には既
に浸透しており、さらに関係先にもCSRの要請を
行っている。今後中小企業にとってCSRは避けて
通れないものになることは間違いないと思われる。

ISO26000の原則と中核課題

◆ISO26000の7つの社会的責任の原則
 ①説明責任　②透明性　③倫理的な行動
 ④ステークホルダーの利害の尊重
 ⑤法の支配の尊重　⑥国際行動規範の尊重
 ⑦人権の尊重
◆ISO26000の7つの中核課題
 ①組織統治　②人権　③労働慣行　④環境
 ⑤公正な事業慣行　⑥消費者課題
 ⑦コミュニティへの参画及びコミュニティの発展
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行政主体で CSR支援に取り組む　
さいたま市

①CSRに関するさいたま市企業の実態
さいたま市では、平成23年10月にCSR活動

認証制度の設計にあたり市内企業2 ,000社を対
象にCSR活動の現状を調査（回答596社）。

その結果、「言葉は聞いた事がある」28 .0％、
「知らない」が21.6％で、約半数がCSRを認知し
ていないことがわかった。また、「CSRは環境問
題や社会貢献である」と誤認するなど中小企業
に定着していないことが明らかになった。

② さいたま市が中小企業のCSR支援に取り組む訳
企業が直面するCSR上の課題は、さいたま

市にとっても実は大きな政策課題である。特に
「ESG問題（※1）」といわれる環境・社会・組織統
治に関する問題は、企業もさいたま市もそれぞ
れの立場を踏まえ協働して取り組んでいかなけ

ればならないものである。
さらに、市内の事業所の約99 .7％が中小規模

の事業所である。大企業が中心的に取り組むも
のと思われがちなCSRは、実は中小企業こそが
取り組むことで、社会的健全性が高まり、多くの
企業や地域の活性化につながっていく。
③CSR支援に込めたさいたま市の想い

中小企業がCSRに取り組む際には、大企業や
他の企業のマネをする必要は全く無い。大事な
のは、自らの経営理念や企業規模、特徴、得意
分野をきちんと把握し、自分の会社の「やるべき
こと」と「できること」を区別し、実践することで
ある。但し、最低限全ての企業に求められること
はきちんと取り組む。

活力にあふれ地域社会に末永く必要とされ、大
切にされる企業が、1社でも多く存続することがさ
いたま市の願いであり想いである。そして、企業の
持続可能な成長・発展にCSRが欠かせないと考え、

「CSRを産業振興の新たなキーワードとして取り組
んでいきたい」というのがさいたま市の考えである。

全国初	 	中小企業の CSR促進に　
向けた解説書「CSRチェックリスト」

①さいたま市のCSRの定義
CSRは、企業統治や財務状況、労務管理、顧

客・取引先への対応等、日常の活動が重要な要
素になっており、「CSR＝企業経営そのもの」であ
る。さいたま市では、CSRを「企業自らの事業活
動の維持拡大を図りつつ、社会的健全性を両立
させた経営の実践」と定義している。

そして、市内中小企業のCSRの取り組みを促
進させるため、「CSRチェックリスト～中小企業
のためのCSR読本～」を作成した。
②CSRチェックリストの構成と狙い

CSRチェックリストは、ルールを守りつつ、収
益を上げる企業存続の必須要件である「守る
CSR」が30項目と、事業活動のプロセスと結果

※1　ESG問題とは、
E＝Environment：環境問題
S＝Social：社会問題
G＝Governance：組織統治
①環境問題：規制を無視した環境負荷問題等
②社会問題：人権問題、職場環境の配慮等
③組織統治： コンプライアンス、経営の透明化、

情報開示、不祥事対応等
いずれも事業活動にあたり配慮や責任が求め
られる重要課題。

さいたま市内企業のCSRの認知度
無回答  2.7％ 

知らない
21.6％ 

言葉は
聞いた事はあるが
内容は知らない
28.0％ 

概要は知っている
31.9％ 

よく知っている
15.8％ 

資料：さいたま市CSR活動認証制度設計に関する調査研究
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を通じた企業価値の創造につながる「伸ばす
CSR」が60項目合計90項目から構成される。

CSRチェックリストは、中小企業が、自らの事
業活動の維持・拡大を図りつつ、社会的健全性
を両立させた経営の実践を図るためのヒント集
的位置づけであり、「CSR＝企業経営」という視
点から経営のあらゆるプロセスにおけるCSR的
な考え方、具体的行動例を提示している。そして、
このチェックリストを確認することで日頃の企業
の取り組みが実はCSRにつながっていることに
気づいてもらうことを狙いとしている。そして何
度も繰り返し参照することで、自社のCSR経営
の向上につながるのである。

③認証されたのはどんな企業か
先ず何よりも、CSRを実践する意欲が十分に

あること。単に認証が目的はなく、認証後もCSR
目標・計画を定めて実行できる、他の認証企業と
相互研鑽を図ることができる企業であること。

そして一定の取り組み実績を有すること、CSR
チェックリストで一定の基準（守るCSRの50％以
上に該当し、かつ伸ばすCSRの20％以上に該

当）を満たしていることが認証の条件である。
今回の認証企業は15社。業種は製造業、建

設業が多く、小売・卸や飲食業はなかった。
従業員規模は、従業員4人の企業から従業員

1,041人の企業までと幅広い。

さいたま市CSRチャレンジ認証企業
の現地調査でわかったこと

●認証企業15社のCSRに対する想い
今回の認証企業15社のCSRに対する想いを

まとめると以下の通り。
①CSRは既に企業選択の基準となっている

取引先からのCSR調達要請や官公庁の入札に
より、CSRに取り組む重要性を感じている。実際に
大手メーカーからCSRを行っているか否かの問い
合わせがあったり、新卒採用時に学生からCSR
の取り組みの質問が出たり、中小企業もCSRを避
けて通れない時代になったと実感している。
②CSRに対する誤認がある

今回の現地調査では、CSRについて誤った認
識を持っている経営者・従業員が多いことがわ
かった。例えば、「CSRは大企業が実施するもの
で中小企業には関係ない」、「CSRの実施にはカ
ネと労力がかかる」、そして最も多いのがCSR＝

さいたま市CSRチェレンジ企業認証企業一覧
企業名 設立年月日（西暦）資本金（千円）従業員数 業種

㈱アイピーオー 2002/4/1 10,000 5 総合コンサルタント業

㈱アグリクラスター 2008/8/5 24,000 6 自然エネルギー活用システム開発・
企画・設計

㈱エイ・エス・エイ・ピイ 1999/2/18 20,000 20 半導体製造装置、半導体素子製造
販売

㈱サイサン 1954/9/20 95,400 1,041 ガスエネルギー供給・販売等

㈱シューピッド 2006/9/21 10,000 9 靴インソール加工・義肢装具製作

㈱第一金属製作所 1986/1/8 10,000 30 医療機、コンピュータ周辺機器等
精密板金加工及び組立

㈱デジタルベリー 2004/8/1 10,000 14 デジタルカタログ等作成

日本自動機工㈱ 1950/10/24 80,000 68 各種水門等遠隔監視制御システム
企画・設計・製造

㈱ハーベス 1988/4/14 50,000 101 特殊潤滑剤等製造販売

㈲氷川工作所 1971/10/1 3,000 6 精密部品加工、冶工具設計製作

望月印刷㈱ 1956/6/19 99,500 100 総合印刷業

㈱ユーディケー 1947/6/18 100,000 160 土木工事、建設工事

㈱RIKNETWORKS 2006/11/30 5,000 4 ポータルサイト構築システム開発

和光建設㈱ 1950/11/30 92,500 59 土木建築、衛生・暖房・配管等工事

㈱渡辺製作所 1966/1/28 20,000 55 通信用接続機器開発・製造・販売

CSRチェックリストの全体構成

社会貢献・地域協働一般
教育・文化・スポーツ

安全・安心
環境経営
地域志向

調達
製品及びサービスの提供
社外コミュニケーション

環境経営
労務管理

社内コミュニケーション
経営革新

調達以外の商慣習

環境経営
調達

製品及びサービスの提供

労務管理
情報セキュリティ
企業統治
企業風土

何をするか
小分類

誰に対して何のために
中分類大分類

地域社会

企業外部

企業内部

地域社会

企業外部

企業内部

守
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ

伸
ば
す
Ｃ
Ｓ
Ｒ

「
守
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
」
か
ら
「
伸
ば
す
Ｃ
Ｓ
Ｒ
」
へ
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

資料：CSRチェックリスト（さいたま市作成）～中小企業のためのCSR読本～
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社会貢献とかCSR＝環境保全などCSRの一部
を捉えてCSRを行っているとの誤認が見られた

（確かに環境問題や社会貢献はCSRの柱の一
つではあるがCSRの全てではない）。

これらの誤認については、今回のチェックリストの
確認を通してCSRの理解が相当進んだと思われる。
③CSR＝企業経営そのものという視点を持つ

CSRに対しての誤認がある一方で、CSR＝企
業経営という視点を持ち、経営のあらゆるプロセ
スでCSR的考え方を取り入れ、経営理念をはじ
め最低限社内で共有すべき事項を盛り込んだポ
ケット版小冊子を作成し従業員に携帯させ従業
員への浸透を図っている企業がある。
●CSRチャレンジ企業認証制度に対する評価

今回の認証企業15社のCSRチャレンジ企業
認証制度に対する評価をまとめると以下の通り。
①信用力のある第3者の正当な評価に高い期待

中小企業は、大企業と違って普段第3者の目に
晒されることが少ない。中小企業にとって、信用
力ある第3者に正しい評価を得ることで自分勝
手ではない評価を得られ、自社の信用力につな
がる。CSRチャレンジ企業認証制度は、さいたま
市という信頼性の高い第3者による企業評価で
あることから、CSR経営実施企業としてのPR、達
成している箇所、未達の箇所を正直に公表するこ
とで、企業の信用力が高まることに期待している。
②チェックリストの有効性に高い評価
「チェックリストの確認を通して今後やるべきこ

とがはっきりした」、「チェックリストの項目を基に
CSR経営の土台を固めたい」とする声があり、企
業経営を継続する上で欠けていることを自ら気
づく良い機会と捉えている。さいたま市が考える
チェックリストの狙いは、日頃の企業での取組が
CSRにつながることに気づいてもらうことであり、
一定の効果があると考えられる。
③従業員に対する効果に高い評価
「CSRチャレンジ企業として認証されることで

社員のモチベーションの向上や会社を誇りに思
うようになる」という社内や従業員に対する効果
を評価している。
④目標達成、課題解決へのニーズの明確化

チェックリストの確認でCSR経営の実践とし
て達成出来ていない事項が明らかになった。そ
の未達事項や課題の解決のため、更には今回各
企業が設定したCSR経営の目標について専門
家のアドバイスを得ながら達成したいというニー
ズがある。

CSRチャレンジ企業認証制度の　
今後に向けて

CSRが企業に普及しつつある中、CSRチャレ
ンジ企業認証制度の今後の取り組みについて注
目されるところである。
①制度の継続性と制度自体の知名度アップ

中小企業1社ががんばっても世の中は変わら
ない。CSRチャレンジ制度が中小企業全体に広
がらないと意味がない。そのためには、認証して
終わりでなく継続性のある支援をすることで認
証制度自体の魅力向上や知名度向上のための
PRを行う必要がある。
②「さいたま市CSRコミュニティ」の創設

今回の認証企業に対する支援の中心となるの
が、「さいたま市CSRコミュニティ」である。これ
は、CSR経営に関する勉強会やCSR課題に応じ
たコンサルティング、企業交流会を開催し、CSR
に取り組む中小企業が切磋琢磨し、他社のCSR
活動事例やアイデア等を共有できる場の提供を
予定している。こうした場を通して、中小企業に
CSRを浸透させていくことが必要である。

CSRは、企業選択の新しい基準として注目さ
れつつあるが、正直言って中小企業にはまだま
だ普及していない。今回のさいたま市の取り組み
により1社でも多くの中小企業がCSR経営の実
践に取り組むことを期待したい。



9 ——埼玉りそな経済情報2012.12

調 査 ◦

埼玉県製造業の海外進出をどう捉えるか

はじめに

ギリシャの財政危機に端を発した欧州債務問
題などにより歴史的な円高が続いている。この
円高を背景に、今後、企業の海外進出は加速す
ることが予想される。

本稿では、埼玉県企業の海外進出をどう捉え
るかについて、県内経済の中で大きな役割を担
う製造業に焦点を当てて考えてみたい。

なお、本稿でいう「海外進出」とは、生産など
を行う拠点を海外に持つことと定義する。

県内経済における製造業の役割

埼玉県の平成21年度県内総生産（名目）は約
20兆円で、全国第5位の規模を誇る。そのうち製
造業のシェアは20 .2％を占めているが、平成元
年にシェアダウンして以来、減少傾向にあり、トッ
プシェアだった座を平成21年度にサービス業に
明け渡した。しかし、そのシェアは依然として高
いものとなっている。

国及び1都3県の製造業シェアをみると、国が
17.7％、東京都が9.0％、神奈川県が15 .7％、千
葉県が埼玉県と同じ20 .2％となっており、埼玉
県のシェアは、国、東京都、神奈川県を上回って

いる。埼玉県では、製造業が県内経済にとって
大きな役割を担っていることがわかる。

県内製造業の海外進出状況

当財団が今年7月に行ったアンケートによると、
海外拠点の設置状況について、「すでに設置して
いる」と回答した企業（製造業）は29.5％、「設置
していないが、今後設置したい」は6 .3％、「今後
検討したい」は12 .6％となった。このアンケート
では、すでに海外進出している、または前向きに
考えている企業は全体の48.4％にも達している。

一方、埼玉県が平成21年度に行ったアンケー
トによると、「現在設置している」と回答した企業
は12.4％、「設置を計画・検討している」は2.0％、

「現在は設置していないが、将来は必要になると
思う」は8 .7％となっている。このアンケートでは、
すでに海外進出している、または前向きに考えて
いる企業は全体の23.1％となっている。

単純比較は出来ないが、2つのアンケートの割
合を見ると、この3年間で、県内製造業の海外進
出が増加傾向にあることがわかる。

次に、当財団アンケートの海外進出を行う理
由（複数回答）をみると、「海外市場の開拓」（71.1
％）、「海外進出した取引先からの受注確保」

（60 .0％）、「人件費をはじめコストダウン」（55 .6
％）が上位3つを占める。

県（国）内総生産（名目）の主要産業内訳（平成21年度）

資料：内閣府「国民経済計算」（平成22年度：暦年値）、埼玉県「県民経済
計算」（平成21年度）、東京都「都民経済計算」（平成21年度）、神奈川県

「県民経済計算」（平成21年度）、千葉県「県民経済計算」（平成21年度）

0 10 20 30 40 50 60 70 80%

埼玉県

東京都

神奈川県

千葉県

国

製造業 建設業 卸売・小売業 不動産業 サービス業

20.2

9.0

15.7

20.2

17.7

5.2

4.8

4.7

4.6

5.7

10.6

18.5

12.7

11.0

13.6

19.6

14.1

19.7

19.2

12.1

21.3

30.7

26.3

20.0

19.4

海外拠点の設置状況（県内製造業） （％）

平成24年度（当財団アンケート）
すでに設置している 29.5
設置していないが、今後設置したい 6.3
今後検討したい 12.6
設置は考えていない 51.6

平成21年度（埼玉県アンケート）
現在設置している 12.4
設置を計画・検討している 2.0
現在は設置していないが、将来は必要になると思う 8.7
現在は設置しておらず、将来も設置を考えてない 76.9

資料：当財団アンケート（平成24年度）、埼玉県「時代を拓く県内製造業
未来戦略調査報告書」（平成21年度）

（注）埼玉県アンケートの構成比は、「わからない」を除き再計算している。
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さらに、進出地域（複数回答）をみると、アジア
を挙げる企業の割合が高く、なかでも中国は、海
外拠点の設置済企業が77.8％、設置したい・検
討したい企業が50 .0％と非常に高い割合となっ
ている。また、設置したい・検討したい企業の回
答として、タイ（50 .0％）、インドネシア（43 .8％）の
割合も高く、今後、これらASEAN諸国に進出す
る企業の増加が予想される。

海外進出の加速化

現在、日本の製造業は、長期化傾向にある1ド

ル70円台の超円高環境に置かれている。
振り返れば、日本経済は平成20年9月のリーマ

ンショックに端を発した世界金融危機・同時不況
による国内需要の急激な悪化から立ち直りを見せ
ていたが、平成23年3月の東日本大震災が供給網

（サプライチェーン）の寸断、原発事故による電力
不足を引き起こし、製造業は大打撃を被った。

加えて、欧州債務問題をきっかけとした歴史
的な円高が国内での企業活動のさらなる妨げと
なり、輸出企業を中心に、活動の目を国内から海
外へ向けさせることとなった。

こうした状況下において、海外に生産拠点を
持つことや海外の優良企業を買収（M＆A）する
などの対応に迫られる中、国内製造業が生産拠
点を需要が拡大するアジア地域へシフトさせる
動きを加速させるのは自然な流れといえる。

海外進出の積極化は大企業に限った話では
ない。大企業の海外進出が加速すれば、そのサ
プライチェーンを形成する中小企業は追随せざ
るを得ない関係にあるからである。国内製造業
の大部分を占める中小企業の視線も確実に海
外進出を見据えている。

日本政策金融公庫が行った中小企業に対す
る調査（全国ベース）をみると、円高により海外
展開は加速しているかとの問いに対する製造業
の回答は、「強くそう思う」（10 .6％）、「そう思う」 

（33.0％）が全体の半分弱（43.6％）に達している。

こうした傾向は中小企業で支えられる埼玉県
の製造業にも当てはまり、今後、超円高が続くと
すれば、海外に生産の軸足を移していくことにな
るであろう。

ドル円の為替相場

資料：日本銀行

100

70

90

80

110

130

120

円／ドル

平成19.1 19.7 20.1 20.7 21.1 21.7 22.1 22.7 23.1 23.7 24.1 24.7 年.月

リーマンショック

東日本大震災

海外進出を行う理由（県内製造業） （％）

海外市場
の開拓

取引先から
の受注確保

コスト
ダウン

海外情報
の収集

為替レート
変動への対応

法人税
対策 その他

設置済 59.3 70.4 51.9 18.5 14.8 0.0 7.4

設置したい・
検討したい 94.1 41.2 64.7 5.9 11.8 11.8 0.0

全体 71.1 60.0 55.6 13.3 13.3 4.4 4.4

資料：当財団アンケート（平成24年度）

円高で海外展開は加速しているか（製造業） （％）

強くそう思う そう思う わからない そう思わない

10.6 33.0 34.3 22.1

資料：日本政策金融公庫「中小企業に対する円高の影響調査」（平成23年度）

進出（検討）している国、地域（県内製造業） （％）

中国 タイ インド
ネシア 台湾 韓国 その他の

アジア 北米 中南米 西欧 その他

設置済 77.8 18.5 18.5 25.9 11.1 22.2 22.2 3.7 14.8 3.7

設置したい・
検討したい 50.0 50.0 43.8 6.3 18.8 50.0 12.5 6.3 0.0 0.0

全体 67.4 30.2 27.9 18.6 14.0 32.6 18.6 4.7 9.3 2.3

資料：当財団アンケート（平成24年度）
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県内経済に影響

埼玉県の経済成長率（実質）への主要項目別
の寄与度（経済成長率の構成項目の増減が、全
体の伸び率を何％押し上げ（押し下げ）ているか
を示すもの）をみると、県内製造業の生産の変動
が県内経済全体に与える影響の大きさがわかる。

県内製造業の活動が活発なときは県内経済
全体の活動を押し上げる大きな力となるが、逆
に、県内製造業が不振なときは県内経済全体の
活動の足を引っ張ってしまう傾向がある。

今後、県内製造業の海外進出が加速していく
とすれば、県内での生産は減少し、それは、雇用
の減少→消費の減少→さらなる生産の減少とい
う県内経済を縮小させる悪循環を生む可能性を
秘めている。製造業が県内経済にとって大きな
役割を担っている埼玉県にあっては、影響が出
始めれば、その速度は勢いをもって増していく恐
れがある。

求められる対応

県内製造業には、円高の影響を直接受ける企
業もあれば、受けない企業もある。

円高の影響を直接受ける企業が海外に進出
することは、グローバル資本主義経済における生
き残りのための行動であり、それに歯止めをか
けることはできないだろう。

では、埼玉県として求められる対応はどのよう

なものであろうか。
ここで、2つの対応を挙げてみたい。
まず、1つめは、海外進出したいと考えている

県内製造業に対する徹底した支援である。
企業の海外進出には、以下のようなメリットが

考えられるからである。
今まで述べてきたように、海外進出によって県

内総生産の減少がおこる可能性は高く、それをも
って県内経済が弱くなっていくという見方をしてき
たが、異なった視点で県内経済をみることもできる。

それは、わが国経済の把握に当たって用いる
所得収支に着目した見方である。

所得収支とは、国外で日本人（企業）が得た所
得と国内で外国人（企業）が得た所得の差額を
示したもので、国内総生産には反映されない指
標である。

この指標は県レベルでの計数把握が困難で、
県内経済にどの程度寄与しているかを掴むこと
は難しいが、県内企業により国外で得られた所得
が、配当や利子、ロイヤルティーといったかたちで
県内に還元されることに繋がれば、県内経済が
縮小していくとはいえないと考えることができる。

つまり、県内にもたらされたこうした所得が県
内での企画開発、先行する分野や最先端分野
の研究開発などへの投資に向かい、県内製造業
に勤める人々の所得の拡大に繋がれば、県内経

埼玉県の経済成長率（実質）の主要項目別寄与度 （％）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

成長率 2.0 2.1 ▲2.8 ▲0.9

製造業 1.2 1.6 ▲2.4 ▲1.7

建設業 ▲0.2 ▲0.3 0.0 ▲0.3

卸売・小売業 ▲0.6 ▲0.4 ▲0.3 0.4

不動産業 0.2 0.7 0.0 0.6

サービス業 0.8 0.6 0.2 ▲0.1

資料：埼玉県「県民経済計算」（平成21年度）

所得収支と県内総生産の拡大のイメージ

（県）
所得収支

（県）
所得収支

（県）
所得収支

県内
総生産

県内
総生産県内

総生産

海
外
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出
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済発展（県内総生産の成長）の推進力となる可能
性が大いにあり得る。

現在、県では、県内企業の海外進出に関する
国内相談体制の整備や中国（上海）・ASEAN（タ
イ・ベトナム）での現地ビジネス支援をはじめ、県
保証協会や県内金融機関と連携した海外進出
企業向け融資制度や基金を活用した企業の海
外進出を支える人材育成事業を実施している。

今年の夏、尖閣諸島問題がきっかけとなって
発生した中国進出企業の工場、店舗などに対す
る破壊行為は記憶に新しいところであるが、海
外諸国においては、政治、経済、宗教、商慣習な
ど様 な々カントリーリスクが存在する。

企業が海外進出する際、現地の様々な情報の
取得や取引相手の発掘は大きな課題である。ま
た、海外進出のための資金調達や海外進出を実
行していく人材も必要となる。それらの課題を
解決するためには、行政による支援事業を充実
させることが有効である。県が実施している事
業について、県内金融機関や日本貿易振興機構

（JETRO）など民間・公的機関と連携し、さらなる
PRや一層の制度拡充を図っていく必要があろう。

また、海外市場向けイベントでの県内製造業の
商機拡大に向けた支援活動（ブース出展など）や
海外進出企業向けのセミナーの開催など、後方支
援活動をより積極的に行う必要があると考える。

こうした支援の充実により、海外進出はもちろ
んのこと、県内投資にも繋がっていくのではない
だろうか。

2つめは企業誘致活動の強化である。
国内製造業の全てが海外志向を持っている

わけではなく、国内での製造を継続していく企
業もある。こうした企業群は、今後も国内での最
適な立地を模索することになる。

今後、県内企業の海外進出が進むと、県内に
かつてあった製造拠点が空地になる可能性も否

めない。もし、こうしたことが放置されるようであ
れば、県内の生産や雇用、消費の減少ばかりが
進んでいく恐れもある。

これを回避するためにも、県内への新たな企
業立地を推進する必要がある。その際、比較的
海外進出が少ないと思われる食料品や医療・介
護関連など、国内需要が根強い生活分野の産業
に焦点を当てた企業誘致活動も検討に値するの
ではないだろうか。

埼玉県は、約4 ,000万人と日本の人口の3分の
1を占める首都圏という巨大マーケットの中心に
位置し、東日本全域をカバーできる充実した道
路網・鉄道網を持ち、東日本の主要都市と直結し
ている。

また、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の神
奈川、千葉への延伸により、埼玉県がカバーする
ことができるマーケットは広がり、国内立地を希
望する企業にとってますます魅力的な地域とな
っている。

このような進出メリットの大きい本県の売りを
最大限に活かし、国内需要をターゲットとする産
業に特化した企業誘致戦略を展開することも必
要であると考える。

おわりに

今後、1ドル70円台の歴史的な円高が長期化
するようなことになれば、県内製造業の海外進
出がより一層加速すると予想される。

それによる県内経済への影響はマイナスにな
るとは限らない。海外で獲得される所得が県内
に還元され、国内需要をターゲットとする企業の
誘致による産業集積を図ることが出来れば、県
内経済が縮小することはないであろう。

県内製造業の海外進出は、新たな県内産業構
造を構築するための機会を与えてくれているので
はないだろうか。　　　　　　　　（磯　英樹）
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・・・・・・・・・・ アンケート調査

雇用人員の動向

正規従業員の雇用人員が、前年同期と比較し
て「増加」とする企業は26.4％（前年比＋3.2ポイ
ント）、「変わらない」が54.3％（同＋1.9ポイント）、

「減少」が19.3％（同▲5.1ポイント）となった。
前年調査と比べると、「増加」とする企業が増

える一方、「減少」とする企業が減り、「増加」が
「減少」を上回った。これは2008年調査以来4年
振りであり、県内の雇用情勢は以前に比べて厳
しさが緩和している。

ただし、県内景気はここにきて弱含んでおり、
先行きの雇用情勢については不透明感が強まっ
ている。

パート・アルバイトなど臨時従業員等について
は、「増加」19 .3％（前年比＋1.6ポイント）、「変わ
らない」62 .7％（同＋0.6ポイント）、「減少」18 .0％

（同▲2 .2ポイント）となった。前年と比べ「増加」
とした企業が増え、「減少」とした企業が減り、

「増加」が「減少」を上回った。正規従業員同様
に、パート・アルバイトなど臨時従業員等につい
ても雇用情勢の厳しさは緩和してきている。

雇用人員の過不足感

雇用人員の過不足感をみると、現状は、「余剰」
15 .7％（前年比＋1.3ポイント）、「適正」63 .4％（同
▲6.7ポイント）、「不足」20.9％（同＋5.4ポイント）
となった。前年調査に続き「不足」が「余剰」を上
回り、また前年と比べ「不足」とする割合が増加
している。

業種別では、製造業は「余剰」23 .5％（前年比
＋1.2ポイント）、「適正」65.7％（同＋0.5ポイント）、

「不足」10.8％（同▲1.7ポイント）となった。「余剰」
が「不足」を上回っており、製造業では雇用人員
が「余剰」とするところが多い。非製造業では「余
剰」が10 .5％（前年比＋1.7ポイント）、「適正」が
61.8％（同▲11 .8ポイント）、「不足」が27.6％（同
＋10 .0ポイント）となった。「不足」が前年より増
加し、「余剰」とする企業割合を大きく上回った。
非製造業では雇用人員が「不足」とするところが
多くなっている。

先行きは「余剰」が16.9％、「不足」が24.1％と
なり、「不足」とする企業が「余剰」とする企業を
上回っている。

雇用人員の動向 （％）

正規従業員 臨時従業員等

増　加 減　少 増　加 減　少

全産業 26.4
（23.2）

19.3
（24.4）

19.3
（17.7）

18.0
（20.2）

製造業 31.7
（29.5）

18.8
（32.1）

17.5
（23.4）

16.5
（21.5）

非製造業 22.9
（18.9）

19.6
（18.9）

20.6
（13.5）

19.1
（19.1）

（注） （　）内は2011年調査結果

雇用人員の過不足感
0 20 40 60 80 100％

現状
全
産
業 先行き

製
造
業

現状

先行き

非
製
造
業

現状

先行き

余剰 適正 不足

8.9

34.5

15.7
（14.4）

10.5
（8.8）

23.5
（22.3）

16.9

26.7

10.1

64.4

55.4

61.8
（73.6）

65.7
（65.2）

59.0

63.4
（70.1）

20.9
（15.5）

24.1

10.8
（12.5）

27.6
（17.6）

（注） （　）内は2011年調査結果

埼玉県内雇用動向調査
雇用人員は4年ぶりに「増加」が「減少」を上回る
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人手余剰部門とその対応策

人手余剰部門（業種別・複数回答）
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45.2 前年調査
本年調査

（1）人手余剰部門
雇用人員が「現状または先行きで余剰」とし

た企業で、人手に余剰がでている部門（複数回
答）は、「生産部門（建設・サービス等では作業現
場）」65 .5％、「管理・事務部門」40 .0％、「営業部
門」27.3％の順となった。

前年と比べ増加したのは「営業部門」（前年比
＋4.9ポイント）で、減少したのは「生産部門」（同
▲16.1ポイント）、「管理・事務部門」（同▲4.9ポイ
ント）、「研究開発部門」（同▲4.1ポイント）となっ
た。余剰とする割合が最も大きい「生産部門」だ
が、前年に比べると大幅に減っており、「生産部
門」の雇用人員は適正化が進んでいる。

業種別では、製造業は「生産部門」75 .8％（前
年比▲18 .0ポイント）、「管理・事務部門」42 .4％

（同▲1.4ポイント）、営業部門15 .2％（同＋5 .8ポ
イント）の順となった。非製造業は「生産部門」
50.0％（同▲8.8ポイント）、「営業部門」45.5％（同
▲1.6ポント）、「管理・事務部門」36.4％（同▲10.7
ポイント）の順となった。

（2）人手余剰の対応策
人手余剰の対応策（複数回答）としては、「採用

中止による自然減」を挙げる企業が45 .2％でも
っとも多く、次いで「社内配置転換」32.9％、以下

「パート・アルバイトの雇用停止」（27.4％）、「生産・
業務体制見直し」（26 .0％）、「勤務時間の短縮」

（23 .3％）、「一時帰休等」（15.1％）、「新規分野の
開拓」（11.0％）、「出向・勧奨退職等」（9.6％）とな
った。

前年と比べ、「採用中止による自然減」（前年比
＋20 .8ポイント）が大幅に増加したほか、「勤務
時間の短縮」（同＋6.6ポイント）、「パート・アルバ
イトの雇用停止」（同＋5.6ポイント）が増加した。
一方、「社内配置転換」（同▲9.4ポイント）、「生
産・業務体制の見直し」（同▲7.3ポイント）、「新
規分野の開拓」（同▲6 .9ポイント）が減少した。
余剰人員の雇用調整は「社内配置転換」や「生
産・業務体制見直し」によるところが減り、新規
採用の見合わせや、パート・アルバイトの雇用停
止など、自然減によるところが増えている。
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・・・・・・・・・・ アンケート調査

人手不足部門とその対応策

（1）人手不足部門
「現状または先行きで不足」とした企業で、人

手に不足がでている部門（複数回答）は、「生産
部門（建設・サービス等では作業現場）」が61.4％
で最も多く、以下 「営業部門」（57.1％）、「管理・
事務部門」（28.6％）、「研究開発部門」（10.0％）の
順となった。

前年と比べ増加となったのは、「管理・事務部
門」（前年比＋5.7ポイント）、「営業部門」（同＋1.4
ポイント）で、減少となったのは「生産部門」（同
▲5.7ポイント）、「研究開発部門」（同▲2.9ポイン
ト）であった。

業種別にみると、製造業は「生産部門」が100.0
％（前年比＋20 .0ポイント）で最も多く、次いで「営
業部門」「管理・事務部門」がともに33 .3％（それ
ぞれ同▲2 .7ポイント、同＋9.3ポイント）、研究開
発部門が25.0％（同＋5.0ポイント）となった。非製
造業は「営業部門」が62 .1％（同▲4.6ポイント）で
最も多く、次いで「生産部門」53 .4％（同▲6.6ポイ
ント）、「管理・事務部門」27.6％（同＋5.4ポイント）、

「研究開発部門」6.9％（同▲2.0ポイント）となった。

（2）人手不足の対応策
人手不足の対応策（複数回答）としては、「中途

採用」を挙げる企業が70 .7％で前年の調査に引
き続き最も多く、以下順に「パート・アルバイトの
採用」（35 .3％）、「社内配置転換」（24 .1％）、「残
業の増加」（21.6％）、「休日出勤」（11.2％）、「定年
の延長・再雇用」（6.9％）、「機械化の推進」（5.2
％）となった。

前年と比べ、「社内配置転換」が前年比＋7.4
ポイントと増加した。一方、「定年の延長・再雇
用」が同▲19 .4ポイントと大幅に減少し、「休日
出勤」、「中途採用」がそれぞれ同▲4.6ポイント、
同▲3 .9ポイントと減少した。「定年の延長・再雇
用」の大幅な減少は、本年8月に「高年齢者雇用
安定法」が改正され、来年4月より希望者全員を
65歳まで雇用することが義務付けられたことも
あり、人手不足の対応策として挙げる企業が減
少したものみられる。

部門別（生産・管理・事務・営業・研究開発部
門）に不足人員の対応策をみると、営業部門で

「中途採用」が82.5％と、特に多かった。

人手不足部門（業種別・複数回答）
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人件費の動向とその影響

人件費の支払い総額が前年同期と比較して
「増加」したとする企業は41.4％、「変わらない」
が36.3％、「減少」したとする企業は22.3％と「増
加」したとする企業が「減少」したとする企業を
上回った。

前年比でみると、「増加」とする企業が＋10 .0
ポイントと増え、「減少」とする企業が▲7.6ポイ
ントと減っている。雇用人員を増やす企業が増え
る中で、企業の人件費支払い総額は昨年より「増
加」とした企業が増えた。

業種別にみると、製造業は「増加」45 .1％（前
年比＋4.6ポイント）、「減少」19.6％（同▲5.6ポイ
ント）、非製造業は「増加」39.0％（同＋14.0ポイン
ト）、「減少」24.0％（同▲9.1ポイント）となった。

人件費が「増加」した企業について、利益へ
の影響をみると、利益が「増加（売上増、合理化
等で吸収）」とした企業が23 .6％（同▲22 .9ポイ
ント）、「減少」とした企業が40 .6％（同＋6 .9ポイ
ント）で、人件費の増加により利益が「減少」した
企業が前年調査より増えた。

来年度の新卒採用

来年度（2013年4月入社）の新卒採用について
は、「採用が容易となったため採用を増加する」
が2 .3％（前年比▲3 .8ポイント）、「人手が不足し
ているため採用を増加する」が11.3％（同＋6.1ポ
イント）、「例年の採用を確保する」が27.0％（同
▲3 .7ポイント）、「採用は行うが例年より減少す
る」が15 .3％（同▲1.2ポイント）、「人員に余裕が
あるため採用を見送る」が44.1％（同＋2.5ポイン
ト）となった。

来年度の新卒者採用は、人手に余裕があり見
送るとする企業が多い。ただ、「人手が不足して
いるため採用を増加する」ところも前年の5 .2％
から6 .1ポイント増えており、来年度の新卒者採
用は厳しさがやや改善すると見込まれる。

（辻　和）

県内企業925社を対象としたアンケート調査。
回答企業は、製造業が101社、非製造業が153社の計
254社（回答率27.5％）。2012年10月中旬実施

来年度（2013年4月入社） の新卒採用 （％）

全産業 製造業 非製造業

採用が容易なため採用を
増加する 2.3 2.1 2.4

人手が不足しているため
採用を増加する 11.3 6.2 15.2

例年の採用を確保する 27.0 24.7 28.8

採用は行うが例年より
減少する 15.3 19.6 12.0

人員に余裕があり採用を
見送る 44.1 47.4 41.6

人件費の支払総額と利益への影響 （％）

人件費の支払総額 人件費増加の利益への影響

増　加 減　少 増　加 減　少

全産業 41.4
（31.4）

22.3
（29.9）

23.6
（46.5）

40.6
（33.7）

製造業 45.1
（40.5）

19.6
（25.2）

26.1
（52.2）

41.3
（37.0）

非製造業 39.0
（25.0）

24.0
（33.1）

21.7
（40.0）

40.0
（30.0）

（注） （　）内は2011年調査結果
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県内経済の動き

概要	● 埼玉県経済は、住宅など一部に底堅い動きがみられるものの、生産や消費
など全体として弱い動きとなっている。

新設住宅着工戸数の推移

資料：国土交通省

資料：埼玉県 （注）網掛け部分は国の景気動向指数における景気後退期

景気動向指数景気動向指数 景気は足踏み

8月のCI（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：65.6（前月比＋3.2ポイント）、一致指数：55.5（同
▲0.7ポイント）、遅行指数：77.3（同▲0.5ポイント）
となった。

先行指数は7カ月ぶりに上昇した。
一致指数は5カ月連続の下落となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比▲1.33ポイン
トと、3カ月連続で下降した。埼玉県は、景気の基調
判断を「足踏み」としている。

遅行指数は2カ月連続の下降となった。

住宅 2カ月連続で増加

9月の新設住宅着工戸数は5 ,427戸、前年比＋
23.9％と、2カ月連続で増加した。

利用関係別では、分譲住宅が1,805戸（前年比▲
7.7％）と減少したものの、持家が1,658戸（同＋17.2
％）、貸家が1,960戸（同＋95.0％）と増加し、全体を
押し上げた。

分譲住宅は、マンションが542戸（前年比▲38 .8
％）と減少し、戸建が1,263戸（同＋18 .0％）と増加
した。

今後、中長期的には消費税引き上げ前の駆け込
み需要が見込まれる。
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前年比

大型小売店販売額（既存店）・
前年比（右目盛） 

大型小売店販売額（全店）・
前年比（右目盛） 

資料：関東経済産業局、日本自動車販売協会連合会

個人消費の推移個人消費 新車販売2カ月連続で減少

9月の大型小売店販売額は795億円、前年比▲
1.8％（既存店）と6カ月連続で減少した。残暑の影
響から秋物衣料の動きが鈍かった。業態別では百
貨店（同▲4 .4％）、スーパー（同▲1.0％）とも減少し
た。新設店を含む全店ベースの販売額は同0 .0％だ
った。

10月の新車販売台数（乗用車）は10 ,863台、前
年比▲9.8％と2カ月連続で減少した。これはエコ
カー補助金が9月に終了したため。車種別では普
通乗用車が4 ,856台（同▲15 .8％）、小型乗用車が
6,007台（同▲4.4％）。
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前払保証に対する請負額の推移

資料：東日本建設業保証  関東：埼玉、東京、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬

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

有効求人倍率の推移

資料：埼玉労働局

鉱工業指数の推移

公共工事 強含みの動き

10月の公共工事の前払保証に対する請負額は
440億円（前年比＋53 .5％）と大幅に増加した。4～
10月期では、同＋12 .2％と前年水準を上回って推移
している。

発注者別では、国（前年比＋189 .2％）、独立行政
法人等（同＋18 .1％）、埼玉県（同＋15 .2％）、市町村

（同＋55.5％）など、主要な発注者全てで増加した。
公共工事は、前年が低水準だったこと、補正予算

の執行も見込まれ、当面、強含みで推移するとみら
れる。

生産 低水準の動き

8月の鉱工業生産指数（季節調整値：2005年＝
100）をみると、生産指数は83 .6（前月比▲3 .0％）と
再び減少し、2011年11月（83 .5）以来の低水準とな
った。

業種別では、情報通信機械、印刷などが増加し
たものの、輸出の弱さなどから輸送機械、電気機械
などが減少した。

在庫指数は前月比▲0 .7％の94 .7と、電気機械、
鉄鋼などが減少した。

今後は、海外景気の減速や電気料金の値上げの
影響などから、弱い動きで推移すると見込まれる。

雇用 有効求人倍率は0.56倍

9月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.03ポイント下降して、0.56倍となった。

有効求職者数は110 ,681人（前年比▲7.7％）と、
28カ月連続で前年を下回ったが、有効求人数は
63,397人（同＋1.8％）と、29カ月連続で前年を上回っ
ている。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.11ポイント下降して、0.86倍となっている。

有効求人倍率は、2カ月連続で前月を下回った。
新規求人倍率も下降しており、県内の雇用情勢は、
再び厳しさを増している。
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鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業在庫指数（季調値） 建築着工非居住用
埼玉県 全国 埼玉県 全国 埼玉県 全国

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

2008年 101.2 ▲5.2 103.8 ▲3.4 110.0 6.6 109.0 4.8 3,431 ▲7.8 60,963 ▲6.4

2009年 78.6 ▲22.3 81.1 ▲21.9 66.8 ▲39.3 93.1 ▲14.6 1,722 ▲49.8 42,947 ▲29.6

2010年 91.5 16.4 94.4 16.4 88.1 31.9 96.6 3.8 2,042 18.6 44,521 3.7

2011年 89.0 ▲2.7 92.2 ▲2.3 64.8 ▲26.4 100.3 3.8 2,165 6.0 47,253 6.1

11年 8月 88.9 1.7 94.6 0.9 72.4 ▲2.0 102.8 1.7 160 ▲14.5 4,475 16.7

 9月 87.2 ▲1.9 92.8 ▲1.9 72.5 0.1 102.9 0.1 137 10.5 3,518 ▲18.2

 10月 86.7 ▲0.6 94.5 1.8 71.1 ▲1.9 103.8 0.9 154 2.6 3,951 3.0

 11月 83.5 ▲3.7 92.9 ▲1.7 66.6 ▲6.3 103.3 ▲0.5 161 1.4 3,826 9.9

 12月 93.4 11.9 95.0 2.3 59.1 ▲11.3 101.5 ▲1.7 201 ▲4.4 3,731 ▲14.2

12年 1月 93.6 0.2 95.9 0.9 65.5 10.8 103.6 2.1 224 150.8 3,883 8.3

 2月 95.7 2.2 94.4 ▲1.6 72.0 9.9 103.1 ▲0.5 130 ▲17.5 3,510 11.6

 3月 97.0 1.4 95.6 1.3 94.5 31.3 107.5 4.3 198 ▲2.2 3,674 ▲9.7

 4月 94.0 ▲3.1 95.4 ▲0.2 87.9 ▲7.0 109.6 2.0 139 ▲19.8 4,011 ▲8.0

 5月 90.1 ▲4.1 92.2 ▲3.4 87.9 0.0 108.8 ▲0.7 335 50.4 4,036 5.1

 6月 83.3 ▲7.5 92.6 0.4 90.8 3.3 107.5 ▲1.2 424 96.2 4,523 2.5

 7月 86.2 3.5 91.7 ▲1.0 95.4 5.1 110.6 2.9 288 ▲1.2 4,208 ▲7.7

 8月 83.6 ▲3.0 90.2 ▲1.6 94.7 ▲0.7 108.8 ▲1.6 153 ▲4.3 4,447 ▲0.6

 9月 86.5 ▲4.1 107.8 ▲0.9 241 76.2 4,700 33.6

 10月

資料出所 埼玉県 経済産業省 埼玉県 経済産業省 国土交通省

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数
埼玉県 全国 埼玉県 全国 埼玉県 全国

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

2008年 71,325 10.3 1,093,519 3.1 15.9 ▲5.6 17.3 ▲6.3 99.0 99.3

2009年 54,198 ▲24.0 788,410 ▲27.9 11.0 ▲35.5 11.7 ▲32.6 100.7 100.2

2010年 55,368 2.2 813,126 3.1 14.1 27.4 15.4 31.7 100.0 100.0

2011年 57,772 4.3 834,117 2.6 13.1 ▲6.4 15.4 ▲0.5 102.3 100.0

11年 8月 5,147 7.5 81,986 14.0 13.2 ▲8.3 15.3 ▲1.8 102.5 100.2

 9月 4,380 ▲16.3 64,206 ▲10.8 12.9 ▲10.3 16.1 0.6 102.5 100.2

 10月 5,209 29.4 67,273 ▲5.8 14.1 ▲0.6 16.5 3.1 102.3 99.8

 11月 5,228 9.5 72,635 ▲0.3 14.4 ▲1.5 16.3 0.0 101.7 100.1

 12月 5,161 ▲2.3 69,069 ▲7.3 14.8 1.3 16.6 1.9 101.7 99.8

12年 1月 4,658 12.5 65,984 ▲1.1 12.8 0.7 15.1 1.2 102.9 99.6

 2月 5,048 5.5 66,928 7.5 15.0 10.3 2.0 102.1 99.5

 3月 4,783 23.0 66,597 5.0 15.1 14.4 16.8 7.9 101.8 98.8

 4月 4,105 ▲11.0 73,647 10.3 15.1 27.1 16.5 16.6 102.6 100.1

 5月 4,549 12.3 69,638 9.3 13.6 18.3 15.3 11.3 102.6 100.3

 6月 4,642 ▲6.6 72,566 ▲0.2 13.5 10.8 16.0 3.8 103.5 100.2

 7月 4,582 ▲26.1 75,421 ▲9.6 13.2 2.5 16.0 ▲1.5 102.9 100.1

 8月 6,072 18.0 77,500 ▲5.5 13.4 2.7 15.3 ▲2.8 102.6 99.8

 9月 5,427 23.9 74,176 15.5 15.5 ▲6.6

 10月

資料出所 国土交通省 埼玉県 厚生労働省 埼玉県 厚生労働省

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模30人以上

月 次 経 済 指 標
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有効求人倍率（季調値） 新規求人数 大型小売店販売額
埼玉県 全国 埼玉県 全国 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（％）

2008年 0.87 0.88 25,310 ▲13.3 679 ▲15.8 10,917 ▲1.6 209,511 ▲2.5

2009年 0.40 0.47 18,563 ▲26.8 523 ▲23.0 10,416 ▲6.1 197,758 ▲7.0

2010年 0.41 0.52 19,633 5.9 571 9.3 10,410 ▲2.3 195,791 ▲2.6

2011年 0.51 0.65 22,517 14.7 655 14.7 10,459 ▲1.8 195,936 ▲1.8

11年 8月 0.51 0.66 22,971 13.1 680 18.4 824 ▲3.5 15,575 ▲2.6

 9月 0.51 0.67 23,398 8.5 702 12.5 795 ▲4.7 14,728 ▲3.6

 10月 0.51 0.68 25,338 11.9 719 11.8 859 ▲1.8 16,057 ▲1.4

 11月 0.52 0.69 23,399 9.4 685 14.2 875 ▲3.0 16,370 ▲2.5

 12月 0.52 0.71 20,004 5.5 597 14.4 1,100 0.1 20,910 ▲0.3

12年 1月 0.54 0.73 26,470 8.9 744 12.4 902 ▲0.8 17,426 ▲1.0

 2月 0.56 0.75 26,251 12.8 773 16.3 782 1.3 14,659 0.2

 3月 0.58 0.76 23,891 14.2 765 15.2 870 4.4 16,032 5.1

 4月 0.58 0.79 22,356 ▲3.6 708 14.2 839 ▲2.2 15,664 ▲0.6

 5月 0.58 0.81 23,275 15.0 727 24.5 852 ▲2.3 15,753 ▲0.8

 6月 0.60 0.82 22,765 10.5 717 12.1 846 ▲4.1 15,682 ▲2.6

 7月 0.60 0.83 23,367 3.6 732 12.8 889 ▲6.2 17,123 ▲4.4

 8月 0.59 0.83 23,794 3.6 751 10.5 818 ▲2.2 15,568 ▲0.9

 9月 0.56 0.81 22,568 ▲3.5 739 5.3 795 ▲1.8 14,705 ▲1.0

 10月

資料出所 埼玉労働局 厚生労働省 埼玉労働局 厚生労働省 関東経済産業局 経済産業省

●大型小売店販売額は全店ベース、前年比は既存店ベース

新車販売台数（乗用車） 企業倒産 消費者物価指数
埼玉県 全国 埼玉県 全国 埼玉県 全国

台 前年比（％） 台 前年比（％） 件数（件） 負債額（百万円） 件数（件） 負債額（百万円） 2010年＝100 前年比（％）2010年＝100 前年比（％）

2008年 159,299 ▲5.8 2,800,664 ▲5.2 586 144,150 15,646 12,291,953 102.1 1.2 102.1 1.4

2009年 146,611 ▲8.0 2,640,312 ▲5.7 636 153,345 15,480 6,930,074 101.0 ▲1.1 100.7 ▲1.4

2010年 161,858 10.4 2,927,602 10.9 573 111,207 13,321 7,160,773 100.0 ▲1.0 100.0 ▲0.7

2011年 129,169 ▲20.2 2,386,036 ▲18.5 563 70,551 12,734 3,592,920 99.9 ▲0.1 99.7 ▲0.3

11年 8月 10,022 ▲35.1 188,656 ▲29.5 53 4,350 1,026 794,045 100.4 0.6 99.9 0.2

 9月 15,454 ▲2.6 280,379 0.8 48 3,954 1,001 212,312 100.2 0.3 99.9 0.0

 10月 12,046 25.6 220,271 28.3 43 5,238 976 155,883 100.5 0.1 100.0 ▲0.2

 11月 12,549 24.9 221,048 23.9 46 3,808 1,095 187,675 99.6 ▲0.4 99.4 ▲0.5

 12月 10,833 21.9 194,352 23.4 47 9,042 1,032 356,670 99.8 0.1 99.4 ▲0.2

12年 1月 14,434 49.1 239,107 42.7 45 11,240 985 349,355 100.3 0.9 99.6 0.1

 2月 17,277 35.0 301,791 33.1 48 6,640 1,038 631,263 100.4 0.9 99.8 0.3

 3月 23,104 88.9 443,727 82.0 40 4,346 1,161 333,931 100.9 1.1 100.3 0.5

 4月 9,873 100.0 187,036 92.6 51 5,300 1,004 228,959 100.6 0.8 100.4 0.1

 5月 11,764 56.4 210,818 64.0 51 3,186 1,148 282,558 100.4 0.5 100.1 0.2

 6月 15,113 44.9 282,804 39.8 48 7,893 975 181,601 100.0 0.1 99.6 ▲0.2

 7月 15,872 48.8 295,581 37.3 51 2,884 1,026 724,100 99.9 ▲0.3 99.3 ▲0.4

 8月 11,088 10.6 205,012 8.7 36 4,870 967 216,634 99.9 ▲0.5 99.4 ▲0.4

 9月 13,700 ▲11.3 252,187 ▲10.1 51 5,951 931 174,626 100.1 ▲0.1 99.6 ▲0.3

 10月 10,863 ▲9.8 196,466 ▲10.8 53 8,135 1,035 239,354

資料出所 日本自動車販売協会連合会 東京商工リサーチ 埼玉県 総務省

月 次 経 済 指 標
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県南東部地域の中核都市として、更なる発展をめざします

はじめに

越谷市は、埼玉県の南東部に位置し、面積は
60.31㎢。都心から半径25㎞圏内にありながら、
田園地帯を残す、都市と自然が共存したまちで
ある。

江戸時代から日光街道第3の宿場町として商
業が栄え、また、市内に多くの河川・用水が流れ
ていたため、古くから「水郷こしがや」と呼ばれ、
米、野菜を中心とした農業が盛んに行われてき
た。戦後、昭和29年に2町8村が合併し越谷町と
なり、4年後の昭和33年、市制を施行した。

近年、首都近郊のベッドタウンとして人口が増
加し、平成20年には広大な調節池を中心に住宅
地や国内最大級のショッピングセンターなどが集
約された「越谷レイクタウン」が誕生、現在人口
約33万人を擁する県南東部の中核都市として成
長しているまちである。

自然と文化、産業を生かした　　
魅力満載のまち

市内には、“水郷こしがや”を象徴するまち「越
谷レイクタウン」、市の植物園である「越谷アリタ
キ植物園」、日本文化の美と心が味わえる「こし
がや能楽堂」、「日本庭園花田苑」など、自然と文
化を感じさせる見どころがいっぱいある。最近で

は、観光農業の経営者育成を目的とした「越谷
いちご観光農園」がオープンし、シーズン中は多
くの人が訪れているほか、市役所東側の葛西用
水沿いに「葛西用水ウッドデッキ」が完成、演奏
会や地元農産物の販売などのイベントが開催さ
れ、水辺の新たな観光スポットとなっている。

市の特産品としては、正月料理などに用いら
れ、全国でも有数の生産量を誇るクワイをはじ
め、白根が長く、しまっていて、辛みと甘みのバラ
ンスが絶妙な「越谷ネギ」、この越谷ネギと宮内
庁埼玉鴨場にちなんだ鴨を組み合わせた「こし
がや鴨ネギ鍋」などが有名である。また、平成23
年度からは、市内産業の振興を目的に「こしがや
ブランド」認定制度をスタートさせ、市内の優良
商品のPRに力を入れている。

一方、季節を感じさせる見どころとして、春には、

越谷市長 高橋 努 氏

● タウンスケープ 越谷市

越谷市では、第4次総合振興計画に基づき、「水と
緑と太陽に恵まれた　人と地域が支える安全・安心・
快適都市」を将来像として、市民との協働のまちづくり
を進めています。

本年9月には、組合施行による越谷駅東口再開発
事業が完了し、周辺商業活性化の起爆剤として期待
しています。

また、住民ニーズを的確に捉え、迅速かつ適切に応
えるため、平成27年4月の中核市移行に向けた取り
組みと移行に伴う保健所開設など、市政運営に全力
で取り組んでいます。

市長 のメッセージ

越谷レイクタウン



埼玉りそな経済情報2012.12—— 22

パスポ ートセン
ター、中央図書
室が整備されて
いる。商業施設
には、スーパー
マーケット、飲
食・衣料・雑貨な
どの店舗や医療
施設などが入り、
また、駅前広場
や周辺道路も整
備され、駅東口

の利便性の向上と周辺商業の活性化の起爆剤
として発展が期待されている。

中核市を目指して

市では、平成21年9月にまちづくりの規範とな
る越谷市自治基本条例を制定した。この条例を
踏まえ、平成23年度を初年度とする「第4次総合
振興計画」を策定し、「水と緑と太陽に恵まれた
　人と地域が支える安全・安心・快適都市」を将
来像としたまちづくりを進めている。

さらに、より積極的な市政運営を行い、更なる
市民サービスの向上を図るため、市では平成27
年4月の中核市移行と、それに伴う市立保健所
の設置に向けて取り組んでいる。　（岩間光男）

越谷梅林公園の梅まつり（3月上旬）、元荒川桜
堤の桜まつり（3月下旬）、久伊豆神社の藤まつり

（4月下旬）、夏には、越谷花火大会（7月下旬）、南
越谷阿波踊り（8月下旬）、秋には、市民まつり（10
月下旬）、冬には、こしがや産業フェスタ（11月下
旬）などが開催され、多くの人が訪れている。

越谷駅東口再開発事業の完成

9月15日、越谷駅東口市街地再開発組合の施
行により越谷駅東口再開発事業が完成し、市の
玄関にふさわしい新たな顔が越谷駅東口に誕生
した。

これまで、越谷駅東口は、低層住宅と中高層
の建物が無秩序に立ち並び、また、商店や住宅
が混在し、駅前のにぎわいも薄れていた。駅前と
いう立地条件を十分に生かし、再び駅前を活性
化させるため、市街地再開発事業を活用し、商
業施設や住宅、公共施設のほか、駅前広場や道
路など、市の玄関にふさわしい新たな顔として、
まちびらきを行った。

東口駅前のシンボルとなる再開発ビルは、越谷
ツインシティと呼ばれ、AシティとBシティの2棟
からなる。Aシティには、地上29階建の住宅（397
戸）と4階建の商業施設（床面積約1万2,000㎡）、
Bシティには商業施設のほか、公共施設として、
市民活動の拠点となる市民活動支援センターや、

主な交通機関

越谷市概要
人口　　（平成24年10月1日現在） 329,489人
世帯数　（平成24年10月1日現在） 138,186世帯
平均年齢（平成24年10月1日現在） 43.4歳
面積 60.31㎢
事業所数（工業統計） 495所
製造品出荷額等 2,075.1億円
商店数　（商業統計） 2,563商店
商品販売額 7,425.9億円
公共下水道普及率 82％
舗装率 87％

資料「埼玉県市町村勢概要（平成24年3月）」他

さいたま市

春日部市

川口市

吉川市

越谷市

● 東武伊勢崎線　せんげん台駅・大袋駅・
　　　　  北越谷駅・越谷駅・新越谷駅・蒲生駅
● JR武蔵野線　南越谷駅・越谷レイクタウン駅

● 東北自動車道 浦和ICから8.5㎞
 東京外環自動車道 草加ICから6.9㎞

越谷ツインシティAシティ
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市町村別車種別保有車両数（除く軽自動車） （平成24年3月31日現在）

市町村名 貨物 乗用 市町村名 貨物 乗用 市町村名 貨物 乗用

さいたま市 45,153 366,615 志 木 市 2,205 18,082 嵐 山 町 824 7,329

川 越 市 12,623 110,885 和 光 市 2,598 19,112 小 川 町 1,151 13,073

熊 谷 市 10,715 84,370 新 座 市 7,029 42,285 川 島 町 1,606 9,119

川 口 市 27,251 150,886 桶 川 市 2,551 25,234 吉 見 町 1,138 8,819

行 田 市 4,413 35,534 久 喜 市 5,412 53,811 鳩 山 町 682 6,015

秩 父 市 3,611 23,717 北 本 市 1,799 23,994 ときがわ町 1,221 5,924

所 沢 市 10,570 97,989 八 潮 市 9,214 26,010 横 瀬 町 496 3,204

飯 能 市 3,826 27,995 富 士 見 市 2,659 28,219 皆 野 町 758 4,289

加 須 市 6,408 44,557 三 郷 市 7,718 40,129 長 瀞 町 376 3,197

本 庄 市 4,454 33,162 蓮 田 市 2,130 21,393 小 鹿 野 町 783 4,778

東 松 山 市 3,638 34,373 坂 戸 市 2,809 33,225 東 秩 父 村 255 1,506

春 日 部 市 7,651 73,105 幸 手 市 1,902 18,636 美 里 町 1,206 5,190

狭 山 市 5,232 52,172 鶴 ヶ 島 市 2,048 23,380 神 川 町 1,361 6,514

羽 生 市 2,288 21,916 日 高 市 2,732 20,539 上 里 町 1,117 12,490

鴻 巣 市 3,401 41,538 吉 川 市 3,616 20,317 寄 居 町 1,958 14,708

深 谷 市 8,005 61,280 ふじみ野市 2,250 28,830 宮 代 町 812 10,761

上 尾 市 7,590 71,869 市 　 計 269,022 2,067,328 白 岡 町 2,069 16,765

草 加 市 9,964 63,884 杉 戸 町 2,041 16,312

越 谷 市 12,854 95,810 伊 奈 町 2,161 14,612 松 伏 町 1,716 10,602

蕨 市 1,536 15,582 三 芳 町 3,865 12,277 町 村 計 30,743 211,010

戸 田 市 8,312 33,199 毛 呂 山 町 1,366 12,088

入 間 市 5,978 49,641 越 生 町 709 4,779

朝 霞 市 4,877 34,053 滑 川 町 1,072 6,659 市 町 村 計 299,790 2,278,389

資料：関東運輸局「市町村別車両数統計」
（注） 1.市町村名は調査時点による
 2.市町村計は不明を含む


