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事業所数
製造品
出荷額等
（億円）

前年比
（％）
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事業所数
製造品
出荷額等
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関東財務局長
細田 隆氏

航空機部品からペダル製造へ

鍛造、プレス、熱処理、研磨そして組み立ての全工程を内製化
「MKS」で世界に知られる自転車ペダルの国内唯一の専門メーカー
ロードバイク、マウンテンバイク、ツーリング車、折りたたみ車、一輪車、競輪用ピストバイクなど幅広い自転車のペダル
製造を主軸に、自動車・建築部品の製造も手がける三ヶ島製作所。高品質で機能性の高い製品は世界中から高い評価
を得て、数多くのファンを持つ。自社でのモノづくりにこだわり高付加価値ペダルを次々と生み出している。

株式会社三ヶ島製作所

●代 表 者 取締役社長　荻野 敏行
●創　　業 昭和18年3月
●設　　立 昭和24年9月
●資 本 金 4,680万円
●従業員数 85名
●事業内容 自転車ペダルおよび同付属品の製造販売、自動車部品加工(プレス、溶接、組み立て）、
 冷間鍛造、熱処理および各種アッセンブリ
●所 在 地 〒359-1166　埼玉県所沢市糀谷1738
 TEL 04-2948-1261　FAX 04-2948-1265
●U R L http://www.mkspedal.com

取締役社長　荻野 敏行氏

国の財政事情

関東財務局長の細田です。よろしくお願いします。
関東財務局は、さいたま新都心合同庁舎にあります

が、財務省の総合的出先機関で、関東地方および甲
信越すなわち山梨・長野・新潟の一都九県を担当して
います。
主な仕事の内容として、次のようなものがあります。
①財政に関する業務として、予算の執行状況の調査
や災害復旧の査定立会い、あるいは、地方公共団体
への資金貸付などを行っています。
②金融・証券に関する業務として、地方銀行、信用金
庫、信用組合の検査・監督や証券などを取り扱う金融
商品取引業者の検査・監督などを行っています。
③国有財産に関する業務として、庁舎などの利用状
況を調査して有効活用を図るとともに、国が利用しな
い国有財産の売却などを行っています。
④経済調査に関する業務として、財務省の政策立案
に役立てるため、管内の経済情勢を継続的に調査し
ています。
この紙面では、財務省の出先機関ということで、国
の財政の現状を簡単に紹介します。
今年度（平成26年度）の国の支出は96兆円ですが、
見合いの税収などの収入は55兆円くらいしかなく、差
額の41兆円は国債発行による借金に頼っています。
膨大な金額なので、ちょっと実感がわきにくいのです
が、1億2700万人の人口で割って、4人家族で考えれ
ば、一家の収入は173万円なのに、129万円の借金を
して、302万円の支出をしているということになります。
こうしたアンバランスは、急にこうなったというわけ
ではなく、この20年以上にわたる、国の収入と支出の
動向の結果です。
収入である税収の動向をみると、ここ20年間では
減税などもあって税収を増やさず、ほぼ40兆円台から
50兆円台の間で多少増減しながら推移しています。
他方、支出のほうは、この20年で70兆円程度から
少しずつ増えていって、100兆円前後まで増加してき

ました。この間に増加した経費は、社会保障費が大半
で、今や30兆円です。借金増大により国債費も増えて
いますが、その他の経費はほとんど増えていません。
このように社会保障費が増えているのは、社会保
障制度の充実が進んでいるためではなく、高齢者が
急速に増加しているからです。現在、日本では、人口
全体が減少傾向になっているなかで、いわゆる団塊
の世代が65歳になり、これからさらに高齢化していく
ことにも代表されるように、高齢者の数は増加し続け
ています。社会保障費の中でも、大きな支出になって
いるのは、年金、医療、介護ですが、これらの支出は、
制度が変わらなくても、高齢者の増加とともに、増加
していくのです。
年金については、全ての国民は、基礎年金の対象と

なり、65歳になれば、満額の場合、年間約77万円の
基礎年金を受け取ることができます（サラリーマンの
場合はさらに加入期間に応じて厚生年金を受け取り
ます）。その基礎年金支給額の半分が国庫負担となっ
ており、約12兆円の国庫の支出になっています。医療
費についても、若い人の年間医療費は10万円程度で
すが、65歳以上の人の年間医療費は70万円を超え
ています。そこで、高齢者の増加とともに、医療費全体
が増えています。医療保険制度がありますが、保険料
だけで賄うのは大変だということで、国や地方自治体
による補助額も大きく、毎年国の支出は増加しており、
いまでは国だけで10兆円を支出しています。介護保
険についても1割の自己負担を除いた9割の額は介護
保険が負担するのですが、介護保険負担額のうちの
半分が公費負担でそれをさらに国と地方自治体が半
分ずつ負担しています。そして、75歳以上の方々の要
支援要介護の認定率は31.2％になっており、今後高
齢化の進行とともに、ますます負担は増加していく見
込みです。
こうして、社会保障制度と財政問題は、我が国の大
きな課題となっているわけです。

イギリス人に言われたんです。『イッツ・クール！』と。
今では当たり前に使われますが、当時は意味が分か
らなくて、何言ってるんだ？　風邪ひいているのかと
(笑)。展示会では『信じられない』とか『ビューティフ
ル』とか、そんな言葉が聞かれますね」
同社はドイツ、アメリカ、台湾の自転車展示会に毎
年欠かさず出展し、世界に向けて「MKS」ブランドの
存在感を示している。

工場では市場調査・企画開発から鍛造、プレス、熱
処理、アッセンブリ（組み立て）、といった一連の工程
を行っており、モノづくりに徹底的にこだわれるのが
同社の強みとなっている。
「かつて、中国へ行くことが生き残る方法だと言わ
れていた時もありましたけれど、当社の場合、いろん
な設備を使って一つの製品が完成しますので、もし海
外に出るとしたら全部持っていかないとダメなんです
よね。例えばプレスだけを持っていく、熱処理だけを
持っていくというのは可能かもしれないですけれど、
そうしたらうちの良さは何なの？　プレスと熱処理だ
けでは当社の特徴は出ないんです」
モノづくりの高い技術と自社工場で一貫製造する
同社の評判は、自動車業界や建設業界にも届き、現
在では自動車部品や建築部品も手がけている。
「この先いろいろな業種からも、そういう設備があ
るんだったらこんなものつくれない？　と言われる可
能性は大いにあると思います。今後も日本にこだわっ
て製造業をやっていきたいですね」
健康志向、エコ意識、娯楽、スポーツとして利用さ

れる自転車人気は今後も世界で広がりを見せるだろ
う。同時に同社が開拓できる市場も、世界にたくさん
残されている。
“良いものをつくる”、その精神で生まれた同社の
製品は、今後ますます自転車ファンを驚かせてくれる
に違いない。

3代目社長となった現会長の荻野皓一郎氏は当時
を振り返りこう語る。「最初は自転車ペダルの芯棒の
製造から始まりました。大臣賞を受賞して、大手完成
車メーカーから声がかかるようになりました。“品質本
位”それだけはうるさく言ってやってきましたから、賞
ももらえたのだと思います」
その後、サイクリング用やスポーツ用等、同社は
次々と新製品を開発。昭和39年の東京オリンピック
では、自転車競技日本選手団の自転車に同社製の
ペダル「ユニークロード」が採用された。
同社の製品品質が、国際級であることを世界に知

らしめたのである。

いわゆるママチャリが主流を占めていた、日本の
自転車製造ピーク時、同社はそのようなペダルも製
造していた。しかし、徐々に台湾や中国の部品メー
カーが育ち始め、低価格を売りに日本市場を脅かし
始める。
自転車業界では台湾、やがて中国へと生産拠点を
海外に移転して価格競争に挑む動きが進んだ。
同社も台湾企業でのOEM生産をスタートさせた

が、さらに円高になった時、「日本でママチャリタイプ
の製品を生産、販売するのはもう無理じゃないか」と
考え、そのクラスのペダルの生産を大幅に縮小。軸
足を移したのが持ち前の高い技術を駆使した、高付
加価値ペダルの開発だった。
「折りたたみ式のものや、平成12年には工具を使
わずに手で着脱できるペダルを開発しました。これは、
パテントも取りました。ただ踏むだけの製品ではなく、
機能付きのペダルです。この製品の構造と精度は、
他社ではそう簡単にはつくれないと思います」
車のトランクに入れたい、持ち運びに便利にならな

いか……着脱式ペダルは、そんなユーザーニーズを
キャッチして生まれた全く新しい機構のペダル。その
使い勝手の良さから自転車ファンの熱い支持を得て、

自転車はペダル、ハンドル、フレーム、タイヤ、ブ
レーキなどそれぞれのパーツをつくる部品メーカーと
それらを集めてアッセンブルする完成車メーカーに
よって製造される。
株式会社三ヶ島製作所は、国内唯一の自転車ペ

ダル専業メーカー。同社の製品は、国内外の自転車
業界において、「MKS」のブランド名で高い評価と人
気を得ている。
「戦後、自転車業界は日本の花形産業でした。当
時はもちろん自転車を構成するすべての部品メー
カーがたくさんありましたし、弊社は後発でしたので
既に国内にはペダル専門メーカーが40～50社はあ
りました」（荻野敏行社長）。
日本の自転車製造台数のピークは昭和48

（1973）年。日本独特のママチャリとも言われるシ
ティサイクル全盛時の941万台を境に、その後、台湾
そしてやがて中国メーカーの台頭によって徐々に生
産台数が減っていった。平成25（2013）年はピーク
時の約10分の１の96万台にまで落ち込んでいる。
かつての最盛期には、全国に数多く存在した自転
車部品メーカーと完成車メーカー。その多くが看板

を下ろしていったなか、同社は着実にブランド力を高
め、業界で広く知られた企業となる――その差は一
体どこにあったのだろうか？

同社の歴史は昭和18年、航空機部品メーカーの
下請け企業としてスタートした。終戦をはさんで3年
後、その設備を生かして自転車のペダル製造へと事
業を転換、昭和24年に㈱三ヶ島製作所を設立する。
しかし同社は、前出のようにペダルメーカーとしては
後発。業界で勝ち残るためには、“品質にこだわって
良いものをつくりそして宣伝する”、そのことに商機を
見いだすしかなかった。
当時のペダルは芯棒が曲折したり、足を乗せるゴ

ムの部分に不具合が出たりといった低品質のものが
出回り、トラブルも発生していた。同社は“良いものを
つくる”を旨とした製造技術で、ゆがみのない頑丈な
芯棒としっかりと組み立てられるペダルを製造。そし
て昭和26年にはペダルメーカーとしては初めての通
商産業省（現・経済産業省）大臣賞に輝いた。

現在も人気商品となっている。

同社は、主に生活の足として使われる自転車に用
いられるフラットペダルや、ツーリング、通勤用、折り
たたみ車のペダル、そして専用靴を必要とするロード
バイク用のビンディングペダル（スキー板とスキー靴
のようにペダルと靴を固定するタイプ）、ピストバイク

（競技用自転車）ペダル、さらには一輪車専用ペダル
などと幅広いタイプの製品を製造する。なかには、厳
しい品質基準をクリアしなければならないプロ仕様の
競輪用自転車のペダル製造も含まれる。
「国内の競輪競技で使われるペダルを製造するの
は当社だけですから、競輪用ペダルは100％当社生
産です。最近は、韓国競輪からも依頼があります」
また、フラットタイプペダルにおいても、足が滑ら
ないようにタコの吸盤のような形状を加えたり、安
定して長時間踏める形を工夫したり、長時間ペダ
ルをこいでも足が疲れないモデルを開発するなど、
自転車ファンの「こういうのが欲しかった！」という
思いに応えるさまざまな機能を付加した製品を

多種そろえている。
「普段何気なく乗っている自転車のペダルが滑り
やすい、回転が重いと感じることがある……そのよう
な不満を感じている人が当社の製品を使えば、その
違いにびっくりするはずです。自転車に乗るのが楽し
く快適に乗れると思います」
事実、同社の製品を購入した顧客から、「回転が滑

らかになった」「ペダリングがラクに感じられます」と
いったメールが多数届けられているという。

現在、同社製品の5～6割は海外に輸出されている。
同社が活躍する舞台は、自転車が日常の移動手段と
して利用される市場ではなく、自転車にスポーツ性や
趣味を加味した高級品が求められる市場。それは、
生活が豊かになり、文化が成熟した先進国がほとん
どだった。そのため、現在輸出の相手先は、ドイツ、イ
タリア、フランス、アメリカといった欧米が中心だが、
近年、タイやインドネシア、フィリピン、ロシア、中国等
の富裕層にも人気が高まり、そういう国への輸出も
増えているという。
「10年ほど前、当社の展示会を見たアメリカ人や
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関東財務局長
細田 隆氏

航空機部品からペダル製造へ

鍛造、プレス、熱処理、研磨そして組み立ての全工程を内製化
「MKS」で世界に知られる自転車ペダルの国内唯一の専門メーカー
ロードバイク、マウンテンバイク、ツーリング車、折りたたみ車、一輪車、競輪用ピストバイクなど幅広い自転車のペダル
製造を主軸に、自動車・建築部品の製造も手がける三ヶ島製作所。高品質で機能性の高い製品は世界中から高い評価
を得て、数多くのファンを持つ。自社でのモノづくりにこだわり高付加価値ペダルを次々と生み出している。

株式会社三ヶ島製作所

●代 表 者 取締役社長　荻野 敏行
●創　　業 昭和18年3月
●設　　立 昭和24年9月
●資 本 金 4,680万円
●従業員数 85名
●事業内容 自転車ペダルおよび同付属品の製造販売、自動車部品加工(プレス、溶接、組み立て）、
 冷間鍛造、熱処理および各種アッセンブリ
●所 在 地 〒359-1166　埼玉県所沢市糀谷1738
 TEL 04-2948-1261　FAX 04-2948-1265
●U R L http://www.mkspedal.com

取締役社長　荻野 敏行氏

国の財政事情

関東財務局長の細田です。よろしくお願いします。
関東財務局は、さいたま新都心合同庁舎にあります

が、財務省の総合的出先機関で、関東地方および甲
信越すなわち山梨・長野・新潟の一都九県を担当して
います。
主な仕事の内容として、次のようなものがあります。
①財政に関する業務として、予算の執行状況の調査
や災害復旧の査定立会い、あるいは、地方公共団体
への資金貸付などを行っています。
②金融・証券に関する業務として、地方銀行、信用金
庫、信用組合の検査・監督や証券などを取り扱う金融
商品取引業者の検査・監督などを行っています。
③国有財産に関する業務として、庁舎などの利用状
況を調査して有効活用を図るとともに、国が利用しな
い国有財産の売却などを行っています。
④経済調査に関する業務として、財務省の政策立案
に役立てるため、管内の経済情勢を継続的に調査し
ています。
この紙面では、財務省の出先機関ということで、国
の財政の現状を簡単に紹介します。
今年度（平成26年度）の国の支出は96兆円ですが、
見合いの税収などの収入は55兆円くらいしかなく、差
額の41兆円は国債発行による借金に頼っています。
膨大な金額なので、ちょっと実感がわきにくいのです
が、1億2700万人の人口で割って、4人家族で考えれ
ば、一家の収入は173万円なのに、129万円の借金を
して、302万円の支出をしているということになります。
こうしたアンバランスは、急にこうなったというわけ
ではなく、この20年以上にわたる、国の収入と支出の
動向の結果です。
収入である税収の動向をみると、ここ20年間では
減税などもあって税収を増やさず、ほぼ40兆円台から
50兆円台の間で多少増減しながら推移しています。
他方、支出のほうは、この20年で70兆円程度から
少しずつ増えていって、100兆円前後まで増加してき

ました。この間に増加した経費は、社会保障費が大半
で、今や30兆円です。借金増大により国債費も増えて
いますが、その他の経費はほとんど増えていません。
このように社会保障費が増えているのは、社会保
障制度の充実が進んでいるためではなく、高齢者が
急速に増加しているからです。現在、日本では、人口
全体が減少傾向になっているなかで、いわゆる団塊
の世代が65歳になり、これからさらに高齢化していく
ことにも代表されるように、高齢者の数は増加し続け
ています。社会保障費の中でも、大きな支出になって
いるのは、年金、医療、介護ですが、これらの支出は、
制度が変わらなくても、高齢者の増加とともに、増加
していくのです。
年金については、全ての国民は、基礎年金の対象と

なり、65歳になれば、満額の場合、年間約77万円の
基礎年金を受け取ることができます（サラリーマンの
場合はさらに加入期間に応じて厚生年金を受け取り
ます）。その基礎年金支給額の半分が国庫負担となっ
ており、約12兆円の国庫の支出になっています。医療
費についても、若い人の年間医療費は10万円程度で
すが、65歳以上の人の年間医療費は70万円を超え
ています。そこで、高齢者の増加とともに、医療費全体
が増えています。医療保険制度がありますが、保険料
だけで賄うのは大変だということで、国や地方自治体
による補助額も大きく、毎年国の支出は増加しており、
いまでは国だけで10兆円を支出しています。介護保
険についても1割の自己負担を除いた9割の額は介護
保険が負担するのですが、介護保険負担額のうちの
半分が公費負担でそれをさらに国と地方自治体が半
分ずつ負担しています。そして、75歳以上の方々の要
支援要介護の認定率は31.2％になっており、今後高
齢化の進行とともに、ますます負担は増加していく見
込みです。
こうして、社会保障制度と財政問題は、我が国の大
きな課題となっているわけです。

イギリス人に言われたんです。『イッツ・クール！』と。
今では当たり前に使われますが、当時は意味が分か
らなくて、何言ってるんだ？　風邪ひいているのかと
(笑)。展示会では『信じられない』とか『ビューティフ
ル』とか、そんな言葉が聞かれますね」
同社はドイツ、アメリカ、台湾の自転車展示会に毎
年欠かさず出展し、世界に向けて「MKS」ブランドの
存在感を示している。

工場では市場調査・企画開発から鍛造、プレス、熱
処理、アッセンブリ（組み立て）、といった一連の工程
を行っており、モノづくりに徹底的にこだわれるのが
同社の強みとなっている。
「かつて、中国へ行くことが生き残る方法だと言わ
れていた時もありましたけれど、当社の場合、いろん
な設備を使って一つの製品が完成しますので、もし海
外に出るとしたら全部持っていかないとダメなんです
よね。例えばプレスだけを持っていく、熱処理だけを
持っていくというのは可能かもしれないですけれど、
そうしたらうちの良さは何なの？　プレスと熱処理だ
けでは当社の特徴は出ないんです」
モノづくりの高い技術と自社工場で一貫製造する
同社の評判は、自動車業界や建設業界にも届き、現
在では自動車部品や建築部品も手がけている。
「この先いろいろな業種からも、そういう設備があ
るんだったらこんなものつくれない？　と言われる可
能性は大いにあると思います。今後も日本にこだわっ
て製造業をやっていきたいですね」
健康志向、エコ意識、娯楽、スポーツとして利用さ

れる自転車人気は今後も世界で広がりを見せるだろ
う。同時に同社が開拓できる市場も、世界にたくさん
残されている。
“良いものをつくる”、その精神で生まれた同社の
製品は、今後ますます自転車ファンを驚かせてくれる
に違いない。

3代目社長となった現会長の荻野皓一郎氏は当時
を振り返りこう語る。「最初は自転車ペダルの芯棒の
製造から始まりました。大臣賞を受賞して、大手完成
車メーカーから声がかかるようになりました。“品質本
位”それだけはうるさく言ってやってきましたから、賞
ももらえたのだと思います」
その後、サイクリング用やスポーツ用等、同社は
次々と新製品を開発。昭和39年の東京オリンピック
では、自転車競技日本選手団の自転車に同社製の
ペダル「ユニークロード」が採用された。
同社の製品品質が、国際級であることを世界に知

らしめたのである。

いわゆるママチャリが主流を占めていた、日本の
自転車製造ピーク時、同社はそのようなペダルも製
造していた。しかし、徐々に台湾や中国の部品メー
カーが育ち始め、低価格を売りに日本市場を脅かし
始める。
自転車業界では台湾、やがて中国へと生産拠点を
海外に移転して価格競争に挑む動きが進んだ。
同社も台湾企業でのOEM生産をスタートさせた

が、さらに円高になった時、「日本でママチャリタイプ
の製品を生産、販売するのはもう無理じゃないか」と
考え、そのクラスのペダルの生産を大幅に縮小。軸
足を移したのが持ち前の高い技術を駆使した、高付
加価値ペダルの開発だった。
「折りたたみ式のものや、平成12年には工具を使
わずに手で着脱できるペダルを開発しました。これは、
パテントも取りました。ただ踏むだけの製品ではなく、
機能付きのペダルです。この製品の構造と精度は、
他社ではそう簡単にはつくれないと思います」
車のトランクに入れたい、持ち運びに便利にならな

いか……着脱式ペダルは、そんなユーザーニーズを
キャッチして生まれた全く新しい機構のペダル。その
使い勝手の良さから自転車ファンの熱い支持を得て、

自転車はペダル、ハンドル、フレーム、タイヤ、ブ
レーキなどそれぞれのパーツをつくる部品メーカーと
それらを集めてアッセンブルする完成車メーカーに
よって製造される。
株式会社三ヶ島製作所は、国内唯一の自転車ペ

ダル専業メーカー。同社の製品は、国内外の自転車
業界において、「MKS」のブランド名で高い評価と人
気を得ている。
「戦後、自転車業界は日本の花形産業でした。当
時はもちろん自転車を構成するすべての部品メー
カーがたくさんありましたし、弊社は後発でしたので
既に国内にはペダル専門メーカーが40～50社はあ
りました」（荻野敏行社長）。
日本の自転車製造台数のピークは昭和48

（1973）年。日本独特のママチャリとも言われるシ
ティサイクル全盛時の941万台を境に、その後、台湾
そしてやがて中国メーカーの台頭によって徐々に生
産台数が減っていった。平成25（2013）年はピーク
時の約10分の１の96万台にまで落ち込んでいる。
かつての最盛期には、全国に数多く存在した自転
車部品メーカーと完成車メーカー。その多くが看板

を下ろしていったなか、同社は着実にブランド力を高
め、業界で広く知られた企業となる――その差は一
体どこにあったのだろうか？

同社の歴史は昭和18年、航空機部品メーカーの
下請け企業としてスタートした。終戦をはさんで3年
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現在も人気商品となっている。
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ルをこいでも足が疲れないモデルを開発するなど、
自転車ファンの「こういうのが欲しかった！」という
思いに応えるさまざまな機能を付加した製品を

多種そろえている。
「普段何気なく乗っている自転車のペダルが滑り
やすい、回転が重いと感じることがある……そのよう
な不満を感じている人が当社の製品を使えば、その
違いにびっくりするはずです。自転車に乗るのが楽し
く快適に乗れると思います」
事実、同社の製品を購入した顧客から、「回転が滑

らかになった」「ペダリングがラクに感じられます」と
いったメールが多数届けられているという。

現在、同社製品の5～6割は海外に輸出されている。
同社が活躍する舞台は、自転車が日常の移動手段と
して利用される市場ではなく、自転車にスポーツ性や
趣味を加味した高級品が求められる市場。それは、
生活が豊かになり、文化が成熟した先進国がほとん
どだった。そのため、現在輸出の相手先は、ドイツ、イ
タリア、フランス、アメリカといった欧米が中心だが、
近年、タイやインドネシア、フィリピン、ロシア、中国等
の富裕層にも人気が高まり、そういう国への輸出も
増えているという。
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新しい機構のペダルを開発

イギリス人に言われたんです。『イッツ・クール！』と。
今では当たり前に使われますが、当時は意味が分か
らなくて、何言ってるんだ？　風邪ひいているのかと
(笑)。展示会では『信じられない』とか『ビューティフ
ル』とか、そんな言葉が聞かれますね」
同社はドイツ、アメリカ、台湾の自転車展示会に毎
年欠かさず出展し、世界に向けて「MKS」ブランドの
存在感を示している。

工場では市場調査・企画開発から鍛造、プレス、熱
処理、アッセンブリ（組み立て）、といった一連の工程
を行っており、モノづくりに徹底的にこだわれるのが
同社の強みとなっている。
「かつて、中国へ行くことが生き残る方法だと言わ
れていた時もありましたけれど、当社の場合、いろん
な設備を使って一つの製品が完成しますので、もし海
外に出るとしたら全部持っていかないとダメなんです
よね。例えばプレスだけを持っていく、熱処理だけを
持っていくというのは可能かもしれないですけれど、
そうしたらうちの良さは何なの？　プレスと熱処理だ
けでは当社の特徴は出ないんです」
モノづくりの高い技術と自社工場で一貫製造する
同社の評判は、自動車業界や建設業界にも届き、現
在では自動車部品や建築部品も手がけている。
「この先いろいろな業種からも、そういう設備があ
るんだったらこんなものつくれない？　と言われる可
能性は大いにあると思います。今後も日本にこだわっ
て製造業をやっていきたいですね」
健康志向、エコ意識、娯楽、スポーツとして利用さ

れる自転車人気は今後も世界で広がりを見せるだろ
う。同時に同社が開拓できる市場も、世界にたくさん
残されている。
“良いものをつくる”、その精神で生まれた同社の
製品は、今後ますます自転車ファンを驚かせてくれる
に違いない。

3代目社長となった現会長の荻野皓一郎氏は当時
を振り返りこう語る。「最初は自転車ペダルの芯棒の
製造から始まりました。大臣賞を受賞して、大手完成
車メーカーから声がかかるようになりました。“品質本
位”それだけはうるさく言ってやってきましたから、賞
ももらえたのだと思います」
その後、サイクリング用やスポーツ用等、同社は
次々と新製品を開発。昭和39年の東京オリンピック
では、自転車競技日本選手団の自転車に同社製の
ペダル「ユニークロード」が採用された。
同社の製品品質が、国際級であることを世界に知

らしめたのである。

いわゆるママチャリが主流を占めていた、日本の
自転車製造ピーク時、同社はそのようなペダルも製
造していた。しかし、徐々に台湾や中国の部品メー
カーが育ち始め、低価格を売りに日本市場を脅かし
始める。
自転車業界では台湾、やがて中国へと生産拠点を
海外に移転して価格競争に挑む動きが進んだ。
同社も台湾企業でのOEM生産をスタートさせた

が、さらに円高になった時、「日本でママチャリタイプ
の製品を生産、販売するのはもう無理じゃないか」と
考え、そのクラスのペダルの生産を大幅に縮小。軸
足を移したのが持ち前の高い技術を駆使した、高付
加価値ペダルの開発だった。
「折りたたみ式のものや、平成12年には工具を使
わずに手で着脱できるペダルを開発しました。これは、
パテントも取りました。ただ踏むだけの製品ではなく、
機能付きのペダルです。この製品の構造と精度は、
他社ではそう簡単にはつくれないと思います」
車のトランクに入れたい、持ち運びに便利にならな

いか……着脱式ペダルは、そんなユーザーニーズを
キャッチして生まれた全く新しい機構のペダル。その
使い勝手の良さから自転車ファンの熱い支持を得て、

自転車はペダル、ハンドル、フレーム、タイヤ、ブ
レーキなどそれぞれのパーツをつくる部品メーカーと
それらを集めてアッセンブルする完成車メーカーに
よって製造される。
株式会社三ヶ島製作所は、国内唯一の自転車ペ

ダル専業メーカー。同社の製品は、国内外の自転車
業界において、「MKS」のブランド名で高い評価と人
気を得ている。
「戦後、自転車業界は日本の花形産業でした。当
時はもちろん自転車を構成するすべての部品メー
カーがたくさんありましたし、弊社は後発でしたので
既に国内にはペダル専門メーカーが40～50社はあ
りました」（荻野敏行社長）。
日本の自転車製造台数のピークは昭和48

（1973）年。日本独特のママチャリとも言われるシ
ティサイクル全盛時の941万台を境に、その後、台湾
そしてやがて中国メーカーの台頭によって徐々に生
産台数が減っていった。平成25（2013）年はピーク
時の約10分の１の96万台にまで落ち込んでいる。
かつての最盛期には、全国に数多く存在した自転
車部品メーカーと完成車メーカー。その多くが看板

を下ろしていったなか、同社は着実にブランド力を高
め、業界で広く知られた企業となる――その差は一
体どこにあったのだろうか？

同社の歴史は昭和18年、航空機部品メーカーの
下請け企業としてスタートした。終戦をはさんで3年
後、その設備を生かして自転車のペダル製造へと事
業を転換、昭和24年に㈱三ヶ島製作所を設立する。
しかし同社は、前出のようにペダルメーカーとしては
後発。業界で勝ち残るためには、“品質にこだわって
良いものをつくりそして宣伝する”、そのことに商機を
見いだすしかなかった。
当時のペダルは芯棒が曲折したり、足を乗せるゴ

ムの部分に不具合が出たりといった低品質のものが
出回り、トラブルも発生していた。同社は“良いものを
つくる”を旨とした製造技術で、ゆがみのない頑丈な
芯棒としっかりと組み立てられるペダルを製造。そし
て昭和26年にはペダルメーカーとしては初めての通
商産業省（現・経済産業省）大臣賞に輝いた。

現在も人気商品となっている。

同社は、主に生活の足として使われる自転車に用
いられるフラットペダルや、ツーリング、通勤用、折り
たたみ車のペダル、そして専用靴を必要とするロード
バイク用のビンディングペダル（スキー板とスキー靴
のようにペダルと靴を固定するタイプ）、ピストバイク

（競技用自転車）ペダル、さらには一輪車専用ペダル
などと幅広いタイプの製品を製造する。なかには、厳
しい品質基準をクリアしなければならないプロ仕様の
競輪用自転車のペダル製造も含まれる。
「国内の競輪競技で使われるペダルを製造するの
は当社だけですから、競輪用ペダルは100％当社生
産です。最近は、韓国競輪からも依頼があります」
また、フラットタイプペダルにおいても、足が滑ら
ないようにタコの吸盤のような形状を加えたり、安
定して長時間踏める形を工夫したり、長時間ペダ
ルをこいでも足が疲れないモデルを開発するなど、
自転車ファンの「こういうのが欲しかった！」という
思いに応えるさまざまな機能を付加した製品を

多種そろえている。
「普段何気なく乗っている自転車のペダルが滑り
やすい、回転が重いと感じることがある……そのよう
な不満を感じている人が当社の製品を使えば、その
違いにびっくりするはずです。自転車に乗るのが楽し
く快適に乗れると思います」
事実、同社の製品を購入した顧客から、「回転が滑

らかになった」「ペダリングがラクに感じられます」と
いったメールが多数届けられているという。

現在、同社製品の5～6割は海外に輸出されている。
同社が活躍する舞台は、自転車が日常の移動手段と
して利用される市場ではなく、自転車にスポーツ性や
趣味を加味した高級品が求められる市場。それは、
生活が豊かになり、文化が成熟した先進国がほとん
どだった。そのため、現在輸出の相手先は、ドイツ、イ
タリア、フランス、アメリカといった欧米が中心だが、
近年、タイやインドネシア、フィリピン、ロシア、中国等
の富裕層にも人気が高まり、そういう国への輸出も
増えているという。
「10年ほど前、当社の展示会を見たアメリカ人や
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株式会社三ヶ島製作所ZOOM UP

100％内製によるモノづくり

会社全景

工場でのペダル製造 手で外せる脱着ペダルシリーズ
こだわりの機能を持つ
ペダルの一例

世界各国の展示会で高評価

国内競輪用ペダルの占有率100％

新しい機構のペダルを開発
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らなくて、何言ってるんだ？　風邪ひいているのかと
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らかになった」「ペダリングがラクに感じられます」と
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現在、同社製品の5～6割は海外に輸出されている。
同社が活躍する舞台は、自転車が日常の移動手段と
して利用される市場ではなく、自転車にスポーツ性や
趣味を加味した高級品が求められる市場。それは、
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(1)夫婦共働き世帯の増加
未就学児を有する夫婦共働き世帯（夫婦と子供

からなる核家族世帯のうち夫・妻ともに就業者の世
帯）の推移をみると、2000～2010年の10年間で
21,325世帯増加している。バブル崩壊以降の長期
不況に伴い世帯所得が減少したことにより、女性就
業者が増加したことが背景にあると考えられる。こ
れにより、県内の全未就学児のうち4人に1人は夫
婦共働き世帯の未就学児となっている。
なお、最近では景気回復に伴う雇用情勢の改善

により就業機会が拡大していることから、夫婦共働
き世帯の増加が続いているものと考えられる。

(2)他都道府県からの転入未就学児の増加
他都道府県からの未就学児の転入超過数をみる

と、2010～2013年の4年間の合計は6,904人（多
い順に全国第1位）であり、首都圏で突出した数値
となっている。第2位の福岡県は2,987人であるこ
とから、埼玉県の数値が全国的にも大きいことがわ
かる。この中には、夫婦共働き世帯の未就学児など
認可保育所の入所希望児童が相当数いるものと考
えられる。
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増加する空き家の現状と
課題及び自治体の対応策 研究主幹

棚沢 英明

地域社会のパラダイムシフト（潮流の変化）シリーズ

はじめに
今年の7月29日､総務省より平成25年住宅･土

地統計調査(速報集計)が発表された。この調査に
よれば平成25年10月現在における国内の空き家
総数は約820万戸となり、空き家率(総住宅数に対
する空き家の割合)は過去最高の13.5%となった。
同調査は5年に1度実施されるが､前回調査（平成
20年）に比べ､空き家の数は約63万戸増加し､全
体に占める割合も0.4ポイント高まった。
空き家の増加は地域社会に様々な悪影響をもた

らし､社会問題としての認識も高まりつつある。今
後の日本が､急速な高齢化と人口減少社会に向き
合う中､この空き家問題に対して､どのように対応
していくことが求められるのかについて考察してみ
たい。

空き家の定義
総務省では､ふだん人が居住していない住宅を

「居住世帯のない住宅」として区分し､うち一時現
在者のみの住宅（昼間だけ使用している､何人か
で交代で寝泊まりしている等）と建築中の住宅を除
いた住宅を、空き家と定義している。
空き家は更に､二次的住宅､賃貸用の住宅､売

却用の住宅の他､それら以外で人が住んでいない
その他の住宅の4つに分類されている。その他の
住宅には、問題となる可能性が高い多くの空き家

が含まれているが､例えば転勤・入院等で居住世
帯が長期間不在な住宅等もある。
賃貸用や売却用の住宅は､所有者や不動産会

社によって最低限の管理が期待されるが､その他
の住宅は長期間放置されるなど管理が行き届かず、
近隣に悪影響を及ぼす可能性が高くなっている｡

空き家の現状
全国的な空き家率を都道府県別に見ると､その

状況は大きく異なっている｡
埼玉県の空き家総数は約355千戸と全国で8番

目に多いものの､空き家率では10.9％と全国で4
番目に低い水準となっている。

埼玉県の空き家率を1998年と比較すると､全
体の空き家率で1.0％､その他住宅の空き家率で
は0.9％増加している。いずれも全国（2.0％、
1.7％）を下回るものの､空き家の増加数は約100
千戸（38.1％増加）と､決して少ない数ではない。
さらに埼玉県内の空き家率を市町村別に見ると、
市部で７％台の吉川市や北本市､町部で4％から
5％台の松伏町や三芳町に比べ､秩父地域を始め
とした北部地域で高くなっている｡

空き家に影響を及ぼす社会的・経済的
要因
ここで空き家に影響を与える社会的・経済的な
要因として､埼玉県における人口及び世帯数の将
来見通しと新設住宅着工動向について､その状況
を確認しておきたい｡
人口と世帯数の状況については､全国の総人口

が2011年頃より減少に転じており､埼玉県も2015
年から2020年にかけて減少に転じると推計されて
いる｡埼玉県の人口は現在増加しているが､これは
人口移動に伴う社会的人口流入の超過によるもの
であり､埼玉県においても､2012年には出生数から
死亡数を引いた自然増減は減少に転じている｡
世帯数においては､人口減少に遅れるかたちで

2025年までに減少に転じると推計されているが、
これは高齢者世帯(世帯主が65歳以上の世帯)､特
に単身高齢者世帯の増加等が大きく影響している。
埼玉県の一般世帯に対する高齢者の単身世帯

の割合は､2010年に7.3％(208千世帯)から
2025年に11.3％(336千世帯)､2035年には
13.4％(380千世帯)まで増加し､単身高齢者世帯
と夫婦のみの高齢者世帯を合わせた割合は､
2010年に17.4％(494千世帯)から2025年には
23.2％(690千世帯)､2035年には25.8％(732千
世帯)に増加すると推計されている｡

新設住宅着工戸数の推移を見ると､1989年に
は､全国で約166万戸､埼玉県でも10万戸を超え
る着工数を数えたが､その後急速に減少し､2008
年のリーマンショック後に底を打ち､その後昨年ま
でやや回復に向かっている｡
住宅の建築は､金額的に大きいということだけで

なく､同時に家具や家電製品の消費に繋がること
から､一般的に経済効果が大きいと考えられている。

住宅着工が減少すれば経済活動全体に対する
マイナス効果が大きくなるが､今後人口と世帯数が
減少する見通しの中､防犯機能の低下や環境への
悪影響等､外部不経済をもたらす空き家の増加を
見据え､どのような住宅・都市政策を実行していく
のかが重要となってくる。

空き家が増加する個別要因
空き家が増加していく背景は､単に少子高齢化

の進展と人口減少ということだけではない。核家族
化が進んだ結果､相続が発生する頃には子どもた
ちは既に独立し､新たな住宅を所有していることが
多く､相続した家に居住する必要性は小さい｡ 
自ら居住しないのであれば､売却や賃貸というこ

とが考えられるが､特に売却の必要性がない場合や
(相続税制の改正により､平成27年1月から基礎控
除が縮小するため､課税対象者が増加し売却を選
択する人が増加する可能性はある)自分が育った家
は残しておきたいとの思いの他､物件の市場性等の
問題もあり売却に至らないケースは多いと言われて
いる｡賃貸するにしても､賃料や立ち退きの問題な
どがネックとなり､思うようには広がっていない｡
更に問題となるのが､所有者不明となっている
場合や相続放棄がなされているケースである｡こ
のような場合はより対応が困難となり､時間とコス
トを要することから､長期間空き家状態が続くと考
えられる｡

人の居住の用に供する家屋」が建築されている土
地の固定資産税額は､住宅1棟あたり200㎡までは
本来の1/6)｡
固定資産税の軽減税率適用が､住宅取得促進
策としての優遇税制であることを考えると､問題と
なる空き家が増加している以上､何らかの対応策
が図られるべきであろう｡

空き家に対する自治体の対応状況
埼玉県では平成25年10月､市町村の行政職員

向けに「埼玉県空き家対策指針」を作成した｡空き
家の安全対策と利活用策の２つを柱として役に立
つ情報を取りまとめ､市町村独自条例制定のため
のモデル条例を掲載した内容となっている｡
景観や環境問題に関する条例は早くから制定さ

れていたが､空き家対策をテーマとして制定された
全国初の条例は､所沢市が制定した「所沢市空き
家等の適正管理に関する条例」(平成22年10月
施行)と言われている｡
国土交通省調査によると､平成26年4月1日現在
施行されている空き家等の適正管理に関する条例
の制定数は355自治体と急速に増加しており､埼玉
県内では､18の自治体が同条例を制定している。
実際に各自治体が実施している対策には次のよ

うなものがある｡
危険性を除去するための空き家管理条例の内
容を見ると､自治体により違いはあるが､指導･勧告
･命令･公表･罰則の他､行政代執行を実施する等
も含まれる｡原則所有者による自主的な対応を求
めるものであるが､最近では行政代執行に踏み切
らざるを得ない事例も発生している｡ただ､このよう
なケースでは､撤去費用がなかなか回収できないと
いった問題も発生している｡
また､撤去費用に補助金を設ける､相続人不存
在時への対応策を規定する､所有者を特定するた
めに課税情報を目的外に使用できるとの規定を設
ける自治体もあるなど､地域によって様々な対応策
が検討･実施されている｡このような対策は､これま

で各自治体で個別に検討され条例として制定され
てきた｡
建築基準法や消防法､廃棄物処理法等による命
令や代執行という現行法令での空き家対策も考え
られるが､思うような対応が実施できていないのが
現状である｡
全国的に大きく社会問題化する中､統一的な法
整備を図るため､秋の臨時国会に「空き家対策特
別措置法案」が提出され､今国会での制定を目指
すこととなった｡自治体による立ち入り調査権や所
有者等把握のため､固定資産税情報の内部利用
を可能にする等について､法律で明確にする内容
となっている｡
一方､空き家を有効利用する仕組みとして､空き
家バンクの活用がある。自治体が空き家の登録を
募り情報公開することで､購入者や賃借人を探す
ものであるが､効果があがっている取組みは決して
多いとは言えない状況である｡

おわりに
所有することの自由には､所有することによる社
会的責任も同時に存在する。所有者(管理者)が責
任を持って空き家を管理することが大原則である
ことは前述の通りである。
空き家の実態を把握し､問題が発生する前に対
応策を実施していくためには､新たに所有者(管理
者)不明の空き家を増加させないことが重要である。
森林の場合には､法改正により平成24年4月以降
新たに森林を所有する場合(相続や贈与も含む)市
町村長への届出が必要となっている｡空き家につ
いても､一定の条件での届出を義務化するなどの
対策も必要と考える｡空き家バンクを活用すること
も一つの方法かも知れない｡
空き家問題は､日本が直面している少子高齢化

と人口減少社会という､社会構造全体の大きな変
化に伴い派生した課題の一つである｡地域により
問題の大きさに違いはあるが､全国的な取組とし
ての対策に期待したい｡

本年度の地域研究レポートは、「地域社会のパ
ラダイムシフト（潮流の変化）」をテーマに、地域
におけるこれまでの常識、見方が変わる事象や
その原因について考察していく。

空き家の危険性と環境問題
空き家の存在は､危険性と環境の側面から問題

となる。
危険性には､老朽家屋の倒壊や一部が強風で
飛散することによる人的･物的被害の発生など､
空き家建物そのものによる危険性がある。また､
放火や不審者の出入りなど､空き家が存在する
ことにより犯罪を誘発する等の防犯上の危険性
もあり､住民が生活する上での大きな不安材料に
なる｡
環境面においては､樹木や雑草が生い茂り､敷
地内に大量のゴミが不法投棄され､衛生面や街の
景観が損なわれる等､住環境に少なからず悪影響
をもたらすものと考えられる｡
いずれにしても､空き家の存在はその地域にとっ

て決して良いものではないことは言うまでもない。
本来であればその所有者(管理者)の責任におい
て､適切に管理されなければならないものである。
しかしながら様々な事情により､長期間空き家とし
て放置される家屋が存在し増加している今日､この
問題に対して自治体による積極的な関わり方が求
められている｡

空き家対策における課題
空き家対策における課題としては､主に以下の

ような場合が考えられている｡
個人情報の保護や調査費用の問題から､まず空

き家の実態が把握されていない場合が多い。
実態調査を実施し現状把握できた場合でも､所
有者が不明または相続人不在(相続放棄含む)な
ど､管理者が特定できない場合は､自主的な改善
策を全く期待することができない。
経済的な理由から､建物の撤去費用や修繕費用

を賄うことが困難な場合も考えられる｡市場性が乏
しく売却が困難な場合もある｡
建物を撤去してしまうと､固定資産税の優遇措
置が受けられなくなることから､積極的に撤去する
という動機につながらないという課題もある(「専ら

2013年6月、「日本再興戦略」において、女性が
働きやすい環境を整え、社会に活力を取り戻すこと
が、成長への道筋として示された。そのための取組
の1つが、女性の活躍・社会進出の妨げとなってい
る保育所入所待機児童の解消である。確かに待機
児童は、働く意欲のある女性が希望どおりに働けて
いないことを示す社会的シグナルと捉えることがで
きるため、早急な解消が求められる。
埼玉県内でも待機児童解消に向けた取組が進め

られているが、2014年4月1日時点の待機児童数
は5年ぶりの増加に転じることとなった。そこで本稿
では、県経済の活性化に向けた待機児童解消の取
組について考察する。

厚生労働省によると、待機児童とは「『認可保育
所に入所申込をしたが、入所できない児童』から『一
定条件に該当する児童』を除いたもの」とされてい
る。一定条件に該当する児童とは、国や地方自治体
から補助金が交付されている認可外保育施設（補
助金交付施設）の入所児童や保護者がやむを得ず
育児休業を延長した児童などとされており、公表さ
れている待機児童数は認可保育所に入所できない
児童数そのものではないことに注意を要する。

愛媛県・宮崎県）あり、地域における格差が大きい。

2001～2014年度の13年間における県内の待
機児童数と認可保育所定員の推移をみると、2014
年度の待機児童数は2001年度比380人減少し、
認可保育所定員は29,018人増加している。2014
年4月１日時点において補助金交付施設の入所児
童数（待機児童から除かれる児童）も2,500人程度
いることから、認可保育所における大幅な定員増加
と補助金交付施設における児童受入により待機児
童数が減少していることがわかる。
しかし、認可保育所定員の増加数に比して待機
児童の減少数は少ない。2014年度は、前年度の待
機児童の3倍以上の認可保育所定員の増加となっ
ているにもかかわらず、待機児童数が増加に転じて
おり、認可保育所定員の増加数を上回って認可保
育所の入所を希望する児童が増加していることが
うかがえる。

認可保育所の入所希望児童が増加する要因は、
(1)夫婦共働き世帯の増加、(2)他都道府県からの
転入未就学児の増加、(3)潜在的待機児童による
入所申込の増加の3点と考えられる。

(3)潜在的待機児童による入所申込の増加
補助金交付施設の入所児童や保護者がやむを
得ず育児休業を延長した児童は、待機児童数から
除かれている。また、はじめから入所をあきらめ申込
をしていない児童も、待機児童数には含まれていな
い。これらは本来、認可保育所の入所を希望する潜
在的待機児童と捉えることができ、認可保育所定
員の増加が潜在的待機児童の入所申込を呼び起
こすことで、認可保育所の入所希望児童が増加し
ているものと考えられる。

待機児童解消に向けた取組の柱は保育施設の
整備であり、県内自治体では、公立認可保育所に加
え、私立認可保育所や補助金交付施設の整備を推
進している。埼玉県では、各種支援を通じて民間事
業者による保育施設の整備を促進しており、主な支
援策として(1)私立認可保育所に対する補助、(2)
事業所内保育施設に対する補助、(3)マンション内
保育施設に対する補助の3つがある。
(1)私立認可保育所に対する補助
県では認可保育所の新設や施設改修に取り組む

民間事業者に対する施設工事費を補助している。
また、県内の待機児童は都心近く（さいたま市、川越
市、川口市など）に多いことから、土地の新規取得
が困難な状況にかんがみ、土地や建物の賃借によ
り保育所を開設する場合の賃借料に対する補助も

(3)マンション内保育施設に対する補助
マンション内保育施設は、入居児童を預かるため

に民間事業者が設置する保育施設で、家から近く
利便性が高い。転入未就学児の受け皿としても期
待されるため、設置費や運営費の補助を通じてマン
ション新築時における保育施設の設置を促進して
いる。

県内の待機児童解消には、保育施設の整備をさ
らに加速させることが求められる。今後も当面は認
可保育所の入所希望児童の増加が続くものと考え
られるため、整備が加速化されない場合は待機児
童の増加を招きかねない。近い将来、埼玉県も人口
減少を迎えることが予測される中で、待機児童の増
加は、女性の就業者数の減少やキャリア中断の不
安に伴う出生児数の減少（少子化の進行）を通じて、
経済基盤を弱体化させるおそれがある。
最近では、保育施設運営に意欲を示す企業が増

待機児童の把握にあたり、わが国の保育施設を
みてみると、(1)認可保育所、(2)認可外保育施設
の大きく2つに分けて捉えることができる。
(1)認可保育所
国の設置基準を満たす保育施設のことで、公立

と私立がある。公立は区市町村、私立は都道府県
知事（政令指定都市及び中核市に設置する場合は
市長）の認可を受けて民間事業者※が設置する施
設で、整備費や運営費に補助金が交付されている。

(2)認可外保育施設
国の設置基準に満たない保育施設のことで、民
間事業者により設置される。認可保育所に近い運
営がなされている保育施設には国や地方自治体か
ら整備費や運営費に補助金が交付されており、補
助金交付の有無により補助金交付施設と補助金不
交付施設に分けられる。

厚生労働省の保育所入所待機児童数調査によ
ると、2014年度（同年4月1日時点）の待機児童数
は、全国21,371人、埼玉県905人（多い順に全国
第7位）となっている。待機児童は都市部に多く、首
都圏（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県）、近畿圏
(京都府・大阪府・兵庫県）の7都府県で全体の
63.6％を占める。一方で、待機児童が解消されてい
る自治体も12県（青森県・山形県・群馬県・富山県・
石川県・福井県・山梨県・長野県・鳥取県・香川県・

実施している。不動産賃借方式は、初期投資にかか
る事業者の経済的負担の軽減だけでなく、迅速な
保育所整備が図れる（事業者が土地取得から始め
る場合と比較して短い期間で保育所を開設できる）
ものとして期待されている。補助率はいずれも3/4
であるが、さいたま市や川越市のように自治体独自
の補助率加算が実施されることもある。

(2)事業所内保育施設に対する補助
事業所内保育施設（企業内保育所）は、従業員の
児童を預かるために企業が設置する施設で、1企業
による単独設置と複数企業による共同設置がある。
保育施設探しの負担軽減や人材の確保など従業
員・企業双方にメリットがある一方で、設置費や運営
費の確保が課題であるため、県では、当該費用の補
助を通じて事業所内保育施設の整備を支援してい
る。さいたま市では、待機児童減少を促進するため、
地域児童を受け入れることを要件として設置費や
運営費の独自補助を実施している。

えており、企業をはじめとする民間事業者の参入が
活発な自治体ほど待機児童が減少していると見受
けられる。民間事業者の参入をいかに促進できるか
が保育施設の整備を加速化させるカギを握ってい
ると言えるため、埼玉県及び県内自治体では、民間
事業者に対する相談・情報提供の充実や参入負担
の軽減に取り組む必要があると考えられる。
民間事業者に対する相談・情報提供の充実とし

て、活用可能な不動産、支援制度、保育人材など保
育施設運営にかかる総合的な情報提供を実施し、
意欲ある民間事業者の参入を具現化するコーディ
ネーターとしての機能強化を図ることが求められる。
参入負担の軽減として、企業による私立認可保
育所開設に対する補助の拡大や不動産賃借方式
における賃借料等の減額（公有地は賃借料減額、
民有地は固定資産税減免）など、民間事業者の経
済的負担の軽減が求められる。また、保育施設に対
する建物容積率の緩和、複合施設内に設置する保
育施設に対する設備基準の緩和（同一建物内の他
の施設を共用できる場合には、当該施設を考慮して
基準の該当性を判断する）など、独自の規制緩和策
も望まれる。こうした取組は、保育施設の迅速な整
備や定員拡大を通じて待機児童解消につながるも
のと考えられる。

待機児童の解消は、女性の就業者数の増加や
キャリア中断の不安解消による少子化の抑制を通
じて、県経済の活性化に貢献するものと考えられる。
また、働く意欲のある女性の就業継続は、女性なら
ではの多様な価値観を反映した新たなサービスや
製品の生産を通じて、消費の増大や企業競争力の
向上をもたらすことも期待される。
今後、県内の待機児童が解消されることで、県経
済が活性化することを期待したい。 （高松大志）

●住宅の分類

●都道府県別の空き家率(低･高各5都県)

※二次的住宅:その他は残業で遅くなったときに寝泊まりするなどに利用す
 る住宅

資料:総務省「平成25年住宅･土地統計調査(速報)」

資料:国立社会保障･人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」「日本の
 世帯数将来推計(都道府県)」
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資料:総務省 「平成20年住宅･土地統計調査」
注:標本調査のため一部の町村データはない

●県内市町村別空き家率(低･高各3市町)

●埼玉県の人口と世帯数推計

住宅

居住世帯の
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資料:総務省 「住宅･土地統計調査」

●全国・埼玉県の空き家数と空き家率の推移
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(1)夫婦共働き世帯の増加
未就学児を有する夫婦共働き世帯（夫婦と子供

からなる核家族世帯のうち夫・妻ともに就業者の世
帯）の推移をみると、2000～2010年の10年間で
21,325世帯増加している。バブル崩壊以降の長期
不況に伴い世帯所得が減少したことにより、女性就
業者が増加したことが背景にあると考えられる。こ
れにより、県内の全未就学児のうち4人に1人は夫
婦共働き世帯の未就学児となっている。
なお、最近では景気回復に伴う雇用情勢の改善

により就業機会が拡大していることから、夫婦共働
き世帯の増加が続いているものと考えられる。

(2)他都道府県からの転入未就学児の増加
他都道府県からの未就学児の転入超過数をみる

と、2010～2013年の4年間の合計は6,904人（多
い順に全国第1位）であり、首都圏で突出した数値
となっている。第2位の福岡県は2,987人であるこ
とから、埼玉県の数値が全国的にも大きいことがわ
かる。この中には、夫婦共働き世帯の未就学児など
認可保育所の入所希望児童が相当数いるものと考
えられる。
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増加する空き家の現状と
課題及び自治体の対応策 研究主幹

棚沢 英明

地域社会のパラダイムシフト（潮流の変化）シリーズ

はじめに
今年の7月29日､総務省より平成25年住宅･土

地統計調査(速報集計)が発表された。この調査に
よれば平成25年10月現在における国内の空き家
総数は約820万戸となり、空き家率(総住宅数に対
する空き家の割合)は過去最高の13.5%となった。
同調査は5年に1度実施されるが､前回調査（平成
20年）に比べ､空き家の数は約63万戸増加し､全
体に占める割合も0.4ポイント高まった。
空き家の増加は地域社会に様々な悪影響をもた

らし､社会問題としての認識も高まりつつある。今
後の日本が､急速な高齢化と人口減少社会に向き
合う中､この空き家問題に対して､どのように対応
していくことが求められるのかについて考察してみ
たい。

空き家の定義
総務省では､ふだん人が居住していない住宅を

「居住世帯のない住宅」として区分し､うち一時現
在者のみの住宅（昼間だけ使用している､何人か
で交代で寝泊まりしている等）と建築中の住宅を除
いた住宅を、空き家と定義している。
空き家は更に､二次的住宅､賃貸用の住宅､売

却用の住宅の他､それら以外で人が住んでいない
その他の住宅の4つに分類されている。その他の
住宅には、問題となる可能性が高い多くの空き家

が含まれているが､例えば転勤・入院等で居住世
帯が長期間不在な住宅等もある。
賃貸用や売却用の住宅は､所有者や不動産会

社によって最低限の管理が期待されるが､その他
の住宅は長期間放置されるなど管理が行き届かず、
近隣に悪影響を及ぼす可能性が高くなっている｡

空き家の現状
全国的な空き家率を都道府県別に見ると､その

状況は大きく異なっている｡
埼玉県の空き家総数は約355千戸と全国で8番

目に多いものの､空き家率では10.9％と全国で4
番目に低い水準となっている。

埼玉県の空き家率を1998年と比較すると､全
体の空き家率で1.0％､その他住宅の空き家率で
は0.9％増加している。いずれも全国（2.0％、
1.7％）を下回るものの､空き家の増加数は約100
千戸（38.1％増加）と､決して少ない数ではない。
さらに埼玉県内の空き家率を市町村別に見ると、
市部で７％台の吉川市や北本市､町部で4％から
5％台の松伏町や三芳町に比べ､秩父地域を始め
とした北部地域で高くなっている｡

空き家に影響を及ぼす社会的・経済的
要因
ここで空き家に影響を与える社会的・経済的な
要因として､埼玉県における人口及び世帯数の将
来見通しと新設住宅着工動向について､その状況
を確認しておきたい｡
人口と世帯数の状況については､全国の総人口

が2011年頃より減少に転じており､埼玉県も2015
年から2020年にかけて減少に転じると推計されて
いる｡埼玉県の人口は現在増加しているが､これは
人口移動に伴う社会的人口流入の超過によるもの
であり､埼玉県においても､2012年には出生数から
死亡数を引いた自然増減は減少に転じている｡
世帯数においては､人口減少に遅れるかたちで

2025年までに減少に転じると推計されているが、
これは高齢者世帯(世帯主が65歳以上の世帯)､特
に単身高齢者世帯の増加等が大きく影響している。
埼玉県の一般世帯に対する高齢者の単身世帯

の割合は､2010年に7.3％(208千世帯)から
2025年に11.3％(336千世帯)､2035年には
13.4％(380千世帯)まで増加し､単身高齢者世帯
と夫婦のみの高齢者世帯を合わせた割合は､
2010年に17.4％(494千世帯)から2025年には
23.2％(690千世帯)､2035年には25.8％(732千
世帯)に増加すると推計されている｡

新設住宅着工戸数の推移を見ると､1989年に
は､全国で約166万戸､埼玉県でも10万戸を超え
る着工数を数えたが､その後急速に減少し､2008
年のリーマンショック後に底を打ち､その後昨年ま
でやや回復に向かっている｡
住宅の建築は､金額的に大きいということだけで

なく､同時に家具や家電製品の消費に繋がること
から､一般的に経済効果が大きいと考えられている。

住宅着工が減少すれば経済活動全体に対する
マイナス効果が大きくなるが､今後人口と世帯数が
減少する見通しの中､防犯機能の低下や環境への
悪影響等､外部不経済をもたらす空き家の増加を
見据え､どのような住宅・都市政策を実行していく
のかが重要となってくる。

空き家が増加する個別要因
空き家が増加していく背景は､単に少子高齢化

の進展と人口減少ということだけではない。核家族
化が進んだ結果､相続が発生する頃には子どもた
ちは既に独立し､新たな住宅を所有していることが
多く､相続した家に居住する必要性は小さい｡ 
自ら居住しないのであれば､売却や賃貸というこ

とが考えられるが､特に売却の必要性がない場合や
(相続税制の改正により､平成27年1月から基礎控
除が縮小するため､課税対象者が増加し売却を選
択する人が増加する可能性はある)自分が育った家
は残しておきたいとの思いの他､物件の市場性等の
問題もあり売却に至らないケースは多いと言われて
いる｡賃貸するにしても､賃料や立ち退きの問題な
どがネックとなり､思うようには広がっていない｡
更に問題となるのが､所有者不明となっている
場合や相続放棄がなされているケースである｡こ
のような場合はより対応が困難となり､時間とコス
トを要することから､長期間空き家状態が続くと考
えられる｡

人の居住の用に供する家屋」が建築されている土
地の固定資産税額は､住宅1棟あたり200㎡までは
本来の1/6)｡
固定資産税の軽減税率適用が､住宅取得促進
策としての優遇税制であることを考えると､問題と
なる空き家が増加している以上､何らかの対応策
が図られるべきであろう｡

空き家に対する自治体の対応状況
埼玉県では平成25年10月､市町村の行政職員

向けに「埼玉県空き家対策指針」を作成した｡空き
家の安全対策と利活用策の２つを柱として役に立
つ情報を取りまとめ､市町村独自条例制定のため
のモデル条例を掲載した内容となっている｡
景観や環境問題に関する条例は早くから制定さ

れていたが､空き家対策をテーマとして制定された
全国初の条例は､所沢市が制定した「所沢市空き
家等の適正管理に関する条例」(平成22年10月
施行)と言われている｡
国土交通省調査によると､平成26年4月1日現在
施行されている空き家等の適正管理に関する条例
の制定数は355自治体と急速に増加しており､埼玉
県内では､18の自治体が同条例を制定している。
実際に各自治体が実施している対策には次のよ

うなものがある｡
危険性を除去するための空き家管理条例の内
容を見ると､自治体により違いはあるが､指導･勧告
･命令･公表･罰則の他､行政代執行を実施する等
も含まれる｡原則所有者による自主的な対応を求
めるものであるが､最近では行政代執行に踏み切
らざるを得ない事例も発生している｡ただ､このよう
なケースでは､撤去費用がなかなか回収できないと
いった問題も発生している｡
また､撤去費用に補助金を設ける､相続人不存
在時への対応策を規定する､所有者を特定するた
めに課税情報を目的外に使用できるとの規定を設
ける自治体もあるなど､地域によって様々な対応策
が検討･実施されている｡このような対策は､これま

で各自治体で個別に検討され条例として制定され
てきた｡
建築基準法や消防法､廃棄物処理法等による命
令や代執行という現行法令での空き家対策も考え
られるが､思うような対応が実施できていないのが
現状である｡
全国的に大きく社会問題化する中､統一的な法
整備を図るため､秋の臨時国会に「空き家対策特
別措置法案」が提出され､今国会での制定を目指
すこととなった｡自治体による立ち入り調査権や所
有者等把握のため､固定資産税情報の内部利用
を可能にする等について､法律で明確にする内容
となっている｡
一方､空き家を有効利用する仕組みとして､空き
家バンクの活用がある。自治体が空き家の登録を
募り情報公開することで､購入者や賃借人を探す
ものであるが､効果があがっている取組みは決して
多いとは言えない状況である｡

おわりに
所有することの自由には､所有することによる社
会的責任も同時に存在する。所有者(管理者)が責
任を持って空き家を管理することが大原則である
ことは前述の通りである。
空き家の実態を把握し､問題が発生する前に対
応策を実施していくためには､新たに所有者(管理
者)不明の空き家を増加させないことが重要である。
森林の場合には､法改正により平成24年4月以降
新たに森林を所有する場合(相続や贈与も含む)市
町村長への届出が必要となっている｡空き家につ
いても､一定の条件での届出を義務化するなどの
対策も必要と考える｡空き家バンクを活用すること
も一つの方法かも知れない｡
空き家問題は､日本が直面している少子高齢化

と人口減少社会という､社会構造全体の大きな変
化に伴い派生した課題の一つである｡地域により
問題の大きさに違いはあるが､全国的な取組とし
ての対策に期待したい｡

本年度の地域研究レポートは、「地域社会のパ
ラダイムシフト（潮流の変化）」をテーマに、地域
におけるこれまでの常識、見方が変わる事象や
その原因について考察していく。

空き家の危険性と環境問題
空き家の存在は､危険性と環境の側面から問題

となる。
危険性には､老朽家屋の倒壊や一部が強風で
飛散することによる人的･物的被害の発生など､
空き家建物そのものによる危険性がある。また､
放火や不審者の出入りなど､空き家が存在する
ことにより犯罪を誘発する等の防犯上の危険性
もあり､住民が生活する上での大きな不安材料に
なる｡
環境面においては､樹木や雑草が生い茂り､敷
地内に大量のゴミが不法投棄され､衛生面や街の
景観が損なわれる等､住環境に少なからず悪影響
をもたらすものと考えられる｡
いずれにしても､空き家の存在はその地域にとっ

て決して良いものではないことは言うまでもない。
本来であればその所有者(管理者)の責任におい
て､適切に管理されなければならないものである。
しかしながら様々な事情により､長期間空き家とし
て放置される家屋が存在し増加している今日､この
問題に対して自治体による積極的な関わり方が求
められている｡

空き家対策における課題
空き家対策における課題としては､主に以下の

ような場合が考えられている｡
個人情報の保護や調査費用の問題から､まず空

き家の実態が把握されていない場合が多い。
実態調査を実施し現状把握できた場合でも､所
有者が不明または相続人不在(相続放棄含む)な
ど､管理者が特定できない場合は､自主的な改善
策を全く期待することができない。
経済的な理由から､建物の撤去費用や修繕費用

を賄うことが困難な場合も考えられる｡市場性が乏
しく売却が困難な場合もある｡
建物を撤去してしまうと､固定資産税の優遇措
置が受けられなくなることから､積極的に撤去する
という動機につながらないという課題もある(「専ら

2013年6月、「日本再興戦略」において、女性が
働きやすい環境を整え、社会に活力を取り戻すこと
が、成長への道筋として示された。そのための取組
の1つが、女性の活躍・社会進出の妨げとなってい
る保育所入所待機児童の解消である。確かに待機
児童は、働く意欲のある女性が希望どおりに働けて
いないことを示す社会的シグナルと捉えることがで
きるため、早急な解消が求められる。
埼玉県内でも待機児童解消に向けた取組が進め

られているが、2014年4月1日時点の待機児童数
は5年ぶりの増加に転じることとなった。そこで本稿
では、県経済の活性化に向けた待機児童解消の取
組について考察する。

厚生労働省によると、待機児童とは「『認可保育
所に入所申込をしたが、入所できない児童』から『一
定条件に該当する児童』を除いたもの」とされてい
る。一定条件に該当する児童とは、国や地方自治体
から補助金が交付されている認可外保育施設（補
助金交付施設）の入所児童や保護者がやむを得ず
育児休業を延長した児童などとされており、公表さ
れている待機児童数は認可保育所に入所できない
児童数そのものではないことに注意を要する。

愛媛県・宮崎県）あり、地域における格差が大きい。

2001～2014年度の13年間における県内の待
機児童数と認可保育所定員の推移をみると、2014
年度の待機児童数は2001年度比380人減少し、
認可保育所定員は29,018人増加している。2014
年4月１日時点において補助金交付施設の入所児
童数（待機児童から除かれる児童）も2,500人程度
いることから、認可保育所における大幅な定員増加
と補助金交付施設における児童受入により待機児
童数が減少していることがわかる。
しかし、認可保育所定員の増加数に比して待機
児童の減少数は少ない。2014年度は、前年度の待
機児童の3倍以上の認可保育所定員の増加となっ
ているにもかかわらず、待機児童数が増加に転じて
おり、認可保育所定員の増加数を上回って認可保
育所の入所を希望する児童が増加していることが
うかがえる。

認可保育所の入所希望児童が増加する要因は、
(1)夫婦共働き世帯の増加、(2)他都道府県からの
転入未就学児の増加、(3)潜在的待機児童による
入所申込の増加の3点と考えられる。

(3)潜在的待機児童による入所申込の増加
補助金交付施設の入所児童や保護者がやむを
得ず育児休業を延長した児童は、待機児童数から
除かれている。また、はじめから入所をあきらめ申込
をしていない児童も、待機児童数には含まれていな
い。これらは本来、認可保育所の入所を希望する潜
在的待機児童と捉えることができ、認可保育所定
員の増加が潜在的待機児童の入所申込を呼び起
こすことで、認可保育所の入所希望児童が増加し
ているものと考えられる。

待機児童解消に向けた取組の柱は保育施設の
整備であり、県内自治体では、公立認可保育所に加
え、私立認可保育所や補助金交付施設の整備を推
進している。埼玉県では、各種支援を通じて民間事
業者による保育施設の整備を促進しており、主な支
援策として(1)私立認可保育所に対する補助、(2)
事業所内保育施設に対する補助、(3)マンション内
保育施設に対する補助の3つがある。
(1)私立認可保育所に対する補助
県では認可保育所の新設や施設改修に取り組む

民間事業者に対する施設工事費を補助している。
また、県内の待機児童は都心近く（さいたま市、川越
市、川口市など）に多いことから、土地の新規取得
が困難な状況にかんがみ、土地や建物の賃借によ
り保育所を開設する場合の賃借料に対する補助も

(3)マンション内保育施設に対する補助
マンション内保育施設は、入居児童を預かるため

に民間事業者が設置する保育施設で、家から近く
利便性が高い。転入未就学児の受け皿としても期
待されるため、設置費や運営費の補助を通じてマン
ション新築時における保育施設の設置を促進して
いる。

県内の待機児童解消には、保育施設の整備をさ
らに加速させることが求められる。今後も当面は認
可保育所の入所希望児童の増加が続くものと考え
られるため、整備が加速化されない場合は待機児
童の増加を招きかねない。近い将来、埼玉県も人口
減少を迎えることが予測される中で、待機児童の増
加は、女性の就業者数の減少やキャリア中断の不
安に伴う出生児数の減少（少子化の進行）を通じて、
経済基盤を弱体化させるおそれがある。
最近では、保育施設運営に意欲を示す企業が増

待機児童の把握にあたり、わが国の保育施設を
みてみると、(1)認可保育所、(2)認可外保育施設
の大きく2つに分けて捉えることができる。
(1)認可保育所
国の設置基準を満たす保育施設のことで、公立

と私立がある。公立は区市町村、私立は都道府県
知事（政令指定都市及び中核市に設置する場合は
市長）の認可を受けて民間事業者※が設置する施
設で、整備費や運営費に補助金が交付されている。

(2)認可外保育施設
国の設置基準に満たない保育施設のことで、民
間事業者により設置される。認可保育所に近い運
営がなされている保育施設には国や地方自治体か
ら整備費や運営費に補助金が交付されており、補
助金交付の有無により補助金交付施設と補助金不
交付施設に分けられる。

厚生労働省の保育所入所待機児童数調査によ
ると、2014年度（同年4月1日時点）の待機児童数
は、全国21,371人、埼玉県905人（多い順に全国
第7位）となっている。待機児童は都市部に多く、首
都圏（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県）、近畿圏
(京都府・大阪府・兵庫県）の7都府県で全体の
63.6％を占める。一方で、待機児童が解消されてい
る自治体も12県（青森県・山形県・群馬県・富山県・
石川県・福井県・山梨県・長野県・鳥取県・香川県・

実施している。不動産賃借方式は、初期投資にかか
る事業者の経済的負担の軽減だけでなく、迅速な
保育所整備が図れる（事業者が土地取得から始め
る場合と比較して短い期間で保育所を開設できる）
ものとして期待されている。補助率はいずれも3/4
であるが、さいたま市や川越市のように自治体独自
の補助率加算が実施されることもある。

(2)事業所内保育施設に対する補助
事業所内保育施設（企業内保育所）は、従業員の
児童を預かるために企業が設置する施設で、1企業
による単独設置と複数企業による共同設置がある。
保育施設探しの負担軽減や人材の確保など従業
員・企業双方にメリットがある一方で、設置費や運営
費の確保が課題であるため、県では、当該費用の補
助を通じて事業所内保育施設の整備を支援してい
る。さいたま市では、待機児童減少を促進するため、
地域児童を受け入れることを要件として設置費や
運営費の独自補助を実施している。

えており、企業をはじめとする民間事業者の参入が
活発な自治体ほど待機児童が減少していると見受
けられる。民間事業者の参入をいかに促進できるか
が保育施設の整備を加速化させるカギを握ってい
ると言えるため、埼玉県及び県内自治体では、民間
事業者に対する相談・情報提供の充実や参入負担
の軽減に取り組む必要があると考えられる。
民間事業者に対する相談・情報提供の充実とし

て、活用可能な不動産、支援制度、保育人材など保
育施設運営にかかる総合的な情報提供を実施し、
意欲ある民間事業者の参入を具現化するコーディ
ネーターとしての機能強化を図ることが求められる。
参入負担の軽減として、企業による私立認可保
育所開設に対する補助の拡大や不動産賃借方式
における賃借料等の減額（公有地は賃借料減額、
民有地は固定資産税減免）など、民間事業者の経
済的負担の軽減が求められる。また、保育施設に対
する建物容積率の緩和、複合施設内に設置する保
育施設に対する設備基準の緩和（同一建物内の他
の施設を共用できる場合には、当該施設を考慮して
基準の該当性を判断する）など、独自の規制緩和策
も望まれる。こうした取組は、保育施設の迅速な整
備や定員拡大を通じて待機児童解消につながるも
のと考えられる。

待機児童の解消は、女性の就業者数の増加や
キャリア中断の不安解消による少子化の抑制を通
じて、県経済の活性化に貢献するものと考えられる。
また、働く意欲のある女性の就業継続は、女性なら
ではの多様な価値観を反映した新たなサービスや
製品の生産を通じて、消費の増大や企業競争力の
向上をもたらすことも期待される。
今後、県内の待機児童が解消されることで、県経
済が活性化することを期待したい。 （高松大志）

●住宅の分類

●都道府県別の空き家率(低･高各5都県)

※二次的住宅:その他は残業で遅くなったときに寝泊まりするなどに利用す
 る住宅

資料:総務省「平成25年住宅･土地統計調査(速報)」

資料:国立社会保障･人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」「日本の
 世帯数将来推計(都道府県)」
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資料:総務省 「平成20年住宅･土地統計調査」
注:標本調査のため一部の町村データはない

●県内市町村別空き家率(低･高各3市町)

●埼玉県の人口と世帯数推計
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資料:総務省 「住宅･土地統計調査」

●全国・埼玉県の空き家数と空き家率の推移
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(1)夫婦共働き世帯の増加
未就学児を有する夫婦共働き世帯（夫婦と子供

からなる核家族世帯のうち夫・妻ともに就業者の世
帯）の推移をみると、2000～2010年の10年間で
21,325世帯増加している。バブル崩壊以降の長期
不況に伴い世帯所得が減少したことにより、女性就
業者が増加したことが背景にあると考えられる。こ
れにより、県内の全未就学児のうち4人に1人は夫
婦共働き世帯の未就学児となっている。
なお、最近では景気回復に伴う雇用情勢の改善

により就業機会が拡大していることから、夫婦共働
き世帯の増加が続いているものと考えられる。

(2)他都道府県からの転入未就学児の増加
他都道府県からの未就学児の転入超過数をみる

と、2010～2013年の4年間の合計は6,904人（多
い順に全国第1位）であり、首都圏で突出した数値
となっている。第2位の福岡県は2,987人であるこ
とから、埼玉県の数値が全国的にも大きいことがわ
かる。この中には、夫婦共働き世帯の未就学児など
認可保育所の入所希望児童が相当数いるものと考
えられる。

はじめに
今年の7月29日､総務省より平成25年住宅･土
地統計調査(速報集計)が発表された。この調査に
よれば平成25年10月現在における国内の空き家
総数は約820万戸となり、空き家率(総住宅数に対
する空き家の割合)は過去最高の13.5%となった。
同調査は5年に1度実施されるが､前回調査（平成
20年）に比べ､空き家の数は約63万戸増加し､全
体に占める割合も0.4ポイント高まった。
空き家の増加は地域社会に様々な悪影響をもた

らし､社会問題としての認識も高まりつつある。今
後の日本が､急速な高齢化と人口減少社会に向き
合う中､この空き家問題に対して､どのように対応
していくことが求められるのかについて考察してみ
たい。

空き家の定義
総務省では､ふだん人が居住していない住宅を

「居住世帯のない住宅」として区分し､うち一時現
在者のみの住宅（昼間だけ使用している､何人か
で交代で寝泊まりしている等）と建築中の住宅を除
いた住宅を、空き家と定義している。
空き家は更に､二次的住宅､賃貸用の住宅､売
却用の住宅の他､それら以外で人が住んでいない
その他の住宅の4つに分類されている。その他の
住宅には、問題となる可能性が高い多くの空き家

が含まれているが､例えば転勤・入院等で居住世
帯が長期間不在な住宅等もある。
賃貸用や売却用の住宅は､所有者や不動産会
社によって最低限の管理が期待されるが､その他
の住宅は長期間放置されるなど管理が行き届かず、
近隣に悪影響を及ぼす可能性が高くなっている｡

空き家の現状
全国的な空き家率を都道府県別に見ると､その
状況は大きく異なっている｡
埼玉県の空き家総数は約355千戸と全国で8番

目に多いものの､空き家率では10.9％と全国で4
番目に低い水準となっている。

埼玉県の空き家率を1998年と比較すると､全
体の空き家率で1.0％､その他住宅の空き家率で
は0.9％増加している。いずれも全国（2.0％、
1.7％）を下回るものの､空き家の増加数は約100
千戸（38.1％増加）と､決して少ない数ではない。
さらに埼玉県内の空き家率を市町村別に見ると、
市部で７％台の吉川市や北本市､町部で4％から
5％台の松伏町や三芳町に比べ､秩父地域を始め
とした北部地域で高くなっている｡

空き家に影響を及ぼす社会的・経済的
要因
ここで空き家に影響を与える社会的・経済的な
要因として､埼玉県における人口及び世帯数の将
来見通しと新設住宅着工動向について､その状況
を確認しておきたい｡
人口と世帯数の状況については､全国の総人口

が2011年頃より減少に転じており､埼玉県も2015
年から2020年にかけて減少に転じると推計されて
いる｡埼玉県の人口は現在増加しているが､これは
人口移動に伴う社会的人口流入の超過によるもの
であり､埼玉県においても､2012年には出生数から
死亡数を引いた自然増減は減少に転じている｡
世帯数においては､人口減少に遅れるかたちで

2025年までに減少に転じると推計されているが、
これは高齢者世帯(世帯主が65歳以上の世帯)､特
に単身高齢者世帯の増加等が大きく影響している。
埼玉県の一般世帯に対する高齢者の単身世帯

の割合は､2010年に7.3％(208千世帯)から
2025年に11.3％(336千世帯)､2035年には
13.4％(380千世帯)まで増加し､単身高齢者世帯
と夫婦のみの高齢者世帯を合わせた割合は､
2010年に17.4％(494千世帯)から2025年には
23.2％(690千世帯)､2035年には25.8％(732千
世帯)に増加すると推計されている｡

新設住宅着工戸数の推移を見ると､1989年に
は､全国で約166万戸､埼玉県でも10万戸を超え
る着工数を数えたが､その後急速に減少し､2008
年のリーマンショック後に底を打ち､その後昨年ま
でやや回復に向かっている｡
住宅の建築は､金額的に大きいということだけで

なく､同時に家具や家電製品の消費に繋がること
から､一般的に経済効果が大きいと考えられている。

住宅着工が減少すれば経済活動全体に対する
マイナス効果が大きくなるが､今後人口と世帯数が
減少する見通しの中､防犯機能の低下や環境への
悪影響等､外部不経済をもたらす空き家の増加を
見据え､どのような住宅・都市政策を実行していく
のかが重要となってくる。

空き家が増加する個別要因
空き家が増加していく背景は､単に少子高齢化

の進展と人口減少ということだけではない。核家族
化が進んだ結果､相続が発生する頃には子どもた
ちは既に独立し､新たな住宅を所有していることが
多く､相続した家に居住する必要性は小さい｡ 
自ら居住しないのであれば､売却や賃貸というこ

とが考えられるが､特に売却の必要性がない場合や
(相続税制の改正により､平成27年1月から基礎控
除が縮小するため､課税対象者が増加し売却を選
択する人が増加する可能性はある)自分が育った家
は残しておきたいとの思いの他､物件の市場性等の
問題もあり売却に至らないケースは多いと言われて
いる｡賃貸するにしても､賃料や立ち退きの問題な
どがネックとなり､思うようには広がっていない｡
更に問題となるのが､所有者不明となっている

場合や相続放棄がなされているケースである｡こ
のような場合はより対応が困難となり､時間とコス
トを要することから､長期間空き家状態が続くと考
えられる｡

人の居住の用に供する家屋」が建築されている土
地の固定資産税額は､住宅1棟あたり200㎡までは
本来の1/6)｡
固定資産税の軽減税率適用が､住宅取得促進

策としての優遇税制であることを考えると､問題と
なる空き家が増加している以上､何らかの対応策
が図られるべきであろう｡

空き家に対する自治体の対応状況
埼玉県では平成25年10月､市町村の行政職員

向けに「埼玉県空き家対策指針」を作成した｡空き
家の安全対策と利活用策の２つを柱として役に立
つ情報を取りまとめ､市町村独自条例制定のため
のモデル条例を掲載した内容となっている｡
景観や環境問題に関する条例は早くから制定さ

れていたが､空き家対策をテーマとして制定された
全国初の条例は､所沢市が制定した「所沢市空き
家等の適正管理に関する条例」(平成22年10月
施行)と言われている｡
国土交通省調査によると､平成26年4月1日現在

施行されている空き家等の適正管理に関する条例
の制定数は355自治体と急速に増加しており､埼玉
県内では､18の自治体が同条例を制定している。
実際に各自治体が実施している対策には次のよ

うなものがある｡
危険性を除去するための空き家管理条例の内

容を見ると､自治体により違いはあるが､指導･勧告
･命令･公表･罰則の他､行政代執行を実施する等
も含まれる｡原則所有者による自主的な対応を求
めるものであるが､最近では行政代執行に踏み切
らざるを得ない事例も発生している｡ただ､このよう
なケースでは､撤去費用がなかなか回収できないと
いった問題も発生している｡
また､撤去費用に補助金を設ける､相続人不存
在時への対応策を規定する､所有者を特定するた
めに課税情報を目的外に使用できるとの規定を設
ける自治体もあるなど､地域によって様々な対応策
が検討･実施されている｡このような対策は､これま

で各自治体で個別に検討され条例として制定され
てきた｡
建築基準法や消防法､廃棄物処理法等による命

令や代執行という現行法令での空き家対策も考え
られるが､思うような対応が実施できていないのが
現状である｡
全国的に大きく社会問題化する中､統一的な法

整備を図るため､秋の臨時国会に「空き家対策特
別措置法案」が提出され､今国会での制定を目指
すこととなった｡自治体による立ち入り調査権や所
有者等把握のため､固定資産税情報の内部利用
を可能にする等について､法律で明確にする内容
となっている｡
一方､空き家を有効利用する仕組みとして､空き

家バンクの活用がある。自治体が空き家の登録を
募り情報公開することで､購入者や賃借人を探す
ものであるが､効果があがっている取組みは決して
多いとは言えない状況である｡

おわりに
所有することの自由には､所有することによる社

会的責任も同時に存在する。所有者(管理者)が責
任を持って空き家を管理することが大原則である
ことは前述の通りである。
空き家の実態を把握し､問題が発生する前に対

応策を実施していくためには､新たに所有者(管理
者)不明の空き家を増加させないことが重要である。
森林の場合には､法改正により平成24年4月以降
新たに森林を所有する場合(相続や贈与も含む)市
町村長への届出が必要となっている｡空き家につ
いても､一定の条件での届出を義務化するなどの
対策も必要と考える｡空き家バンクを活用すること
も一つの方法かも知れない｡
空き家問題は､日本が直面している少子高齢化

と人口減少社会という､社会構造全体の大きな変
化に伴い派生した課題の一つである｡地域により
問題の大きさに違いはあるが､全国的な取組とし
ての対策に期待したい｡

空き家の危険性と環境問題
空き家の存在は､危険性と環境の側面から問題

となる。
危険性には､老朽家屋の倒壊や一部が強風で

飛散することによる人的･物的被害の発生など､
空き家建物そのものによる危険性がある。また､
放火や不審者の出入りなど､空き家が存在する
ことにより犯罪を誘発する等の防犯上の危険性
もあり､住民が生活する上での大きな不安材料に
なる｡
環境面においては､樹木や雑草が生い茂り､敷

地内に大量のゴミが不法投棄され､衛生面や街の
景観が損なわれる等､住環境に少なからず悪影響
をもたらすものと考えられる｡
いずれにしても､空き家の存在はその地域にとっ

て決して良いものではないことは言うまでもない。
本来であればその所有者(管理者)の責任におい
て､適切に管理されなければならないものである。
しかしながら様々な事情により､長期間空き家とし
て放置される家屋が存在し増加している今日､この
問題に対して自治体による積極的な関わり方が求
められている｡

空き家対策における課題
空き家対策における課題としては､主に以下の

ような場合が考えられている｡
個人情報の保護や調査費用の問題から､まず空

き家の実態が把握されていない場合が多い。
実態調査を実施し現状把握できた場合でも､所

有者が不明または相続人不在(相続放棄含む)な
ど､管理者が特定できない場合は､自主的な改善
策を全く期待することができない。
経済的な理由から､建物の撤去費用や修繕費用

を賄うことが困難な場合も考えられる｡市場性が乏
しく売却が困難な場合もある｡
建物を撤去してしまうと､固定資産税の優遇措

置が受けられなくなることから､積極的に撤去する
という動機につながらないという課題もある(「専ら

2013年6月、「日本再興戦略」において、女性が
働きやすい環境を整え、社会に活力を取り戻すこと
が、成長への道筋として示された。そのための取組
の1つが、女性の活躍・社会進出の妨げとなってい
る保育所入所待機児童の解消である。確かに待機
児童は、働く意欲のある女性が希望どおりに働けて
いないことを示す社会的シグナルと捉えることがで
きるため、早急な解消が求められる。
埼玉県内でも待機児童解消に向けた取組が進め

られているが、2014年4月1日時点の待機児童数
は5年ぶりの増加に転じることとなった。そこで本稿
では、県経済の活性化に向けた待機児童解消の取
組について考察する。

厚生労働省によると、待機児童とは「『認可保育
所に入所申込をしたが、入所できない児童』から『一
定条件に該当する児童』を除いたもの」とされてい
る。一定条件に該当する児童とは、国や地方自治体
から補助金が交付されている認可外保育施設（補
助金交付施設）の入所児童や保護者がやむを得ず
育児休業を延長した児童などとされており、公表さ
れている待機児童数は認可保育所に入所できない
児童数そのものではないことに注意を要する。

愛媛県・宮崎県）あり、地域における格差が大きい。

2001～2014年度の13年間における県内の待
機児童数と認可保育所定員の推移をみると、2014
年度の待機児童数は2001年度比380人減少し、
認可保育所定員は29,018人増加している。2014
年4月１日時点において補助金交付施設の入所児
童数（待機児童から除かれる児童）も2,500人程度
いることから、認可保育所における大幅な定員増加
と補助金交付施設における児童受入により待機児
童数が減少していることがわかる。
しかし、認可保育所定員の増加数に比して待機
児童の減少数は少ない。2014年度は、前年度の待
機児童の3倍以上の認可保育所定員の増加となっ
ているにもかかわらず、待機児童数が増加に転じて
おり、認可保育所定員の増加数を上回って認可保
育所の入所を希望する児童が増加していることが
うかがえる。

認可保育所の入所希望児童が増加する要因は、
(1)夫婦共働き世帯の増加、(2)他都道府県からの
転入未就学児の増加、(3)潜在的待機児童による
入所申込の増加の3点と考えられる。

(3)潜在的待機児童による入所申込の増加
補助金交付施設の入所児童や保護者がやむを
得ず育児休業を延長した児童は、待機児童数から
除かれている。また、はじめから入所をあきらめ申込
をしていない児童も、待機児童数には含まれていな
い。これらは本来、認可保育所の入所を希望する潜
在的待機児童と捉えることができ、認可保育所定
員の増加が潜在的待機児童の入所申込を呼び起
こすことで、認可保育所の入所希望児童が増加し
ているものと考えられる。

待機児童解消に向けた取組の柱は保育施設の
整備であり、県内自治体では、公立認可保育所に加
え、私立認可保育所や補助金交付施設の整備を推
進している。埼玉県では、各種支援を通じて民間事
業者による保育施設の整備を促進しており、主な支
援策として(1)私立認可保育所に対する補助、(2)
事業所内保育施設に対する補助、(3)マンション内
保育施設に対する補助の3つがある。
(1)私立認可保育所に対する補助
県では認可保育所の新設や施設改修に取り組む

民間事業者に対する施設工事費を補助している。
また、県内の待機児童は都心近く（さいたま市、川越
市、川口市など）に多いことから、土地の新規取得
が困難な状況にかんがみ、土地や建物の賃借によ
り保育所を開設する場合の賃借料に対する補助も

(3)マンション内保育施設に対する補助
マンション内保育施設は、入居児童を預かるため

に民間事業者が設置する保育施設で、家から近く
利便性が高い。転入未就学児の受け皿としても期
待されるため、設置費や運営費の補助を通じてマン
ション新築時における保育施設の設置を促進して
いる。

県内の待機児童解消には、保育施設の整備をさ
らに加速させることが求められる。今後も当面は認
可保育所の入所希望児童の増加が続くものと考え
られるため、整備が加速化されない場合は待機児
童の増加を招きかねない。近い将来、埼玉県も人口
減少を迎えることが予測される中で、待機児童の増
加は、女性の就業者数の減少やキャリア中断の不
安に伴う出生児数の減少（少子化の進行）を通じて、
経済基盤を弱体化させるおそれがある。
最近では、保育施設運営に意欲を示す企業が増

待機児童の把握にあたり、わが国の保育施設を
みてみると、(1)認可保育所、(2)認可外保育施設
の大きく2つに分けて捉えることができる。
(1)認可保育所
国の設置基準を満たす保育施設のことで、公立

と私立がある。公立は区市町村、私立は都道府県
知事（政令指定都市及び中核市に設置する場合は
市長）の認可を受けて民間事業者※が設置する施
設で、整備費や運営費に補助金が交付されている。

(2)認可外保育施設
国の設置基準に満たない保育施設のことで、民
間事業者により設置される。認可保育所に近い運
営がなされている保育施設には国や地方自治体か
ら整備費や運営費に補助金が交付されており、補
助金交付の有無により補助金交付施設と補助金不
交付施設に分けられる。

厚生労働省の保育所入所待機児童数調査によ
ると、2014年度（同年4月1日時点）の待機児童数
は、全国21,371人、埼玉県905人（多い順に全国
第7位）となっている。待機児童は都市部に多く、首
都圏（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県）、近畿圏
(京都府・大阪府・兵庫県）の7都府県で全体の
63.6％を占める。一方で、待機児童が解消されてい
る自治体も12県（青森県・山形県・群馬県・富山県・
石川県・福井県・山梨県・長野県・鳥取県・香川県・

実施している。不動産賃借方式は、初期投資にかか
る事業者の経済的負担の軽減だけでなく、迅速な
保育所整備が図れる（事業者が土地取得から始め
る場合と比較して短い期間で保育所を開設できる）
ものとして期待されている。補助率はいずれも3/4
であるが、さいたま市や川越市のように自治体独自
の補助率加算が実施されることもある。

(2)事業所内保育施設に対する補助
事業所内保育施設（企業内保育所）は、従業員の
児童を預かるために企業が設置する施設で、1企業
による単独設置と複数企業による共同設置がある。
保育施設探しの負担軽減や人材の確保など従業
員・企業双方にメリットがある一方で、設置費や運営
費の確保が課題であるため、県では、当該費用の補
助を通じて事業所内保育施設の整備を支援してい
る。さいたま市では、待機児童減少を促進するため、
地域児童を受け入れることを要件として設置費や
運営費の独自補助を実施している。

えており、企業をはじめとする民間事業者の参入が
活発な自治体ほど待機児童が減少していると見受
けられる。民間事業者の参入をいかに促進できるか
が保育施設の整備を加速化させるカギを握ってい
ると言えるため、埼玉県及び県内自治体では、民間
事業者に対する相談・情報提供の充実や参入負担
の軽減に取り組む必要があると考えられる。
民間事業者に対する相談・情報提供の充実とし

て、活用可能な不動産、支援制度、保育人材など保
育施設運営にかかる総合的な情報提供を実施し、
意欲ある民間事業者の参入を具現化するコーディ
ネーターとしての機能強化を図ることが求められる。
参入負担の軽減として、企業による私立認可保
育所開設に対する補助の拡大や不動産賃借方式
における賃借料等の減額（公有地は賃借料減額、
民有地は固定資産税減免）など、民間事業者の経
済的負担の軽減が求められる。また、保育施設に対
する建物容積率の緩和、複合施設内に設置する保
育施設に対する設備基準の緩和（同一建物内の他
の施設を共用できる場合には、当該施設を考慮して
基準の該当性を判断する）など、独自の規制緩和策
も望まれる。こうした取組は、保育施設の迅速な整
備や定員拡大を通じて待機児童解消につながるも
のと考えられる。

待機児童の解消は、女性の就業者数の増加や
キャリア中断の不安解消による少子化の抑制を通
じて、県経済の活性化に貢献するものと考えられる。
また、働く意欲のある女性の就業継続は、女性なら
ではの多様な価値観を反映した新たなサービスや
製品の生産を通じて、消費の増大や企業競争力の
向上をもたらすことも期待される。
今後、県内の待機児童が解消されることで、県経
済が活性化することを期待したい。 （高松大志）

資料: 国土交通省「建築･着工統計」

●全国と埼玉県の住宅着工戸数の推移
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(1)夫婦共働き世帯の増加
未就学児を有する夫婦共働き世帯（夫婦と子供

からなる核家族世帯のうち夫・妻ともに就業者の世
帯）の推移をみると、2000～2010年の10年間で
21,325世帯増加している。バブル崩壊以降の長期
不況に伴い世帯所得が減少したことにより、女性就
業者が増加したことが背景にあると考えられる。こ
れにより、県内の全未就学児のうち4人に1人は夫
婦共働き世帯の未就学児となっている。
なお、最近では景気回復に伴う雇用情勢の改善

により就業機会が拡大していることから、夫婦共働
き世帯の増加が続いているものと考えられる。

(2)他都道府県からの転入未就学児の増加
他都道府県からの未就学児の転入超過数をみる

と、2010～2013年の4年間の合計は6,904人（多
い順に全国第1位）であり、首都圏で突出した数値
となっている。第2位の福岡県は2,987人であるこ
とから、埼玉県の数値が全国的にも大きいことがわ
かる。この中には、夫婦共働き世帯の未就学児など
認可保育所の入所希望児童が相当数いるものと考
えられる。

はじめに
今年の7月29日､総務省より平成25年住宅･土
地統計調査(速報集計)が発表された。この調査に
よれば平成25年10月現在における国内の空き家
総数は約820万戸となり、空き家率(総住宅数に対
する空き家の割合)は過去最高の13.5%となった。
同調査は5年に1度実施されるが､前回調査（平成
20年）に比べ､空き家の数は約63万戸増加し､全
体に占める割合も0.4ポイント高まった。
空き家の増加は地域社会に様々な悪影響をもた

らし､社会問題としての認識も高まりつつある。今
後の日本が､急速な高齢化と人口減少社会に向き
合う中､この空き家問題に対して､どのように対応
していくことが求められるのかについて考察してみ
たい。

空き家の定義
総務省では､ふだん人が居住していない住宅を

「居住世帯のない住宅」として区分し､うち一時現
在者のみの住宅（昼間だけ使用している､何人か
で交代で寝泊まりしている等）と建築中の住宅を除
いた住宅を、空き家と定義している。
空き家は更に､二次的住宅､賃貸用の住宅､売
却用の住宅の他､それら以外で人が住んでいない
その他の住宅の4つに分類されている。その他の
住宅には、問題となる可能性が高い多くの空き家

が含まれているが､例えば転勤・入院等で居住世
帯が長期間不在な住宅等もある。
賃貸用や売却用の住宅は､所有者や不動産会
社によって最低限の管理が期待されるが､その他
の住宅は長期間放置されるなど管理が行き届かず、
近隣に悪影響を及ぼす可能性が高くなっている｡

空き家の現状
全国的な空き家率を都道府県別に見ると､その
状況は大きく異なっている｡
埼玉県の空き家総数は約355千戸と全国で8番

目に多いものの､空き家率では10.9％と全国で4
番目に低い水準となっている。

埼玉県の空き家率を1998年と比較すると､全
体の空き家率で1.0％､その他住宅の空き家率で
は0.9％増加している。いずれも全国（2.0％、
1.7％）を下回るものの､空き家の増加数は約100
千戸（38.1％増加）と､決して少ない数ではない。
さらに埼玉県内の空き家率を市町村別に見ると、
市部で７％台の吉川市や北本市､町部で4％から
5％台の松伏町や三芳町に比べ､秩父地域を始め
とした北部地域で高くなっている｡

空き家に影響を及ぼす社会的・経済的
要因
ここで空き家に影響を与える社会的・経済的な
要因として､埼玉県における人口及び世帯数の将
来見通しと新設住宅着工動向について､その状況
を確認しておきたい｡
人口と世帯数の状況については､全国の総人口

が2011年頃より減少に転じており､埼玉県も2015
年から2020年にかけて減少に転じると推計されて
いる｡埼玉県の人口は現在増加しているが､これは
人口移動に伴う社会的人口流入の超過によるもの
であり､埼玉県においても､2012年には出生数から
死亡数を引いた自然増減は減少に転じている｡
世帯数においては､人口減少に遅れるかたちで
2025年までに減少に転じると推計されているが、
これは高齢者世帯(世帯主が65歳以上の世帯)､特
に単身高齢者世帯の増加等が大きく影響している。
埼玉県の一般世帯に対する高齢者の単身世帯

の割合は､2010年に7.3％(208千世帯)から
2025年に11.3％(336千世帯)､2035年には
13.4％(380千世帯)まで増加し､単身高齢者世帯
と夫婦のみの高齢者世帯を合わせた割合は､
2010年に17.4％(494千世帯)から2025年には
23.2％(690千世帯)､2035年には25.8％(732千
世帯)に増加すると推計されている｡

新設住宅着工戸数の推移を見ると､1989年に
は､全国で約166万戸､埼玉県でも10万戸を超え
る着工数を数えたが､その後急速に減少し､2008
年のリーマンショック後に底を打ち､その後昨年ま
でやや回復に向かっている｡
住宅の建築は､金額的に大きいということだけで

なく､同時に家具や家電製品の消費に繋がること
から､一般的に経済効果が大きいと考えられている。

住宅着工が減少すれば経済活動全体に対する
マイナス効果が大きくなるが､今後人口と世帯数が
減少する見通しの中､防犯機能の低下や環境への
悪影響等､外部不経済をもたらす空き家の増加を
見据え､どのような住宅・都市政策を実行していく
のかが重要となってくる。

空き家が増加する個別要因
空き家が増加していく背景は､単に少子高齢化

の進展と人口減少ということだけではない。核家族
化が進んだ結果､相続が発生する頃には子どもた
ちは既に独立し､新たな住宅を所有していることが
多く､相続した家に居住する必要性は小さい｡ 
自ら居住しないのであれば､売却や賃貸というこ

とが考えられるが､特に売却の必要性がない場合や
(相続税制の改正により､平成27年1月から基礎控
除が縮小するため､課税対象者が増加し売却を選
択する人が増加する可能性はある)自分が育った家
は残しておきたいとの思いの他､物件の市場性等の
問題もあり売却に至らないケースは多いと言われて
いる｡賃貸するにしても､賃料や立ち退きの問題な
どがネックとなり､思うようには広がっていない｡
更に問題となるのが､所有者不明となっている

場合や相続放棄がなされているケースである｡こ
のような場合はより対応が困難となり､時間とコス
トを要することから､長期間空き家状態が続くと考
えられる｡

人の居住の用に供する家屋」が建築されている土
地の固定資産税額は､住宅1棟あたり200㎡までは
本来の1/6)｡
固定資産税の軽減税率適用が､住宅取得促進

策としての優遇税制であることを考えると､問題と
なる空き家が増加している以上､何らかの対応策
が図られるべきであろう｡

空き家に対する自治体の対応状況
埼玉県では平成25年10月､市町村の行政職員

向けに「埼玉県空き家対策指針」を作成した｡空き
家の安全対策と利活用策の２つを柱として役に立
つ情報を取りまとめ､市町村独自条例制定のため
のモデル条例を掲載した内容となっている｡
景観や環境問題に関する条例は早くから制定さ

れていたが､空き家対策をテーマとして制定された
全国初の条例は､所沢市が制定した「所沢市空き
家等の適正管理に関する条例」(平成22年10月
施行)と言われている｡
国土交通省調査によると､平成26年4月1日現在

施行されている空き家等の適正管理に関する条例
の制定数は355自治体と急速に増加しており､埼玉
県内では､18の自治体が同条例を制定している。
実際に各自治体が実施している対策には次のよ

うなものがある｡
危険性を除去するための空き家管理条例の内

容を見ると､自治体により違いはあるが､指導･勧告
･命令･公表･罰則の他､行政代執行を実施する等
も含まれる｡原則所有者による自主的な対応を求
めるものであるが､最近では行政代執行に踏み切
らざるを得ない事例も発生している｡ただ､このよう
なケースでは､撤去費用がなかなか回収できないと
いった問題も発生している｡
また､撤去費用に補助金を設ける､相続人不存
在時への対応策を規定する､所有者を特定するた
めに課税情報を目的外に使用できるとの規定を設
ける自治体もあるなど､地域によって様々な対応策
が検討･実施されている｡このような対策は､これま

で各自治体で個別に検討され条例として制定され
てきた｡
建築基準法や消防法､廃棄物処理法等による命

令や代執行という現行法令での空き家対策も考え
られるが､思うような対応が実施できていないのが
現状である｡
全国的に大きく社会問題化する中､統一的な法

整備を図るため､秋の臨時国会に「空き家対策特
別措置法案」が提出され､今国会での制定を目指
すこととなった｡自治体による立ち入り調査権や所
有者等把握のため､固定資産税情報の内部利用
を可能にする等について､法律で明確にする内容
となっている｡
一方､空き家を有効利用する仕組みとして､空き

家バンクの活用がある。自治体が空き家の登録を
募り情報公開することで､購入者や賃借人を探す
ものであるが､効果があがっている取組みは決して
多いとは言えない状況である｡

おわりに
所有することの自由には､所有することによる社

会的責任も同時に存在する。所有者(管理者)が責
任を持って空き家を管理することが大原則である
ことは前述の通りである。
空き家の実態を把握し､問題が発生する前に対

応策を実施していくためには､新たに所有者(管理
者)不明の空き家を増加させないことが重要である。
森林の場合には､法改正により平成24年4月以降
新たに森林を所有する場合(相続や贈与も含む)市
町村長への届出が必要となっている｡空き家につ
いても､一定の条件での届出を義務化するなどの
対策も必要と考える｡空き家バンクを活用すること
も一つの方法かも知れない｡
空き家問題は､日本が直面している少子高齢化

と人口減少社会という､社会構造全体の大きな変
化に伴い派生した課題の一つである｡地域により
問題の大きさに違いはあるが､全国的な取組とし
ての対策に期待したい｡

空き家の危険性と環境問題
空き家の存在は､危険性と環境の側面から問題

となる。
危険性には､老朽家屋の倒壊や一部が強風で

飛散することによる人的･物的被害の発生など､
空き家建物そのものによる危険性がある。また､
放火や不審者の出入りなど､空き家が存在する
ことにより犯罪を誘発する等の防犯上の危険性
もあり､住民が生活する上での大きな不安材料に
なる｡
環境面においては､樹木や雑草が生い茂り､敷

地内に大量のゴミが不法投棄され､衛生面や街の
景観が損なわれる等､住環境に少なからず悪影響
をもたらすものと考えられる｡
いずれにしても､空き家の存在はその地域にとっ

て決して良いものではないことは言うまでもない。
本来であればその所有者(管理者)の責任におい
て､適切に管理されなければならないものである。
しかしながら様々な事情により､長期間空き家とし
て放置される家屋が存在し増加している今日､この
問題に対して自治体による積極的な関わり方が求
められている｡

空き家対策における課題
空き家対策における課題としては､主に以下の

ような場合が考えられている｡
個人情報の保護や調査費用の問題から､まず空

き家の実態が把握されていない場合が多い。
実態調査を実施し現状把握できた場合でも､所

有者が不明または相続人不在(相続放棄含む)な
ど､管理者が特定できない場合は､自主的な改善
策を全く期待することができない。
経済的な理由から､建物の撤去費用や修繕費用

を賄うことが困難な場合も考えられる｡市場性が乏
しく売却が困難な場合もある｡
建物を撤去してしまうと､固定資産税の優遇措

置が受けられなくなることから､積極的に撤去する
という動機につながらないという課題もある(「専ら

2013年6月、「日本再興戦略」において、女性が
働きやすい環境を整え、社会に活力を取り戻すこと
が、成長への道筋として示された。そのための取組
の1つが、女性の活躍・社会進出の妨げとなってい
る保育所入所待機児童の解消である。確かに待機
児童は、働く意欲のある女性が希望どおりに働けて
いないことを示す社会的シグナルと捉えることがで
きるため、早急な解消が求められる。
埼玉県内でも待機児童解消に向けた取組が進め

られているが、2014年4月1日時点の待機児童数
は5年ぶりの増加に転じることとなった。そこで本稿
では、県経済の活性化に向けた待機児童解消の取
組について考察する。

厚生労働省によると、待機児童とは「『認可保育
所に入所申込をしたが、入所できない児童』から『一
定条件に該当する児童』を除いたもの」とされてい
る。一定条件に該当する児童とは、国や地方自治体
から補助金が交付されている認可外保育施設（補
助金交付施設）の入所児童や保護者がやむを得ず
育児休業を延長した児童などとされており、公表さ
れている待機児童数は認可保育所に入所できない
児童数そのものではないことに注意を要する。

愛媛県・宮崎県）あり、地域における格差が大きい。

2001～2014年度の13年間における県内の待
機児童数と認可保育所定員の推移をみると、2014
年度の待機児童数は2001年度比380人減少し、
認可保育所定員は29,018人増加している。2014
年4月１日時点において補助金交付施設の入所児
童数（待機児童から除かれる児童）も2,500人程度
いることから、認可保育所における大幅な定員増加
と補助金交付施設における児童受入により待機児
童数が減少していることがわかる。
しかし、認可保育所定員の増加数に比して待機
児童の減少数は少ない。2014年度は、前年度の待
機児童の3倍以上の認可保育所定員の増加となっ
ているにもかかわらず、待機児童数が増加に転じて
おり、認可保育所定員の増加数を上回って認可保
育所の入所を希望する児童が増加していることが
うかがえる。

認可保育所の入所希望児童が増加する要因は、
(1)夫婦共働き世帯の増加、(2)他都道府県からの
転入未就学児の増加、(3)潜在的待機児童による
入所申込の増加の3点と考えられる。

(3)潜在的待機児童による入所申込の増加
補助金交付施設の入所児童や保護者がやむを
得ず育児休業を延長した児童は、待機児童数から
除かれている。また、はじめから入所をあきらめ申込
をしていない児童も、待機児童数には含まれていな
い。これらは本来、認可保育所の入所を希望する潜
在的待機児童と捉えることができ、認可保育所定
員の増加が潜在的待機児童の入所申込を呼び起
こすことで、認可保育所の入所希望児童が増加し
ているものと考えられる。

待機児童解消に向けた取組の柱は保育施設の
整備であり、県内自治体では、公立認可保育所に加
え、私立認可保育所や補助金交付施設の整備を推
進している。埼玉県では、各種支援を通じて民間事
業者による保育施設の整備を促進しており、主な支
援策として(1)私立認可保育所に対する補助、(2)
事業所内保育施設に対する補助、(3)マンション内
保育施設に対する補助の3つがある。
(1)私立認可保育所に対する補助
県では認可保育所の新設や施設改修に取り組む

民間事業者に対する施設工事費を補助している。
また、県内の待機児童は都心近く（さいたま市、川越
市、川口市など）に多いことから、土地の新規取得
が困難な状況にかんがみ、土地や建物の賃借によ
り保育所を開設する場合の賃借料に対する補助も

(3)マンション内保育施設に対する補助
マンション内保育施設は、入居児童を預かるため

に民間事業者が設置する保育施設で、家から近く
利便性が高い。転入未就学児の受け皿としても期
待されるため、設置費や運営費の補助を通じてマン
ション新築時における保育施設の設置を促進して
いる。

県内の待機児童解消には、保育施設の整備をさ
らに加速させることが求められる。今後も当面は認
可保育所の入所希望児童の増加が続くものと考え
られるため、整備が加速化されない場合は待機児
童の増加を招きかねない。近い将来、埼玉県も人口
減少を迎えることが予測される中で、待機児童の増
加は、女性の就業者数の減少やキャリア中断の不
安に伴う出生児数の減少（少子化の進行）を通じて、
経済基盤を弱体化させるおそれがある。
最近では、保育施設運営に意欲を示す企業が増

待機児童の把握にあたり、わが国の保育施設を
みてみると、(1)認可保育所、(2)認可外保育施設
の大きく2つに分けて捉えることができる。
(1)認可保育所
国の設置基準を満たす保育施設のことで、公立

と私立がある。公立は区市町村、私立は都道府県
知事（政令指定都市及び中核市に設置する場合は
市長）の認可を受けて民間事業者※が設置する施
設で、整備費や運営費に補助金が交付されている。

(2)認可外保育施設
国の設置基準に満たない保育施設のことで、民
間事業者により設置される。認可保育所に近い運
営がなされている保育施設には国や地方自治体か
ら整備費や運営費に補助金が交付されており、補
助金交付の有無により補助金交付施設と補助金不
交付施設に分けられる。

厚生労働省の保育所入所待機児童数調査によ
ると、2014年度（同年4月1日時点）の待機児童数
は、全国21,371人、埼玉県905人（多い順に全国
第7位）となっている。待機児童は都市部に多く、首
都圏（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県）、近畿圏
(京都府・大阪府・兵庫県）の7都府県で全体の
63.6％を占める。一方で、待機児童が解消されてい
る自治体も12県（青森県・山形県・群馬県・富山県・
石川県・福井県・山梨県・長野県・鳥取県・香川県・

実施している。不動産賃借方式は、初期投資にかか
る事業者の経済的負担の軽減だけでなく、迅速な
保育所整備が図れる（事業者が土地取得から始め
る場合と比較して短い期間で保育所を開設できる）
ものとして期待されている。補助率はいずれも3/4
であるが、さいたま市や川越市のように自治体独自
の補助率加算が実施されることもある。

(2)事業所内保育施設に対する補助
事業所内保育施設（企業内保育所）は、従業員の
児童を預かるために企業が設置する施設で、1企業
による単独設置と複数企業による共同設置がある。
保育施設探しの負担軽減や人材の確保など従業
員・企業双方にメリットがある一方で、設置費や運営
費の確保が課題であるため、県では、当該費用の補
助を通じて事業所内保育施設の整備を支援してい
る。さいたま市では、待機児童減少を促進するため、
地域児童を受け入れることを要件として設置費や
運営費の独自補助を実施している。

えており、企業をはじめとする民間事業者の参入が
活発な自治体ほど待機児童が減少していると見受
けられる。民間事業者の参入をいかに促進できるか
が保育施設の整備を加速化させるカギを握ってい
ると言えるため、埼玉県及び県内自治体では、民間
事業者に対する相談・情報提供の充実や参入負担
の軽減に取り組む必要があると考えられる。
民間事業者に対する相談・情報提供の充実とし

て、活用可能な不動産、支援制度、保育人材など保
育施設運営にかかる総合的な情報提供を実施し、
意欲ある民間事業者の参入を具現化するコーディ
ネーターとしての機能強化を図ることが求められる。
参入負担の軽減として、企業による私立認可保
育所開設に対する補助の拡大や不動産賃借方式
における賃借料等の減額（公有地は賃借料減額、
民有地は固定資産税減免）など、民間事業者の経
済的負担の軽減が求められる。また、保育施設に対
する建物容積率の緩和、複合施設内に設置する保
育施設に対する設備基準の緩和（同一建物内の他
の施設を共用できる場合には、当該施設を考慮して
基準の該当性を判断する）など、独自の規制緩和策
も望まれる。こうした取組は、保育施設の迅速な整
備や定員拡大を通じて待機児童解消につながるも
のと考えられる。

待機児童の解消は、女性の就業者数の増加や
キャリア中断の不安解消による少子化の抑制を通
じて、県経済の活性化に貢献するものと考えられる。
また、働く意欲のある女性の就業継続は、女性なら
ではの多様な価値観を反映した新たなサービスや
製品の生産を通じて、消費の増大や企業競争力の
向上をもたらすことも期待される。
今後、県内の待機児童が解消されることで、県経
済が活性化することを期待したい。 （高松大志）

資料: 国土交通省「建築･着工統計」

●全国と埼玉県の住宅着工戸数の推移
全国（左目盛） 埼玉県（右目盛）
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(1)夫婦共働き世帯の増加
未就学児を有する夫婦共働き世帯（夫婦と子供

からなる核家族世帯のうち夫・妻ともに就業者の世
帯）の推移をみると、2000～2010年の10年間で
21,325世帯増加している。バブル崩壊以降の長期
不況に伴い世帯所得が減少したことにより、女性就
業者が増加したことが背景にあると考えられる。こ
れにより、県内の全未就学児のうち4人に1人は夫
婦共働き世帯の未就学児となっている。
なお、最近では景気回復に伴う雇用情勢の改善

により就業機会が拡大していることから、夫婦共働
き世帯の増加が続いているものと考えられる。

(2)他都道府県からの転入未就学児の増加
他都道府県からの未就学児の転入超過数をみる

と、2010～2013年の4年間の合計は6,904人（多
い順に全国第1位）であり、首都圏で突出した数値
となっている。第2位の福岡県は2,987人であるこ
とから、埼玉県の数値が全国的にも大きいことがわ
かる。この中には、夫婦共働き世帯の未就学児など
認可保育所の入所希望児童が相当数いるものと考
えられる。

はじめに

待機児童と保育施設

地域格差の大きい待機児童

県内の待機児童の推移

認可保育所の入所希望児童が増加する要因

埼玉県経済の活性化に向けた待機児童解消  の取組

2013年6月、「日本再興戦略」において、女性が
働きやすい環境を整え、社会に活力を取り戻すこと
が、成長への道筋として示された。そのための取組
の1つが、女性の活躍・社会進出の妨げとなってい
る保育所入所待機児童の解消である。確かに待機
児童は、働く意欲のある女性が希望どおりに働けて
いないことを示す社会的シグナルと捉えることがで
きるため、早急な解消が求められる。
埼玉県内でも待機児童解消に向けた取組が進め

られているが、2014年4月1日時点の待機児童数
は5年ぶりの増加に転じることとなった。そこで本稿
では、県経済の活性化に向けた待機児童解消の取
組について考察する。

厚生労働省によると、待機児童とは「『認可保育
所に入所申込をしたが、入所できない児童』から『一
定条件に該当する児童』を除いたもの」とされてい
る。一定条件に該当する児童とは、国や地方自治体
から補助金が交付されている認可外保育施設（補
助金交付施設）の入所児童や保護者がやむを得ず
育児休業を延長した児童などとされており、公表さ
れている待機児童数は認可保育所に入所できない
児童数そのものではないことに注意を要する。

愛媛県・宮崎県）あり、地域における格差が大きい。

2001～2014年度の13年間における県内の待
機児童数と認可保育所定員の推移をみると、2014
年度の待機児童数は2001年度比380人減少し、
認可保育所定員は29,018人増加している。2014
年4月１日時点において補助金交付施設の入所児
童数（待機児童から除かれる児童）も2,500人程度
いることから、認可保育所における大幅な定員増加
と補助金交付施設における児童受入により待機児
童数が減少していることがわかる。
しかし、認可保育所定員の増加数に比して待機
児童の減少数は少ない。2014年度は、前年度の待
機児童の3倍以上の認可保育所定員の増加となっ
ているにもかかわらず、待機児童数が増加に転じて
おり、認可保育所定員の増加数を上回って認可保
育所の入所を希望する児童が増加していることが
うかがえる。

認可保育所の入所希望児童が増加する要因は、
(1)夫婦共働き世帯の増加、(2)他都道府県からの
転入未就学児の増加、(3)潜在的待機児童による
入所申込の増加の3点と考えられる。

(3)潜在的待機児童による入所申込の増加
補助金交付施設の入所児童や保護者がやむを
得ず育児休業を延長した児童は、待機児童数から
除かれている。また、はじめから入所をあきらめ申込
をしていない児童も、待機児童数には含まれていな
い。これらは本来、認可保育所の入所を希望する潜
在的待機児童と捉えることができ、認可保育所定
員の増加が潜在的待機児童の入所申込を呼び起
こすことで、認可保育所の入所希望児童が増加し
ているものと考えられる。

待機児童解消に向けた取組の柱は保育施設の
整備であり、県内自治体では、公立認可保育所に加
え、私立認可保育所や補助金交付施設の整備を推
進している。埼玉県では、各種支援を通じて民間事
業者による保育施設の整備を促進しており、主な支
援策として(1)私立認可保育所に対する補助、(2)
事業所内保育施設に対する補助、(3)マンション内
保育施設に対する補助の3つがある。
(1)私立認可保育所に対する補助
県では認可保育所の新設や施設改修に取り組む

民間事業者に対する施設工事費を補助している。
また、県内の待機児童は都心近く（さいたま市、川越
市、川口市など）に多いことから、土地の新規取得
が困難な状況にかんがみ、土地や建物の賃借によ
り保育所を開設する場合の賃借料に対する補助も

(3)マンション内保育施設に対する補助
マンション内保育施設は、入居児童を預かるため

に民間事業者が設置する保育施設で、家から近く
利便性が高い。転入未就学児の受け皿としても期
待されるため、設置費や運営費の補助を通じてマン
ション新築時における保育施設の設置を促進して
いる。

県内の待機児童解消には、保育施設の整備をさ
らに加速させることが求められる。今後も当面は認
可保育所の入所希望児童の増加が続くものと考え
られるため、整備が加速化されない場合は待機児
童の増加を招きかねない。近い将来、埼玉県も人口
減少を迎えることが予測される中で、待機児童の増
加は、女性の就業者数の減少やキャリア中断の不
安に伴う出生児数の減少（少子化の進行）を通じて、
経済基盤を弱体化させるおそれがある。
最近では、保育施設運営に意欲を示す企業が増

待機児童の把握にあたり、わが国の保育施設を
みてみると、(1)認可保育所、(2)認可外保育施設
の大きく2つに分けて捉えることができる。
(1)認可保育所
国の設置基準を満たす保育施設のことで、公立

と私立がある。公立は区市町村、私立は都道府県
知事（政令指定都市及び中核市に設置する場合は
市長）の認可を受けて民間事業者※が設置する施
設で、整備費や運営費に補助金が交付されている。

(2)認可外保育施設
国の設置基準に満たない保育施設のことで、民
間事業者により設置される。認可保育所に近い運
営がなされている保育施設には国や地方自治体か
ら整備費や運営費に補助金が交付されており、補
助金交付の有無により補助金交付施設と補助金不
交付施設に分けられる。

厚生労働省の保育所入所待機児童数調査によ
ると、2014年度（同年4月1日時点）の待機児童数
は、全国21,371人、埼玉県905人（多い順に全国
第7位）となっている。待機児童は都市部に多く、首
都圏（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県）、近畿圏
(京都府・大阪府・兵庫県）の7都府県で全体の
63.6％を占める。一方で、待機児童が解消されてい
る自治体も12県（青森県・山形県・群馬県・富山県・
石川県・福井県・山梨県・長野県・鳥取県・香川県・

実施している。不動産賃借方式は、初期投資にかか
る事業者の経済的負担の軽減だけでなく、迅速な
保育所整備が図れる（事業者が土地取得から始め
る場合と比較して短い期間で保育所を開設できる）
ものとして期待されている。補助率はいずれも3/4
であるが、さいたま市や川越市のように自治体独自
の補助率加算が実施されることもある。

(2)事業所内保育施設に対する補助
事業所内保育施設（企業内保育所）は、従業員の
児童を預かるために企業が設置する施設で、1企業
による単独設置と複数企業による共同設置がある。
保育施設探しの負担軽減や人材の確保など従業
員・企業双方にメリットがある一方で、設置費や運営
費の確保が課題であるため、県では、当該費用の補
助を通じて事業所内保育施設の整備を支援してい
る。さいたま市では、待機児童減少を促進するため、
地域児童を受け入れることを要件として設置費や
運営費の独自補助を実施している。

えており、企業をはじめとする民間事業者の参入が
活発な自治体ほど待機児童が減少していると見受
けられる。民間事業者の参入をいかに促進できるか
が保育施設の整備を加速化させるカギを握ってい
ると言えるため、埼玉県及び県内自治体では、民間
事業者に対する相談・情報提供の充実や参入負担
の軽減に取り組む必要があると考えられる。
民間事業者に対する相談・情報提供の充実とし

て、活用可能な不動産、支援制度、保育人材など保
育施設運営にかかる総合的な情報提供を実施し、
意欲ある民間事業者の参入を具現化するコーディ
ネーターとしての機能強化を図ることが求められる。
参入負担の軽減として、企業による私立認可保
育所開設に対する補助の拡大や不動産賃借方式
における賃借料等の減額（公有地は賃借料減額、
民有地は固定資産税減免）など、民間事業者の経
済的負担の軽減が求められる。また、保育施設に対
する建物容積率の緩和、複合施設内に設置する保
育施設に対する設備基準の緩和（同一建物内の他
の施設を共用できる場合には、当該施設を考慮して
基準の該当性を判断する）など、独自の規制緩和策
も望まれる。こうした取組は、保育施設の迅速な整
備や定員拡大を通じて待機児童解消につながるも
のと考えられる。

待機児童の解消は、女性の就業者数の増加や
キャリア中断の不安解消による少子化の抑制を通
じて、県経済の活性化に貢献するものと考えられる。
また、働く意欲のある女性の就業継続は、女性なら
ではの多様な価値観を反映した新たなサービスや
製品の生産を通じて、消費の増大や企業競争力の
向上をもたらすことも期待される。
今後、県内の待機児童が解消されることで、県経
済が活性化することを期待したい。 （高松大志）

※民間事業者とは、公益法人等（社会福祉法人や学校法人など）や企業（株式会
社など）をいう。

資料：厚生労働省「保育所入所待機児童の定義」を基に当財団作成

●待機児童とは
① 認可保育所に入所申込をしたが、入所できない児童

国や地方自治体から補助金が交付されている
認可外保育施設に入所している児童
保護者が育児休業を取得している（やむを得ず
延長取得した場合を含む）児童
他に入所可能な認可保育所があるにも関わらず
特定の保育所を希望して入所待機している児童

待 機 児 童（ ① ‒ ② ‒ ③ ‒ ④ ）

②

③

④

●都道府県別の待機児童数（待機児童の多い10都府県）

1
2
3
4
5

東京都
沖縄県
千葉県
大阪府
神奈川県

8,672 
2,160 
1,251 
1,124 
1,079 

6
7
8
9
10

順位 順位都道府県 都道府県
宮城県
埼玉県
熊本県
静岡県
兵庫県

人数 人数
978 
905 
678 
567 
552 

資料：厚生労働省「保育所入所待機児童数調査」

単位：人●未就学児の転入超過数（首都圏）

2010年
2011年
2012年
2013年
合  計

1,541
1,747
1,852
1,764
6,904

埼玉県
1,813

▲ 1,194
▲ 1,296

85
▲   592

千葉県
▲ 3,451
▲ 5,102
▲ 3,936
▲ 3,169
▲15,658

東京都
▲ 1,275
▲ 1,530
▲ 1,142
▲    592
▲ 4,733

神奈川県

資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」

●待機児童数、認可保育所定員の推移（埼玉県）

資料：厚生労働省「保育所入所待機児童数調査」、「福祉行政報告例」
（注）数値は、各年４月１日現在

●夫婦共働き世帯の世帯数･未就学児数･未就学児割合
　の推移（埼玉県）

資料：総務省「国勢調査」
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(1)夫婦共働き世帯の増加
未就学児を有する夫婦共働き世帯（夫婦と子供

からなる核家族世帯のうち夫・妻ともに就業者の世
帯）の推移をみると、2000～2010年の10年間で
21,325世帯増加している。バブル崩壊以降の長期
不況に伴い世帯所得が減少したことにより、女性就
業者が増加したことが背景にあると考えられる。こ
れにより、県内の全未就学児のうち4人に1人は夫
婦共働き世帯の未就学児となっている。
なお、最近では景気回復に伴う雇用情勢の改善

により就業機会が拡大していることから、夫婦共働
き世帯の増加が続いているものと考えられる。

(2)他都道府県からの転入未就学児の増加
他都道府県からの未就学児の転入超過数をみる

と、2010～2013年の4年間の合計は6,904人（多
い順に全国第1位）であり、首都圏で突出した数値
となっている。第2位の福岡県は2,987人であるこ
とから、埼玉県の数値が全国的にも大きいことがわ
かる。この中には、夫婦共働き世帯の未就学児など
認可保育所の入所希望児童が相当数いるものと考
えられる。

はじめに

待機児童と保育施設

地域格差の大きい待機児童

県内の待機児童の推移

認可保育所の入所希望児童が増加する要因

埼玉県経済の活性化に向けた待機児童解消  の取組

2013年6月、「日本再興戦略」において、女性が
働きやすい環境を整え、社会に活力を取り戻すこと
が、成長への道筋として示された。そのための取組
の1つが、女性の活躍・社会進出の妨げとなってい
る保育所入所待機児童の解消である。確かに待機
児童は、働く意欲のある女性が希望どおりに働けて
いないことを示す社会的シグナルと捉えることがで
きるため、早急な解消が求められる。
埼玉県内でも待機児童解消に向けた取組が進め

られているが、2014年4月1日時点の待機児童数
は5年ぶりの増加に転じることとなった。そこで本稿
では、県経済の活性化に向けた待機児童解消の取
組について考察する。

厚生労働省によると、待機児童とは「『認可保育
所に入所申込をしたが、入所できない児童』から『一
定条件に該当する児童』を除いたもの」とされてい
る。一定条件に該当する児童とは、国や地方自治体
から補助金が交付されている認可外保育施設（補
助金交付施設）の入所児童や保護者がやむを得ず
育児休業を延長した児童などとされており、公表さ
れている待機児童数は認可保育所に入所できない
児童数そのものではないことに注意を要する。

愛媛県・宮崎県）あり、地域における格差が大きい。

2001～2014年度の13年間における県内の待
機児童数と認可保育所定員の推移をみると、2014
年度の待機児童数は2001年度比380人減少し、
認可保育所定員は29,018人増加している。2014
年4月１日時点において補助金交付施設の入所児
童数（待機児童から除かれる児童）も2,500人程度
いることから、認可保育所における大幅な定員増加
と補助金交付施設における児童受入により待機児
童数が減少していることがわかる。
しかし、認可保育所定員の増加数に比して待機
児童の減少数は少ない。2014年度は、前年度の待
機児童の3倍以上の認可保育所定員の増加となっ
ているにもかかわらず、待機児童数が増加に転じて
おり、認可保育所定員の増加数を上回って認可保
育所の入所を希望する児童が増加していることが
うかがえる。

認可保育所の入所希望児童が増加する要因は、
(1)夫婦共働き世帯の増加、(2)他都道府県からの
転入未就学児の増加、(3)潜在的待機児童による
入所申込の増加の3点と考えられる。

(3)潜在的待機児童による入所申込の増加
補助金交付施設の入所児童や保護者がやむを
得ず育児休業を延長した児童は、待機児童数から
除かれている。また、はじめから入所をあきらめ申込
をしていない児童も、待機児童数には含まれていな
い。これらは本来、認可保育所の入所を希望する潜
在的待機児童と捉えることができ、認可保育所定
員の増加が潜在的待機児童の入所申込を呼び起
こすことで、認可保育所の入所希望児童が増加し
ているものと考えられる。

待機児童解消に向けた取組の柱は保育施設の
整備であり、県内自治体では、公立認可保育所に加
え、私立認可保育所や補助金交付施設の整備を推
進している。埼玉県では、各種支援を通じて民間事
業者による保育施設の整備を促進しており、主な支
援策として(1)私立認可保育所に対する補助、(2)
事業所内保育施設に対する補助、(3)マンション内
保育施設に対する補助の3つがある。
(1)私立認可保育所に対する補助
県では認可保育所の新設や施設改修に取り組む

民間事業者に対する施設工事費を補助している。
また、県内の待機児童は都心近く（さいたま市、川越
市、川口市など）に多いことから、土地の新規取得
が困難な状況にかんがみ、土地や建物の賃借によ
り保育所を開設する場合の賃借料に対する補助も

(3)マンション内保育施設に対する補助
マンション内保育施設は、入居児童を預かるため

に民間事業者が設置する保育施設で、家から近く
利便性が高い。転入未就学児の受け皿としても期
待されるため、設置費や運営費の補助を通じてマン
ション新築時における保育施設の設置を促進して
いる。

県内の待機児童解消には、保育施設の整備をさ
らに加速させることが求められる。今後も当面は認
可保育所の入所希望児童の増加が続くものと考え
られるため、整備が加速化されない場合は待機児
童の増加を招きかねない。近い将来、埼玉県も人口
減少を迎えることが予測される中で、待機児童の増
加は、女性の就業者数の減少やキャリア中断の不
安に伴う出生児数の減少（少子化の進行）を通じて、
経済基盤を弱体化させるおそれがある。
最近では、保育施設運営に意欲を示す企業が増

待機児童の把握にあたり、わが国の保育施設を
みてみると、(1)認可保育所、(2)認可外保育施設
の大きく2つに分けて捉えることができる。
(1)認可保育所
国の設置基準を満たす保育施設のことで、公立

と私立がある。公立は区市町村、私立は都道府県
知事（政令指定都市及び中核市に設置する場合は
市長）の認可を受けて民間事業者※が設置する施
設で、整備費や運営費に補助金が交付されている。

(2)認可外保育施設
国の設置基準に満たない保育施設のことで、民
間事業者により設置される。認可保育所に近い運
営がなされている保育施設には国や地方自治体か
ら整備費や運営費に補助金が交付されており、補
助金交付の有無により補助金交付施設と補助金不
交付施設に分けられる。

厚生労働省の保育所入所待機児童数調査によ
ると、2014年度（同年4月1日時点）の待機児童数
は、全国21,371人、埼玉県905人（多い順に全国
第7位）となっている。待機児童は都市部に多く、首
都圏（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県）、近畿圏
(京都府・大阪府・兵庫県）の7都府県で全体の
63.6％を占める。一方で、待機児童が解消されてい
る自治体も12県（青森県・山形県・群馬県・富山県・
石川県・福井県・山梨県・長野県・鳥取県・香川県・

実施している。不動産賃借方式は、初期投資にかか
る事業者の経済的負担の軽減だけでなく、迅速な
保育所整備が図れる（事業者が土地取得から始め
る場合と比較して短い期間で保育所を開設できる）
ものとして期待されている。補助率はいずれも3/4
であるが、さいたま市や川越市のように自治体独自
の補助率加算が実施されることもある。

(2)事業所内保育施設に対する補助
事業所内保育施設（企業内保育所）は、従業員の
児童を預かるために企業が設置する施設で、1企業
による単独設置と複数企業による共同設置がある。
保育施設探しの負担軽減や人材の確保など従業
員・企業双方にメリットがある一方で、設置費や運営
費の確保が課題であるため、県では、当該費用の補
助を通じて事業所内保育施設の整備を支援してい
る。さいたま市では、待機児童減少を促進するため、
地域児童を受け入れることを要件として設置費や
運営費の独自補助を実施している。

えており、企業をはじめとする民間事業者の参入が
活発な自治体ほど待機児童が減少していると見受
けられる。民間事業者の参入をいかに促進できるか
が保育施設の整備を加速化させるカギを握ってい
ると言えるため、埼玉県及び県内自治体では、民間
事業者に対する相談・情報提供の充実や参入負担
の軽減に取り組む必要があると考えられる。
民間事業者に対する相談・情報提供の充実とし

て、活用可能な不動産、支援制度、保育人材など保
育施設運営にかかる総合的な情報提供を実施し、
意欲ある民間事業者の参入を具現化するコーディ
ネーターとしての機能強化を図ることが求められる。
参入負担の軽減として、企業による私立認可保
育所開設に対する補助の拡大や不動産賃借方式
における賃借料等の減額（公有地は賃借料減額、
民有地は固定資産税減免）など、民間事業者の経
済的負担の軽減が求められる。また、保育施設に対
する建物容積率の緩和、複合施設内に設置する保
育施設に対する設備基準の緩和（同一建物内の他
の施設を共用できる場合には、当該施設を考慮して
基準の該当性を判断する）など、独自の規制緩和策
も望まれる。こうした取組は、保育施設の迅速な整
備や定員拡大を通じて待機児童解消につながるも
のと考えられる。

待機児童の解消は、女性の就業者数の増加や
キャリア中断の不安解消による少子化の抑制を通
じて、県経済の活性化に貢献するものと考えられる。
また、働く意欲のある女性の就業継続は、女性なら
ではの多様な価値観を反映した新たなサービスや
製品の生産を通じて、消費の増大や企業競争力の
向上をもたらすことも期待される。
今後、県内の待機児童が解消されることで、県経
済が活性化することを期待したい。 （高松大志）

※民間事業者とは、公益法人等（社会福祉法人や学校法人など）や企業（株式会
社など）をいう。

資料：厚生労働省「保育所入所待機児童の定義」を基に当財団作成

●待機児童とは
① 認可保育所に入所申込をしたが、入所できない児童

国や地方自治体から補助金が交付されている
認可外保育施設に入所している児童
保護者が育児休業を取得している（やむを得ず
延長取得した場合を含む）児童
他に入所可能な認可保育所があるにも関わらず
特定の保育所を希望して入所待機している児童

待 機 児 童（ ① ‒ ② ‒ ③ ‒ ④ ）

②

③

④

●都道府県別の待機児童数（待機児童の多い10都府県）

1
2
3
4
5

東京都
沖縄県
千葉県
大阪府
神奈川県

8,672 
2,160 
1,251 
1,124 
1,079 

6
7
8
9
10

順位 順位都道府県 都道府県
宮城県
埼玉県
熊本県
静岡県
兵庫県

人数 人数
978 
905 
678 
567 
552 

資料：厚生労働省「保育所入所待機児童数調査」

単位：人●未就学児の転入超過数（首都圏）

2010年
2011年
2012年
2013年
合  計

1,541
1,747
1,852
1,764
6,904

埼玉県
1,813

▲ 1,194
▲ 1,296
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▲   592
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▲ 3,936
▲ 3,169
▲15,658

東京都
▲ 1,275
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▲    592
▲ 4,733

神奈川県

資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」

●待機児童数、認可保育所定員の推移（埼玉県）

資料：厚生労働省「保育所入所待機児童数調査」、「福祉行政報告例」
（注）数値は、各年４月１日現在

●夫婦共働き世帯の世帯数･未就学児数･未就学児割合
　の推移（埼玉県）

資料：総務省「国勢調査」
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2001～2014年度の13年間における県内の待
機児童数と認可保育所定員の推移をみると、2014
年度の待機児童数は2001年度比380人減少し、
認可保育所定員は29,018人増加している。2014
年4月１日時点において補助金交付施設の入所児
童数（待機児童から除かれる児童）も2,500人程度
いることから、認可保育所における大幅な定員増加
と補助金交付施設における児童受入により待機児
童数が減少していることがわかる。
しかし、認可保育所定員の増加数に比して待機
児童の減少数は少ない。2014年度は、前年度の待
機児童の3倍以上の認可保育所定員の増加となっ
ているにもかかわらず、待機児童数が増加に転じて
おり、認可保育所定員の増加数を上回って認可保
育所の入所を希望する児童が増加していることが
うかがえる。

認可保育所の入所希望児童が増加する要因は、
(1)夫婦共働き世帯の増加、(2)他都道府県からの
転入未就学児の増加、(3)潜在的待機児童による
入所申込の増加の3点と考えられる。

(3)潜在的待機児童による入所申込の増加
補助金交付施設の入所児童や保護者がやむを
得ず育児休業を延長した児童は、待機児童数から
除かれている。また、はじめから入所をあきらめ申込
をしていない児童も、待機児童数には含まれていな
い。これらは本来、認可保育所の入所を希望する潜
在的待機児童と捉えることができ、認可保育所定
員の増加が潜在的待機児童の入所申込を呼び起
こすことで、認可保育所の入所希望児童が増加し
ているものと考えられる。

待機児童解消に向けた取組の柱は保育施設の
整備であり、県内自治体では、公立認可保育所に加
え、私立認可保育所や補助金交付施設の整備を推
進している。埼玉県では、各種支援を通じて民間事
業者による保育施設の整備を促進しており、主な支
援策として(1)私立認可保育所に対する補助、(2)
事業所内保育施設に対する補助、(3)マンション内
保育施設に対する補助の3つがある。
(1)私立認可保育所に対する補助
県では認可保育所の新設や施設改修に取り組む

民間事業者に対する施設工事費を補助している。
また、県内の待機児童は都心近く（さいたま市、川越
市、川口市など）に多いことから、土地の新規取得
が困難な状況にかんがみ、土地や建物の賃借によ
り保育所を開設する場合の賃借料に対する補助も

(3)マンション内保育施設に対する補助
マンション内保育施設は、入居児童を預かるため

に民間事業者が設置する保育施設で、家から近く
利便性が高い。転入未就学児の受け皿としても期
待されるため、設置費や運営費の補助を通じてマン
ション新築時における保育施設の設置を促進して
いる。

県内の待機児童解消には、保育施設の整備をさ
らに加速させることが求められる。今後も当面は認
可保育所の入所希望児童の増加が続くものと考え
られるため、整備が加速化されない場合は待機児
童の増加を招きかねない。近い将来、埼玉県も人口
減少を迎えることが予測される中で、待機児童の増
加は、女性の就業者数の減少やキャリア中断の不
安に伴う出生児数の減少（少子化の進行）を通じて、
経済基盤を弱体化させるおそれがある。
最近では、保育施設運営に意欲を示す企業が増

待機児童の把握にあたり、わが国の保育施設を
みてみると、(1)認可保育所、(2)認可外保育施設
の大きく2つに分けて捉えることができる。
(1)認可保育所
国の設置基準を満たす保育施設のことで、公立

と私立がある。公立は区市町村、私立は都道府県
知事（政令指定都市及び中核市に設置する場合は
市長）の認可を受けて民間事業者※が設置する施
設で、整備費や運営費に補助金が交付されている。

(2)認可外保育施設
国の設置基準に満たない保育施設のことで、民
間事業者により設置される。認可保育所に近い運
営がなされている保育施設には国や地方自治体か
ら整備費や運営費に補助金が交付されており、補
助金交付の有無により補助金交付施設と補助金不
交付施設に分けられる。

厚生労働省の保育所入所待機児童数調査によ
ると、2014年度（同年4月1日時点）の待機児童数
は、全国21,371人、埼玉県905人（多い順に全国
第7位）となっている。待機児童は都市部に多く、首
都圏（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県）、近畿圏
(京都府・大阪府・兵庫県）の7都府県で全体の
63.6％を占める。一方で、待機児童が解消されてい
る自治体も12県（青森県・山形県・群馬県・富山県・
石川県・福井県・山梨県・長野県・鳥取県・香川県・

実施している。不動産賃借方式は、初期投資にかか
る事業者の経済的負担の軽減だけでなく、迅速な
保育所整備が図れる（事業者が土地取得から始め
る場合と比較して短い期間で保育所を開設できる）
ものとして期待されている。補助率はいずれも3/4
であるが、さいたま市や川越市のように自治体独自
の補助率加算が実施されることもある。

(2)事業所内保育施設に対する補助
事業所内保育施設（企業内保育所）は、従業員の
児童を預かるために企業が設置する施設で、1企業
による単独設置と複数企業による共同設置がある。
保育施設探しの負担軽減や人材の確保など従業
員・企業双方にメリットがある一方で、設置費や運営
費の確保が課題であるため、県では、当該費用の補
助を通じて事業所内保育施設の整備を支援してい
る。さいたま市では、待機児童減少を促進するため、
地域児童を受け入れることを要件として設置費や
運営費の独自補助を実施している。

えており、企業をはじめとする民間事業者の参入が
活発な自治体ほど待機児童が減少していると見受
けられる。民間事業者の参入をいかに促進できるか
が保育施設の整備を加速化させるカギを握ってい
ると言えるため、埼玉県及び県内自治体では、民間
事業者に対する相談・情報提供の充実や参入負担
の軽減に取り組む必要があると考えられる。
民間事業者に対する相談・情報提供の充実とし

て、活用可能な不動産、支援制度、保育人材など保
育施設運営にかかる総合的な情報提供を実施し、
意欲ある民間事業者の参入を具現化するコーディ
ネーターとしての機能強化を図ることが求められる。
参入負担の軽減として、企業による私立認可保
育所開設に対する補助の拡大や不動産賃借方式
における賃借料等の減額（公有地は賃借料減額、
民有地は固定資産税減免）など、民間事業者の経
済的負担の軽減が求められる。また、保育施設に対
する建物容積率の緩和、複合施設内に設置する保
育施設に対する設備基準の緩和（同一建物内の他
の施設を共用できる場合には、当該施設を考慮して
基準の該当性を判断する）など、独自の規制緩和策
も望まれる。こうした取組は、保育施設の迅速な整
備や定員拡大を通じて待機児童解消につながるも
のと考えられる。

待機児童の解消は、女性の就業者数の増加や
キャリア中断の不安解消による少子化の抑制を通
じて、県経済の活性化に貢献するものと考えられる。
また、働く意欲のある女性の就業継続は、女性なら
ではの多様な価値観を反映した新たなサービスや
製品の生産を通じて、消費の増大や企業競争力の
向上をもたらすことも期待される。
今後、県内の待機児童が解消されることで、県経
済が活性化することを期待したい。 （高松大志）

県内の待機児童解消に向けた取組

保育施設整備の加速化に向けて
おわりに

●待機児童と潜在的待機児童

資料：厚生労働省「保育所入所待機児童の定義」を基に当財団作成
（注）「○」は待機児童、「×」は待機児童ではない児童
　　　　　　は潜在的待機児童が存在するものと見込まれる領域

認可外保育施設(補助金交付施設)に入所
認可外保育施設(補助金不交付施設)に入所
いずれの保育施設にも未入所
保護者が育児休業を取得(延長)して保育
特定の保育所を希望して入所待機

×
○
○
×
×

×
×
×
×
̶

認可保育所の入所申込児童（保育）の状況 あり なし

●私立認可保育所に対する補助概要（埼玉県） 

資料：埼玉県「子育て支援特別対策事業実施要綱」
（注）新規開設（自己所有地）における補助率は、自治体独自の加算により、さいたま市内
　　に開設する場合100％(10/10)、川越市に開設する場合87.5％（7/8）となる

新規開設（自己所有地）

新規開設（土地賃借方式）

新規開設（建物賃借方式） 

補助対象

補助額(新設工事費)

補助率

補助対象

補助額①(土地賃借料)

補助額②(新設工事費)

補助率

補助対象

補助額①(建物賃借料)

補助額②(施設改修費)

補助率

社会福祉法人、学校法人、日本赤十字社、
公益社団・財団法人、特例社団・財団法人

社会福祉法人、学校法人、日本赤十字社、
公益社団・財団法人、特例社団・財団法人

保育所定員に応じた金額
（8,100～34,940万円）

保育所定員に応じた金額
 （8,100～34,940万円）

75％（3/4）

2,050万円

75％（3/4）

民間事業者

限度額：4,100万円

限度額：2,700万円

75％（3/4）

●事業所内保育施設に対する補助概要（埼玉県） 

資料：埼玉県「企業内保育所設置等促進事業費補助金交付要綱」
（注）運営費は、3年目まで月ごとに支給（4年目以降はなし）

整備費補助（単独設置・共同設置）

運営費補助（共同設置のみ）

補助対象
補助額(整備費)
補助率

民間事業者
500万円

100％（10/10）

民間事業者
〔1年目〕限度額：300万円(月額250,000円)
〔2年目〕限度額：225万円(月額187,500円)
〔3年目〕限度額：150万円(月額125,000円)

100％（10/10）

補助対象

補助額(運営費)

補助率

●マンション内保育施設に対する補助概要（埼玉県）

資料：埼玉県「認可化移行総合支援事業実施要綱」
（注）運営費は、上記により毎月算定し、月ごとに支給

補助対象

補助額①(開設準備費)

補助率

民間事業者

保育所定員 × 7,500円

75％（3/4）

補助額②(運営費) 入所児童数 × 児童年齢に応じた金額
（児童年齢に応じた金額：12,000～107,000円）
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(1)夫婦共働き世帯の増加
未就学児を有する夫婦共働き世帯（夫婦と子供

からなる核家族世帯のうち夫・妻ともに就業者の世
帯）の推移をみると、2000～2010年の10年間で
21,325世帯増加している。バブル崩壊以降の長期
不況に伴い世帯所得が減少したことにより、女性就
業者が増加したことが背景にあると考えられる。こ
れにより、県内の全未就学児のうち4人に1人は夫
婦共働き世帯の未就学児となっている。
なお、最近では景気回復に伴う雇用情勢の改善

により就業機会が拡大していることから、夫婦共働
き世帯の増加が続いているものと考えられる。

(2)他都道府県からの転入未就学児の増加
他都道府県からの未就学児の転入超過数をみる

と、2010～2013年の4年間の合計は6,904人（多
い順に全国第1位）であり、首都圏で突出した数値
となっている。第2位の福岡県は2,987人であるこ
とから、埼玉県の数値が全国的にも大きいことがわ
かる。この中には、夫婦共働き世帯の未就学児など
認可保育所の入所希望児童が相当数いるものと考
えられる。

2013年6月、「日本再興戦略」において、女性が
働きやすい環境を整え、社会に活力を取り戻すこと
が、成長への道筋として示された。そのための取組
の1つが、女性の活躍・社会進出の妨げとなってい
る保育所入所待機児童の解消である。確かに待機
児童は、働く意欲のある女性が希望どおりに働けて
いないことを示す社会的シグナルと捉えることがで
きるため、早急な解消が求められる。
埼玉県内でも待機児童解消に向けた取組が進め

られているが、2014年4月1日時点の待機児童数
は5年ぶりの増加に転じることとなった。そこで本稿
では、県経済の活性化に向けた待機児童解消の取
組について考察する。

厚生労働省によると、待機児童とは「『認可保育
所に入所申込をしたが、入所できない児童』から『一
定条件に該当する児童』を除いたもの」とされてい
る。一定条件に該当する児童とは、国や地方自治体
から補助金が交付されている認可外保育施設（補
助金交付施設）の入所児童や保護者がやむを得ず
育児休業を延長した児童などとされており、公表さ
れている待機児童数は認可保育所に入所できない
児童数そのものではないことに注意を要する。

愛媛県・宮崎県）あり、地域における格差が大きい。

2001～2014年度の13年間における県内の待
機児童数と認可保育所定員の推移をみると、2014
年度の待機児童数は2001年度比380人減少し、
認可保育所定員は29,018人増加している。2014
年4月１日時点において補助金交付施設の入所児
童数（待機児童から除かれる児童）も2,500人程度
いることから、認可保育所における大幅な定員増加
と補助金交付施設における児童受入により待機児
童数が減少していることがわかる。
しかし、認可保育所定員の増加数に比して待機
児童の減少数は少ない。2014年度は、前年度の待
機児童の3倍以上の認可保育所定員の増加となっ
ているにもかかわらず、待機児童数が増加に転じて
おり、認可保育所定員の増加数を上回って認可保
育所の入所を希望する児童が増加していることが
うかがえる。

認可保育所の入所希望児童が増加する要因は、
(1)夫婦共働き世帯の増加、(2)他都道府県からの
転入未就学児の増加、(3)潜在的待機児童による
入所申込の増加の3点と考えられる。

(3)潜在的待機児童による入所申込の増加
補助金交付施設の入所児童や保護者がやむを
得ず育児休業を延長した児童は、待機児童数から
除かれている。また、はじめから入所をあきらめ申込
をしていない児童も、待機児童数には含まれていな
い。これらは本来、認可保育所の入所を希望する潜
在的待機児童と捉えることができ、認可保育所定
員の増加が潜在的待機児童の入所申込を呼び起
こすことで、認可保育所の入所希望児童が増加し
ているものと考えられる。

待機児童解消に向けた取組の柱は保育施設の
整備であり、県内自治体では、公立認可保育所に加
え、私立認可保育所や補助金交付施設の整備を推
進している。埼玉県では、各種支援を通じて民間事
業者による保育施設の整備を促進しており、主な支
援策として(1)私立認可保育所に対する補助、(2)
事業所内保育施設に対する補助、(3)マンション内
保育施設に対する補助の3つがある。
(1)私立認可保育所に対する補助
県では認可保育所の新設や施設改修に取り組む

民間事業者に対する施設工事費を補助している。
また、県内の待機児童は都心近く（さいたま市、川越
市、川口市など）に多いことから、土地の新規取得
が困難な状況にかんがみ、土地や建物の賃借によ
り保育所を開設する場合の賃借料に対する補助も

(3)マンション内保育施設に対する補助
マンション内保育施設は、入居児童を預かるため

に民間事業者が設置する保育施設で、家から近く
利便性が高い。転入未就学児の受け皿としても期
待されるため、設置費や運営費の補助を通じてマン
ション新築時における保育施設の設置を促進して
いる。

県内の待機児童解消には、保育施設の整備をさ
らに加速させることが求められる。今後も当面は認
可保育所の入所希望児童の増加が続くものと考え
られるため、整備が加速化されない場合は待機児
童の増加を招きかねない。近い将来、埼玉県も人口
減少を迎えることが予測される中で、待機児童の増
加は、女性の就業者数の減少やキャリア中断の不
安に伴う出生児数の減少（少子化の進行）を通じて、
経済基盤を弱体化させるおそれがある。
最近では、保育施設運営に意欲を示す企業が増

待機児童の把握にあたり、わが国の保育施設を
みてみると、(1)認可保育所、(2)認可外保育施設
の大きく2つに分けて捉えることができる。
(1)認可保育所
国の設置基準を満たす保育施設のことで、公立

と私立がある。公立は区市町村、私立は都道府県
知事（政令指定都市及び中核市に設置する場合は
市長）の認可を受けて民間事業者※が設置する施
設で、整備費や運営費に補助金が交付されている。

(2)認可外保育施設
国の設置基準に満たない保育施設のことで、民
間事業者により設置される。認可保育所に近い運
営がなされている保育施設には国や地方自治体か
ら整備費や運営費に補助金が交付されており、補
助金交付の有無により補助金交付施設と補助金不
交付施設に分けられる。

厚生労働省の保育所入所待機児童数調査によ
ると、2014年度（同年4月1日時点）の待機児童数
は、全国21,371人、埼玉県905人（多い順に全国
第7位）となっている。待機児童は都市部に多く、首
都圏（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県）、近畿圏
(京都府・大阪府・兵庫県）の7都府県で全体の
63.6％を占める。一方で、待機児童が解消されてい
る自治体も12県（青森県・山形県・群馬県・富山県・
石川県・福井県・山梨県・長野県・鳥取県・香川県・

実施している。不動産賃借方式は、初期投資にかか
る事業者の経済的負担の軽減だけでなく、迅速な
保育所整備が図れる（事業者が土地取得から始め
る場合と比較して短い期間で保育所を開設できる）
ものとして期待されている。補助率はいずれも3/4
であるが、さいたま市や川越市のように自治体独自
の補助率加算が実施されることもある。

(2)事業所内保育施設に対する補助
事業所内保育施設（企業内保育所）は、従業員の
児童を預かるために企業が設置する施設で、1企業
による単独設置と複数企業による共同設置がある。
保育施設探しの負担軽減や人材の確保など従業
員・企業双方にメリットがある一方で、設置費や運営
費の確保が課題であるため、県では、当該費用の補
助を通じて事業所内保育施設の整備を支援してい
る。さいたま市では、待機児童減少を促進するため、
地域児童を受け入れることを要件として設置費や
運営費の独自補助を実施している。

えており、企業をはじめとする民間事業者の参入が
活発な自治体ほど待機児童が減少していると見受
けられる。民間事業者の参入をいかに促進できるか
が保育施設の整備を加速化させるカギを握ってい
ると言えるため、埼玉県及び県内自治体では、民間
事業者に対する相談・情報提供の充実や参入負担
の軽減に取り組む必要があると考えられる。
民間事業者に対する相談・情報提供の充実とし

て、活用可能な不動産、支援制度、保育人材など保
育施設運営にかかる総合的な情報提供を実施し、
意欲ある民間事業者の参入を具現化するコーディ
ネーターとしての機能強化を図ることが求められる。
参入負担の軽減として、企業による私立認可保
育所開設に対する補助の拡大や不動産賃借方式
における賃借料等の減額（公有地は賃借料減額、
民有地は固定資産税減免）など、民間事業者の経
済的負担の軽減が求められる。また、保育施設に対
する建物容積率の緩和、複合施設内に設置する保
育施設に対する設備基準の緩和（同一建物内の他
の施設を共用できる場合には、当該施設を考慮して
基準の該当性を判断する）など、独自の規制緩和策
も望まれる。こうした取組は、保育施設の迅速な整
備や定員拡大を通じて待機児童解消につながるも
のと考えられる。

待機児童の解消は、女性の就業者数の増加や
キャリア中断の不安解消による少子化の抑制を通
じて、県経済の活性化に貢献するものと考えられる。
また、働く意欲のある女性の就業継続は、女性なら
ではの多様な価値観を反映した新たなサービスや
製品の生産を通じて、消費の増大や企業競争力の
向上をもたらすことも期待される。
今後、県内の待機児童が解消されることで、県経
済が活性化することを期待したい。 （高松大志）

県内の待機児童解消に向けた取組

保育施設整備の加速化に向けて
おわりに

●待機児童と潜在的待機児童

資料：厚生労働省「保育所入所待機児童の定義」を基に当財団作成
（注）「○」は待機児童、「×」は待機児童ではない児童
　　　　　　は潜在的待機児童が存在するものと見込まれる領域

認可外保育施設(補助金交付施設)に入所
認可外保育施設(補助金不交付施設)に入所
いずれの保育施設にも未入所
保護者が育児休業を取得(延長)して保育
特定の保育所を希望して入所待機

×
○
○
×
×

×
×
×
×
̶

認可保育所の入所申込児童（保育）の状況 あり なし

●私立認可保育所に対する補助概要（埼玉県） 

資料：埼玉県「子育て支援特別対策事業実施要綱」
（注）新規開設（自己所有地）における補助率は、自治体独自の加算により、さいたま市内
　　に開設する場合100％(10/10)、川越市に開設する場合87.5％（7/8）となる

新規開設（自己所有地）

新規開設（土地賃借方式）

新規開設（建物賃借方式） 

補助対象

補助額(新設工事費)

補助率

補助対象

補助額①(土地賃借料)

補助額②(新設工事費)

補助率

補助対象

補助額①(建物賃借料)

補助額②(施設改修費)

補助率

社会福祉法人、学校法人、日本赤十字社、
公益社団・財団法人、特例社団・財団法人

社会福祉法人、学校法人、日本赤十字社、
公益社団・財団法人、特例社団・財団法人

保育所定員に応じた金額
（8,100～34,940万円）

保育所定員に応じた金額
 （8,100～34,940万円）

75％（3/4）

2,050万円

75％（3/4）

民間事業者

限度額：4,100万円

限度額：2,700万円

75％（3/4）

●事業所内保育施設に対する補助概要（埼玉県） 

資料：埼玉県「企業内保育所設置等促進事業費補助金交付要綱」
（注）運営費は、3年目まで月ごとに支給（4年目以降はなし）

整備費補助（単独設置・共同設置）

運営費補助（共同設置のみ）

補助対象
補助額(整備費)
補助率

民間事業者
500万円

100％（10/10）

民間事業者
〔1年目〕限度額：300万円(月額250,000円)
〔2年目〕限度額：225万円(月額187,500円)
〔3年目〕限度額：150万円(月額125,000円)

100％（10/10）

補助対象

補助額(運営費)

補助率

●マンション内保育施設に対する補助概要（埼玉県）

資料：埼玉県「認可化移行総合支援事業実施要綱」
（注）運営費は、上記により毎月算定し、月ごとに支給

補助対象

補助額①(開設準備費)

補助率

民間事業者

保育所定員 × 7,500円

75％（3/4）

補助額②(運営費) 入所児童数 × 児童年齢に応じた金額
（児童年齢に応じた金額：12,000～107,000円）
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埼玉県内雇用動向調査

(1)夫婦共働き世帯の増加
未就学児を有する夫婦共働き世帯（夫婦と子供

からなる核家族世帯のうち夫・妻ともに就業者の世
帯）の推移をみると、2000～2010年の10年間で
21,325世帯増加している。バブル崩壊以降の長期
不況に伴い世帯所得が減少したことにより、女性就
業者が増加したことが背景にあると考えられる。こ
れにより、県内の全未就学児のうち4人に1人は夫
婦共働き世帯の未就学児となっている。
なお、最近では景気回復に伴う雇用情勢の改善

により就業機会が拡大していることから、夫婦共働
き世帯の増加が続いているものと考えられる。

(2)他都道府県からの転入未就学児の増加
他都道府県からの未就学児の転入超過数をみる

と、2010～2013年の4年間の合計は6,904人（多
い順に全国第1位）であり、首都圏で突出した数値
となっている。第2位の福岡県は2,987人であるこ
とから、埼玉県の数値が全国的にも大きいことがわ
かる。この中には、夫婦共働き世帯の未就学児など
認可保育所の入所希望児童が相当数いるものと考
えられる。

2013年6月、「日本再興戦略」において、女性が
働きやすい環境を整え、社会に活力を取り戻すこと
が、成長への道筋として示された。そのための取組
の1つが、女性の活躍・社会進出の妨げとなってい
る保育所入所待機児童の解消である。確かに待機
児童は、働く意欲のある女性が希望どおりに働けて
いないことを示す社会的シグナルと捉えることがで
きるため、早急な解消が求められる。
埼玉県内でも待機児童解消に向けた取組が進め

られているが、2014年4月1日時点の待機児童数
は5年ぶりの増加に転じることとなった。そこで本稿
では、県経済の活性化に向けた待機児童解消の取
組について考察する。

厚生労働省によると、待機児童とは「『認可保育
所に入所申込をしたが、入所できない児童』から『一
定条件に該当する児童』を除いたもの」とされてい
る。一定条件に該当する児童とは、国や地方自治体
から補助金が交付されている認可外保育施設（補
助金交付施設）の入所児童や保護者がやむを得ず
育児休業を延長した児童などとされており、公表さ
れている待機児童数は認可保育所に入所できない
児童数そのものではないことに注意を要する。

愛媛県・宮崎県）あり、地域における格差が大きい。

2001～2014年度の13年間における県内の待
機児童数と認可保育所定員の推移をみると、2014
年度の待機児童数は2001年度比380人減少し、
認可保育所定員は29,018人増加している。2014
年4月１日時点において補助金交付施設の入所児
童数（待機児童から除かれる児童）も2,500人程度
いることから、認可保育所における大幅な定員増加
と補助金交付施設における児童受入により待機児
童数が減少していることがわかる。
しかし、認可保育所定員の増加数に比して待機
児童の減少数は少ない。2014年度は、前年度の待
機児童の3倍以上の認可保育所定員の増加となっ
ているにもかかわらず、待機児童数が増加に転じて
おり、認可保育所定員の増加数を上回って認可保
育所の入所を希望する児童が増加していることが
うかがえる。

認可保育所の入所希望児童が増加する要因は、
(1)夫婦共働き世帯の増加、(2)他都道府県からの
転入未就学児の増加、(3)潜在的待機児童による
入所申込の増加の3点と考えられる。

(3)潜在的待機児童による入所申込の増加
補助金交付施設の入所児童や保護者がやむを
得ず育児休業を延長した児童は、待機児童数から
除かれている。また、はじめから入所をあきらめ申込
をしていない児童も、待機児童数には含まれていな
い。これらは本来、認可保育所の入所を希望する潜
在的待機児童と捉えることができ、認可保育所定
員の増加が潜在的待機児童の入所申込を呼び起
こすことで、認可保育所の入所希望児童が増加し
ているものと考えられる。

待機児童解消に向けた取組の柱は保育施設の
整備であり、県内自治体では、公立認可保育所に加
え、私立認可保育所や補助金交付施設の整備を推
進している。埼玉県では、各種支援を通じて民間事
業者による保育施設の整備を促進しており、主な支
援策として(1)私立認可保育所に対する補助、(2)
事業所内保育施設に対する補助、(3)マンション内
保育施設に対する補助の3つがある。
(1)私立認可保育所に対する補助
県では認可保育所の新設や施設改修に取り組む

民間事業者に対する施設工事費を補助している。
また、県内の待機児童は都心近く（さいたま市、川越
市、川口市など）に多いことから、土地の新規取得
が困難な状況にかんがみ、土地や建物の賃借によ
り保育所を開設する場合の賃借料に対する補助も

(3)マンション内保育施設に対する補助
マンション内保育施設は、入居児童を預かるため

に民間事業者が設置する保育施設で、家から近く
利便性が高い。転入未就学児の受け皿としても期
待されるため、設置費や運営費の補助を通じてマン
ション新築時における保育施設の設置を促進して
いる。

県内の待機児童解消には、保育施設の整備をさ
らに加速させることが求められる。今後も当面は認
可保育所の入所希望児童の増加が続くものと考え
られるため、整備が加速化されない場合は待機児
童の増加を招きかねない。近い将来、埼玉県も人口
減少を迎えることが予測される中で、待機児童の増
加は、女性の就業者数の減少やキャリア中断の不
安に伴う出生児数の減少（少子化の進行）を通じて、
経済基盤を弱体化させるおそれがある。
最近では、保育施設運営に意欲を示す企業が増

待機児童の把握にあたり、わが国の保育施設を
みてみると、(1)認可保育所、(2)認可外保育施設
の大きく2つに分けて捉えることができる。
(1)認可保育所
国の設置基準を満たす保育施設のことで、公立

と私立がある。公立は区市町村、私立は都道府県
知事（政令指定都市及び中核市に設置する場合は
市長）の認可を受けて民間事業者※が設置する施
設で、整備費や運営費に補助金が交付されている。

(2)認可外保育施設
国の設置基準に満たない保育施設のことで、民
間事業者により設置される。認可保育所に近い運
営がなされている保育施設には国や地方自治体か
ら整備費や運営費に補助金が交付されており、補
助金交付の有無により補助金交付施設と補助金不
交付施設に分けられる。

厚生労働省の保育所入所待機児童数調査によ
ると、2014年度（同年4月1日時点）の待機児童数
は、全国21,371人、埼玉県905人（多い順に全国
第7位）となっている。待機児童は都市部に多く、首
都圏（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県）、近畿圏
(京都府・大阪府・兵庫県）の7都府県で全体の
63.6％を占める。一方で、待機児童が解消されてい
る自治体も12県（青森県・山形県・群馬県・富山県・
石川県・福井県・山梨県・長野県・鳥取県・香川県・

実施している。不動産賃借方式は、初期投資にかか
る事業者の経済的負担の軽減だけでなく、迅速な
保育所整備が図れる（事業者が土地取得から始め
る場合と比較して短い期間で保育所を開設できる）
ものとして期待されている。補助率はいずれも3/4
であるが、さいたま市や川越市のように自治体独自
の補助率加算が実施されることもある。

(2)事業所内保育施設に対する補助
事業所内保育施設（企業内保育所）は、従業員の
児童を預かるために企業が設置する施設で、1企業
による単独設置と複数企業による共同設置がある。
保育施設探しの負担軽減や人材の確保など従業
員・企業双方にメリットがある一方で、設置費や運営
費の確保が課題であるため、県では、当該費用の補
助を通じて事業所内保育施設の整備を支援してい
る。さいたま市では、待機児童減少を促進するため、
地域児童を受け入れることを要件として設置費や
運営費の独自補助を実施している。

えており、企業をはじめとする民間事業者の参入が
活発な自治体ほど待機児童が減少していると見受
けられる。民間事業者の参入をいかに促進できるか
が保育施設の整備を加速化させるカギを握ってい
ると言えるため、埼玉県及び県内自治体では、民間
事業者に対する相談・情報提供の充実や参入負担
の軽減に取り組む必要があると考えられる。
民間事業者に対する相談・情報提供の充実とし

て、活用可能な不動産、支援制度、保育人材など保
育施設運営にかかる総合的な情報提供を実施し、
意欲ある民間事業者の参入を具現化するコーディ
ネーターとしての機能強化を図ることが求められる。
参入負担の軽減として、企業による私立認可保
育所開設に対する補助の拡大や不動産賃借方式
における賃借料等の減額（公有地は賃借料減額、
民有地は固定資産税減免）など、民間事業者の経
済的負担の軽減が求められる。また、保育施設に対
する建物容積率の緩和、複合施設内に設置する保
育施設に対する設備基準の緩和（同一建物内の他
の施設を共用できる場合には、当該施設を考慮して
基準の該当性を判断する）など、独自の規制緩和策
も望まれる。こうした取組は、保育施設の迅速な整
備や定員拡大を通じて待機児童解消につながるも
のと考えられる。

待機児童の解消は、女性の就業者数の増加や
キャリア中断の不安解消による少子化の抑制を通
じて、県経済の活性化に貢献するものと考えられる。
また、働く意欲のある女性の就業継続は、女性なら
ではの多様な価値観を反映した新たなサービスや
製品の生産を通じて、消費の増大や企業競争力の
向上をもたらすことも期待される。
今後、県内の待機児童が解消されることで、県経
済が活性化することを期待したい。 （高松大志）

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」とした企業が33.1％（前年比＋7.7ポイント）、「減
少」とした企業は19.9％（同▲0.2ポイント）となった。
「増加」した企業が増え、「増加」が「減少」を３年連
続で上回った。
一部に人手不足感もみられるなか、雇用人員の確
保や雇用者の定着のため、企業は正規従業員の雇用
人員を増やしており、県内の雇用情勢は改善してきて
いる。
業種別にみると、製造業は「増加」とした企業が
31.3％（前年比＋5.9ポイント）、「減少」が20.9％（同
＋1.6ポイント）、非製造業では「増加」とした企業が
34.3％（同＋8.9ポイント）、「減少」が19.3％（同▲
1.4ポイント）となり、製造業、非製造業ともに「増加」
が「減少」を上回った。
パート・アルバイトなど臨時従業員等については、

「増加」が18.4％（前年比▲3.6ポイント）、「減少」が
17.3％（同＋4.2ポイント）となり、「増加」が「減少」を
わずかに上回る結果となった。前年に比べ「増加」す
る企業が減っているが、パート・アルバイトの人手不足
から採用が難しくなっていることも要因とみられる。

雇用人員の過不足感
雇用人員の過不足感をみると、現状については「余
剰」が9.2％（前年比▲0.4ポイント）、「適正」が
53.4％（同▲7.6ポイント）、「不足」が37.3％（同＋
7.9ポイント）となった。「不足」とする企業の割合は
1991年調査（57.0％）以来最も大きいものとなり、雇
用の不足感は増してきている。
業種別にみると、製造業は「余剰」が11.5％（前年
比▲1.7ポイント）、「不足」が24.8％（同＋4.6ポイン
ト）、非製造業では「余剰」が7.8％（同＋0.7ポイント）、
「不足」が45.3％（同＋9.6ポイント）となり、製造業、
非製造業ともに「不足」が「余剰」を上回った。特に、
建設業、情報通信業、運輸・倉庫業は、「不足」の割合
がそれぞれ65.4％、62.5％、55.0％と高い。
先行きについては「余剰」が6.6％、「不足」が
41.7％となった。「余剰」が現状に比べ2.6ポイント減
少、「不足」が4.4ポイント増加と、先行き「不足」を見
込む企業が現状より増えている。
業種別にみると、先行き「不足」を見込む企業は製
造業で27.9％、非製造業で50.3％と、非製造業で不
足とするところが多いのが目立っている。

日出勤」18.0％、「残業の増加」13.3％、「定年の延
長・再雇用」12.8％となった。前年と比べ「機械化の
推進」が＋14.6ポイントと大幅に増加したのが目立っ
ている。

来年度の新卒採用
来年度（2015年４月入社）の新卒者の採用につい

ては、「採用が容易となったため採用を増加する」が
3.2％（前年比±0ポイント）、「人手が不足しているた
め採用を増加する」が15.5％（同＋2.1ポイント）、「例
年の採用を確保する」が40.5％（同±0ポイント）、「採
用は行うが例年より減少する」が11.5％（同＋1.0ポイ
ント）、「人員に余裕があるため採用を見送る」が
29.4％（同▲3.0ポイント）となり、前年調査とほぼ同
様の結果となった。「例年の採用を確保する」とする
企業が最も多く、「人手が不足しているため採用を増
加する」とする企業も「採用は行うが例年より減少す
る」企業を上回っており、来年度の新卒者採用は改善
が続くと見込まれる。 （辻　和）

人手不足部門とその対応策
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73.0％で前年同様、最
も多い。以下「営業部門」43.8％、「管理・事務部門」
24.8％、「研究開発部門」13.1％となった。前年と比
べ「研究開発部門」（前年比＋6.5ポイント）、「生産部
門」（同＋4.1ポイント）では増加となり、「営業部門」
（同▲10.0ポイント）、「管理・事務部門」（同▲6.3ポ
イント）は減少した。

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74.9％で前年調査に引き続き最
も多く、以下「パート・アルバイトの採用」40.3%、「社
内配置転換」25.6％、「機械化の推進」22.7％、「休

雇用人員は「不足感」増す

2014年10月中旬実施。対象企業数1,010社、
回答企業数298社、回答率29.5％。

(注)　(　)内は2013年調査結果（注）（　）内は2013年調査結果

（注）（　）内は2013年調査結果
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埼玉県内雇用動向調査

(1)夫婦共働き世帯の増加
未就学児を有する夫婦共働き世帯（夫婦と子供

からなる核家族世帯のうち夫・妻ともに就業者の世
帯）の推移をみると、2000～2010年の10年間で
21,325世帯増加している。バブル崩壊以降の長期
不況に伴い世帯所得が減少したことにより、女性就
業者が増加したことが背景にあると考えられる。こ
れにより、県内の全未就学児のうち4人に1人は夫
婦共働き世帯の未就学児となっている。
なお、最近では景気回復に伴う雇用情勢の改善

により就業機会が拡大していることから、夫婦共働
き世帯の増加が続いているものと考えられる。

(2)他都道府県からの転入未就学児の増加
他都道府県からの未就学児の転入超過数をみる

と、2010～2013年の4年間の合計は6,904人（多
い順に全国第1位）であり、首都圏で突出した数値
となっている。第2位の福岡県は2,987人であるこ
とから、埼玉県の数値が全国的にも大きいことがわ
かる。この中には、夫婦共働き世帯の未就学児など
認可保育所の入所希望児童が相当数いるものと考
えられる。

2013年6月、「日本再興戦略」において、女性が
働きやすい環境を整え、社会に活力を取り戻すこと
が、成長への道筋として示された。そのための取組
の1つが、女性の活躍・社会進出の妨げとなってい
る保育所入所待機児童の解消である。確かに待機
児童は、働く意欲のある女性が希望どおりに働けて
いないことを示す社会的シグナルと捉えることがで
きるため、早急な解消が求められる。
埼玉県内でも待機児童解消に向けた取組が進め

られているが、2014年4月1日時点の待機児童数
は5年ぶりの増加に転じることとなった。そこで本稿
では、県経済の活性化に向けた待機児童解消の取
組について考察する。

厚生労働省によると、待機児童とは「『認可保育
所に入所申込をしたが、入所できない児童』から『一
定条件に該当する児童』を除いたもの」とされてい
る。一定条件に該当する児童とは、国や地方自治体
から補助金が交付されている認可外保育施設（補
助金交付施設）の入所児童や保護者がやむを得ず
育児休業を延長した児童などとされており、公表さ
れている待機児童数は認可保育所に入所できない
児童数そのものではないことに注意を要する。

愛媛県・宮崎県）あり、地域における格差が大きい。

2001～2014年度の13年間における県内の待
機児童数と認可保育所定員の推移をみると、2014
年度の待機児童数は2001年度比380人減少し、
認可保育所定員は29,018人増加している。2014
年4月１日時点において補助金交付施設の入所児
童数（待機児童から除かれる児童）も2,500人程度
いることから、認可保育所における大幅な定員増加
と補助金交付施設における児童受入により待機児
童数が減少していることがわかる。
しかし、認可保育所定員の増加数に比して待機
児童の減少数は少ない。2014年度は、前年度の待
機児童の3倍以上の認可保育所定員の増加となっ
ているにもかかわらず、待機児童数が増加に転じて
おり、認可保育所定員の増加数を上回って認可保
育所の入所を希望する児童が増加していることが
うかがえる。

認可保育所の入所希望児童が増加する要因は、
(1)夫婦共働き世帯の増加、(2)他都道府県からの
転入未就学児の増加、(3)潜在的待機児童による
入所申込の増加の3点と考えられる。

(3)潜在的待機児童による入所申込の増加
補助金交付施設の入所児童や保護者がやむを
得ず育児休業を延長した児童は、待機児童数から
除かれている。また、はじめから入所をあきらめ申込
をしていない児童も、待機児童数には含まれていな
い。これらは本来、認可保育所の入所を希望する潜
在的待機児童と捉えることができ、認可保育所定
員の増加が潜在的待機児童の入所申込を呼び起
こすことで、認可保育所の入所希望児童が増加し
ているものと考えられる。

待機児童解消に向けた取組の柱は保育施設の
整備であり、県内自治体では、公立認可保育所に加
え、私立認可保育所や補助金交付施設の整備を推
進している。埼玉県では、各種支援を通じて民間事
業者による保育施設の整備を促進しており、主な支
援策として(1)私立認可保育所に対する補助、(2)
事業所内保育施設に対する補助、(3)マンション内
保育施設に対する補助の3つがある。
(1)私立認可保育所に対する補助
県では認可保育所の新設や施設改修に取り組む

民間事業者に対する施設工事費を補助している。
また、県内の待機児童は都心近く（さいたま市、川越
市、川口市など）に多いことから、土地の新規取得
が困難な状況にかんがみ、土地や建物の賃借によ
り保育所を開設する場合の賃借料に対する補助も

(3)マンション内保育施設に対する補助
マンション内保育施設は、入居児童を預かるため

に民間事業者が設置する保育施設で、家から近く
利便性が高い。転入未就学児の受け皿としても期
待されるため、設置費や運営費の補助を通じてマン
ション新築時における保育施設の設置を促進して
いる。

県内の待機児童解消には、保育施設の整備をさ
らに加速させることが求められる。今後も当面は認
可保育所の入所希望児童の増加が続くものと考え
られるため、整備が加速化されない場合は待機児
童の増加を招きかねない。近い将来、埼玉県も人口
減少を迎えることが予測される中で、待機児童の増
加は、女性の就業者数の減少やキャリア中断の不
安に伴う出生児数の減少（少子化の進行）を通じて、
経済基盤を弱体化させるおそれがある。
最近では、保育施設運営に意欲を示す企業が増

待機児童の把握にあたり、わが国の保育施設を
みてみると、(1)認可保育所、(2)認可外保育施設
の大きく2つに分けて捉えることができる。
(1)認可保育所
国の設置基準を満たす保育施設のことで、公立

と私立がある。公立は区市町村、私立は都道府県
知事（政令指定都市及び中核市に設置する場合は
市長）の認可を受けて民間事業者※が設置する施
設で、整備費や運営費に補助金が交付されている。

(2)認可外保育施設
国の設置基準に満たない保育施設のことで、民
間事業者により設置される。認可保育所に近い運
営がなされている保育施設には国や地方自治体か
ら整備費や運営費に補助金が交付されており、補
助金交付の有無により補助金交付施設と補助金不
交付施設に分けられる。

厚生労働省の保育所入所待機児童数調査によ
ると、2014年度（同年4月1日時点）の待機児童数
は、全国21,371人、埼玉県905人（多い順に全国
第7位）となっている。待機児童は都市部に多く、首
都圏（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県）、近畿圏
(京都府・大阪府・兵庫県）の7都府県で全体の
63.6％を占める。一方で、待機児童が解消されてい
る自治体も12県（青森県・山形県・群馬県・富山県・
石川県・福井県・山梨県・長野県・鳥取県・香川県・

実施している。不動産賃借方式は、初期投資にかか
る事業者の経済的負担の軽減だけでなく、迅速な
保育所整備が図れる（事業者が土地取得から始め
る場合と比較して短い期間で保育所を開設できる）
ものとして期待されている。補助率はいずれも3/4
であるが、さいたま市や川越市のように自治体独自
の補助率加算が実施されることもある。

(2)事業所内保育施設に対する補助
事業所内保育施設（企業内保育所）は、従業員の
児童を預かるために企業が設置する施設で、1企業
による単独設置と複数企業による共同設置がある。
保育施設探しの負担軽減や人材の確保など従業
員・企業双方にメリットがある一方で、設置費や運営
費の確保が課題であるため、県では、当該費用の補
助を通じて事業所内保育施設の整備を支援してい
る。さいたま市では、待機児童減少を促進するため、
地域児童を受け入れることを要件として設置費や
運営費の独自補助を実施している。

えており、企業をはじめとする民間事業者の参入が
活発な自治体ほど待機児童が減少していると見受
けられる。民間事業者の参入をいかに促進できるか
が保育施設の整備を加速化させるカギを握ってい
ると言えるため、埼玉県及び県内自治体では、民間
事業者に対する相談・情報提供の充実や参入負担
の軽減に取り組む必要があると考えられる。
民間事業者に対する相談・情報提供の充実とし

て、活用可能な不動産、支援制度、保育人材など保
育施設運営にかかる総合的な情報提供を実施し、
意欲ある民間事業者の参入を具現化するコーディ
ネーターとしての機能強化を図ることが求められる。
参入負担の軽減として、企業による私立認可保
育所開設に対する補助の拡大や不動産賃借方式
における賃借料等の減額（公有地は賃借料減額、
民有地は固定資産税減免）など、民間事業者の経
済的負担の軽減が求められる。また、保育施設に対
する建物容積率の緩和、複合施設内に設置する保
育施設に対する設備基準の緩和（同一建物内の他
の施設を共用できる場合には、当該施設を考慮して
基準の該当性を判断する）など、独自の規制緩和策
も望まれる。こうした取組は、保育施設の迅速な整
備や定員拡大を通じて待機児童解消につながるも
のと考えられる。

待機児童の解消は、女性の就業者数の増加や
キャリア中断の不安解消による少子化の抑制を通
じて、県経済の活性化に貢献するものと考えられる。
また、働く意欲のある女性の就業継続は、女性なら
ではの多様な価値観を反映した新たなサービスや
製品の生産を通じて、消費の増大や企業競争力の
向上をもたらすことも期待される。
今後、県内の待機児童が解消されることで、県経
済が活性化することを期待したい。 （高松大志）

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」とした企業が33.1％（前年比＋7.7ポイント）、「減
少」とした企業は19.9％（同▲0.2ポイント）となった。
「増加」した企業が増え、「増加」が「減少」を３年連
続で上回った。
一部に人手不足感もみられるなか、雇用人員の確
保や雇用者の定着のため、企業は正規従業員の雇用
人員を増やしており、県内の雇用情勢は改善してきて
いる。
業種別にみると、製造業は「増加」とした企業が
31.3％（前年比＋5.9ポイント）、「減少」が20.9％（同
＋1.6ポイント）、非製造業では「増加」とした企業が
34.3％（同＋8.9ポイント）、「減少」が19.3％（同▲
1.4ポイント）となり、製造業、非製造業ともに「増加」
が「減少」を上回った。
パート・アルバイトなど臨時従業員等については、

「増加」が18.4％（前年比▲3.6ポイント）、「減少」が
17.3％（同＋4.2ポイント）となり、「増加」が「減少」を
わずかに上回る結果となった。前年に比べ「増加」す
る企業が減っているが、パート・アルバイトの人手不足
から採用が難しくなっていることも要因とみられる。

雇用人員の過不足感
雇用人員の過不足感をみると、現状については「余
剰」が9.2％（前年比▲0.4ポイント）、「適正」が
53.4％（同▲7.6ポイント）、「不足」が37.3％（同＋
7.9ポイント）となった。「不足」とする企業の割合は
1991年調査（57.0％）以来最も大きいものとなり、雇
用の不足感は増してきている。
業種別にみると、製造業は「余剰」が11.5％（前年
比▲1.7ポイント）、「不足」が24.8％（同＋4.6ポイン
ト）、非製造業では「余剰」が7.8％（同＋0.7ポイント）、
「不足」が45.3％（同＋9.6ポイント）となり、製造業、
非製造業ともに「不足」が「余剰」を上回った。特に、
建設業、情報通信業、運輸・倉庫業は、「不足」の割合
がそれぞれ65.4％、62.5％、55.0％と高い。
先行きについては「余剰」が6.6％、「不足」が
41.7％となった。「余剰」が現状に比べ2.6ポイント減
少、「不足」が4.4ポイント増加と、先行き「不足」を見
込む企業が現状より増えている。
業種別にみると、先行き「不足」を見込む企業は製
造業で27.9％、非製造業で50.3％と、非製造業で不
足とするところが多いのが目立っている。

日出勤」18.0％、「残業の増加」13.3％、「定年の延
長・再雇用」12.8％となった。前年と比べ「機械化の
推進」が＋14.6ポイントと大幅に増加したのが目立っ
ている。

来年度の新卒採用
来年度（2015年４月入社）の新卒者の採用につい

ては、「採用が容易となったため採用を増加する」が
3.2％（前年比±0ポイント）、「人手が不足しているた
め採用を増加する」が15.5％（同＋2.1ポイント）、「例
年の採用を確保する」が40.5％（同±0ポイント）、「採
用は行うが例年より減少する」が11.5％（同＋1.0ポイ
ント）、「人員に余裕があるため採用を見送る」が
29.4％（同▲3.0ポイント）となり、前年調査とほぼ同
様の結果となった。「例年の採用を確保する」とする
企業が最も多く、「人手が不足しているため採用を増
加する」とする企業も「採用は行うが例年より減少す
る」企業を上回っており、来年度の新卒者採用は改善
が続くと見込まれる。 （辻　和）

人手不足部門とその対応策
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73.0％で前年同様、最
も多い。以下「営業部門」43.8％、「管理・事務部門」
24.8％、「研究開発部門」13.1％となった。前年と比
べ「研究開発部門」（前年比＋6.5ポイント）、「生産部
門」（同＋4.1ポイント）では増加となり、「営業部門」
（同▲10.0ポイント）、「管理・事務部門」（同▲6.3ポ
イント）は減少した。

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74.9％で前年調査に引き続き最
も多く、以下「パート・アルバイトの採用」40.3%、「社
内配置転換」25.6％、「機械化の推進」22.7％、「休

雇用人員は「不足感」増す

2014年10月中旬実施。対象企業数1,010社、
回答企業数298社、回答率29.5％。

(注)　(　)内は2013年調査結果（注）（　）内は2013年調査結果

（注）（　）内は2013年調査結果
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(1)夫婦共働き世帯の増加
未就学児を有する夫婦共働き世帯（夫婦と子供

からなる核家族世帯のうち夫・妻ともに就業者の世
帯）の推移をみると、2000～2010年の10年間で
21,325世帯増加している。バブル崩壊以降の長期
不況に伴い世帯所得が減少したことにより、女性就
業者が増加したことが背景にあると考えられる。こ
れにより、県内の全未就学児のうち4人に1人は夫
婦共働き世帯の未就学児となっている。
なお、最近では景気回復に伴う雇用情勢の改善

により就業機会が拡大していることから、夫婦共働
き世帯の増加が続いているものと考えられる。

(2)他都道府県からの転入未就学児の増加
他都道府県からの未就学児の転入超過数をみる

と、2010～2013年の4年間の合計は6,904人（多
い順に全国第1位）であり、首都圏で突出した数値
となっている。第2位の福岡県は2,987人であるこ
とから、埼玉県の数値が全国的にも大きいことがわ
かる。この中には、夫婦共働き世帯の未就学児など
認可保育所の入所希望児童が相当数いるものと考
えられる。

業では「人手不足」、「人件費の上昇」が製造業より
多いのが目立っている。

来年の消費税率引き上げについて
来年10月に消費税率を10％へ引き上げるかどうか

についてたずねたところ、「上げるべき」が13.6％、
「上げるべきでない」が20.8％、無回答が65.6％と
なった（調査時点：10月中旬）。
無回答が６割以上を占めており、調査時点での判断

が難しいことがうかがえるが、「上げるべきでない」が
「上げるべき」を上回っており、どちらかというと、来年
度の消費税率引き上げは行うべきでないとするところ
が多かった。 （吉嶺暢嗣）

少」がみられなかったとしている。これからすると、反
動減はあったものの、駆け込み需要に比べ影響があっ
たところは若干ながら少なくなっている。
業種別では５％以上減少とするところが、製造業で

は30.5％、非製造業では28.6％と若干ながら製造業
で多かった。

７～９月期の売上について
７～９月期の売上について消費増税による反動減の
影響をたずねたところ、「消費増税後の反動減はな
かった」とするところが52.9％、「反動減はあったが７
～９月期には収束した」18.3％、「７～９月期も反動減
が続いている」26.0％となった。
反動減がなかったとするところが過半を占めている

ものの、反動減があったとするところでは多くの企業
が７～９月期も続いているとしている。

業種別にみると、「７～９月期も反動減が続いてい
る」とするところは、製造業で30.3％、非製造業で
23.3％と、製造業で多くなっている。
また、現状および先行きの売上・利益に影響を与え
ると懸念されることとしては（複数回答）、「原材料高」
が最も多く61.2％、次いで「運送費、燃料費など諸経
費高」51.3％、「価格競争の激化」36.5％、「人手不
足」35.3％、「人件費の上昇」34.9％などとなった。原
材料高や運送費、燃料費など諸経費上昇などコスト
アップによる収益などへの影響を懸念している。
業種別では、製造業で「原材料高」、「運送費、燃料
費など諸経費高」が非製造業に比べて多く、非製造

2013年6月、「日本再興戦略」において、女性が
働きやすい環境を整え、社会に活力を取り戻すこと
が、成長への道筋として示された。そのための取組
の1つが、女性の活躍・社会進出の妨げとなってい
る保育所入所待機児童の解消である。確かに待機
児童は、働く意欲のある女性が希望どおりに働けて
いないことを示す社会的シグナルと捉えることがで
きるため、早急な解消が求められる。
埼玉県内でも待機児童解消に向けた取組が進め

られているが、2014年4月1日時点の待機児童数
は5年ぶりの増加に転じることとなった。そこで本稿
では、県経済の活性化に向けた待機児童解消の取
組について考察する。

厚生労働省によると、待機児童とは「『認可保育
所に入所申込をしたが、入所できない児童』から『一
定条件に該当する児童』を除いたもの」とされてい
る。一定条件に該当する児童とは、国や地方自治体
から補助金が交付されている認可外保育施設（補
助金交付施設）の入所児童や保護者がやむを得ず
育児休業を延長した児童などとされており、公表さ
れている待機児童数は認可保育所に入所できない
児童数そのものではないことに注意を要する。

愛媛県・宮崎県）あり、地域における格差が大きい。

2001～2014年度の13年間における県内の待
機児童数と認可保育所定員の推移をみると、2014
年度の待機児童数は2001年度比380人減少し、
認可保育所定員は29,018人増加している。2014
年4月１日時点において補助金交付施設の入所児
童数（待機児童から除かれる児童）も2,500人程度
いることから、認可保育所における大幅な定員増加
と補助金交付施設における児童受入により待機児
童数が減少していることがわかる。
しかし、認可保育所定員の増加数に比して待機
児童の減少数は少ない。2014年度は、前年度の待
機児童の3倍以上の認可保育所定員の増加となっ
ているにもかかわらず、待機児童数が増加に転じて
おり、認可保育所定員の増加数を上回って認可保
育所の入所を希望する児童が増加していることが
うかがえる。

認可保育所の入所希望児童が増加する要因は、
(1)夫婦共働き世帯の増加、(2)他都道府県からの
転入未就学児の増加、(3)潜在的待機児童による
入所申込の増加の3点と考えられる。

(3)潜在的待機児童による入所申込の増加
補助金交付施設の入所児童や保護者がやむを
得ず育児休業を延長した児童は、待機児童数から
除かれている。また、はじめから入所をあきらめ申込
をしていない児童も、待機児童数には含まれていな
い。これらは本来、認可保育所の入所を希望する潜
在的待機児童と捉えることができ、認可保育所定
員の増加が潜在的待機児童の入所申込を呼び起
こすことで、認可保育所の入所希望児童が増加し
ているものと考えられる。

待機児童解消に向けた取組の柱は保育施設の
整備であり、県内自治体では、公立認可保育所に加
え、私立認可保育所や補助金交付施設の整備を推
進している。埼玉県では、各種支援を通じて民間事
業者による保育施設の整備を促進しており、主な支
援策として(1)私立認可保育所に対する補助、(2)
事業所内保育施設に対する補助、(3)マンション内
保育施設に対する補助の3つがある。
(1)私立認可保育所に対する補助
県では認可保育所の新設や施設改修に取り組む

民間事業者に対する施設工事費を補助している。
また、県内の待機児童は都心近く（さいたま市、川越
市、川口市など）に多いことから、土地の新規取得
が困難な状況にかんがみ、土地や建物の賃借によ
り保育所を開設する場合の賃借料に対する補助も

(3)マンション内保育施設に対する補助
マンション内保育施設は、入居児童を預かるため

に民間事業者が設置する保育施設で、家から近く
利便性が高い。転入未就学児の受け皿としても期
待されるため、設置費や運営費の補助を通じてマン
ション新築時における保育施設の設置を促進して
いる。

県内の待機児童解消には、保育施設の整備をさ
らに加速させることが求められる。今後も当面は認
可保育所の入所希望児童の増加が続くものと考え
られるため、整備が加速化されない場合は待機児
童の増加を招きかねない。近い将来、埼玉県も人口
減少を迎えることが予測される中で、待機児童の増
加は、女性の就業者数の減少やキャリア中断の不
安に伴う出生児数の減少（少子化の進行）を通じて、
経済基盤を弱体化させるおそれがある。
最近では、保育施設運営に意欲を示す企業が増

待機児童の把握にあたり、わが国の保育施設を
みてみると、(1)認可保育所、(2)認可外保育施設
の大きく2つに分けて捉えることができる。
(1)認可保育所
国の設置基準を満たす保育施設のことで、公立

と私立がある。公立は区市町村、私立は都道府県
知事（政令指定都市及び中核市に設置する場合は
市長）の認可を受けて民間事業者※が設置する施
設で、整備費や運営費に補助金が交付されている。

(2)認可外保育施設
国の設置基準に満たない保育施設のことで、民
間事業者により設置される。認可保育所に近い運
営がなされている保育施設には国や地方自治体か
ら整備費や運営費に補助金が交付されており、補
助金交付の有無により補助金交付施設と補助金不
交付施設に分けられる。

厚生労働省の保育所入所待機児童数調査によ
ると、2014年度（同年4月1日時点）の待機児童数
は、全国21,371人、埼玉県905人（多い順に全国
第7位）となっている。待機児童は都市部に多く、首
都圏（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県）、近畿圏
(京都府・大阪府・兵庫県）の7都府県で全体の
63.6％を占める。一方で、待機児童が解消されてい
る自治体も12県（青森県・山形県・群馬県・富山県・
石川県・福井県・山梨県・長野県・鳥取県・香川県・

実施している。不動産賃借方式は、初期投資にかか
る事業者の経済的負担の軽減だけでなく、迅速な
保育所整備が図れる（事業者が土地取得から始め
る場合と比較して短い期間で保育所を開設できる）
ものとして期待されている。補助率はいずれも3/4
であるが、さいたま市や川越市のように自治体独自
の補助率加算が実施されることもある。

(2)事業所内保育施設に対する補助
事業所内保育施設（企業内保育所）は、従業員の
児童を預かるために企業が設置する施設で、1企業
による単独設置と複数企業による共同設置がある。
保育施設探しの負担軽減や人材の確保など従業
員・企業双方にメリットがある一方で、設置費や運営
費の確保が課題であるため、県では、当該費用の補
助を通じて事業所内保育施設の整備を支援してい
る。さいたま市では、待機児童減少を促進するため、
地域児童を受け入れることを要件として設置費や
運営費の独自補助を実施している。

えており、企業をはじめとする民間事業者の参入が
活発な自治体ほど待機児童が減少していると見受
けられる。民間事業者の参入をいかに促進できるか
が保育施設の整備を加速化させるカギを握ってい
ると言えるため、埼玉県及び県内自治体では、民間
事業者に対する相談・情報提供の充実や参入負担
の軽減に取り組む必要があると考えられる。
民間事業者に対する相談・情報提供の充実とし

て、活用可能な不動産、支援制度、保育人材など保
育施設運営にかかる総合的な情報提供を実施し、
意欲ある民間事業者の参入を具現化するコーディ
ネーターとしての機能強化を図ることが求められる。
参入負担の軽減として、企業による私立認可保
育所開設に対する補助の拡大や不動産賃借方式
における賃借料等の減額（公有地は賃借料減額、
民有地は固定資産税減免）など、民間事業者の経
済的負担の軽減が求められる。また、保育施設に対
する建物容積率の緩和、複合施設内に設置する保
育施設に対する設備基準の緩和（同一建物内の他
の施設を共用できる場合には、当該施設を考慮して
基準の該当性を判断する）など、独自の規制緩和策
も望まれる。こうした取組は、保育施設の迅速な整
備や定員拡大を通じて待機児童解消につながるも
のと考えられる。

待機児童の解消は、女性の就業者数の増加や
キャリア中断の不安解消による少子化の抑制を通
じて、県経済の活性化に貢献するものと考えられる。
また、働く意欲のある女性の就業継続は、女性なら
ではの多様な価値観を反映した新たなサービスや
製品の生産を通じて、消費の増大や企業競争力の
向上をもたらすことも期待される。
今後、県内の待機児童が解消されることで、県経
済が活性化することを期待したい。 （高松大志）

本年４月に消費税率の引き上げが実施された。これ
に伴う価格設定や駆け込み需要、反動減などの影響
について県内企業にアンケート調査を実施した。

消費増税後の価格設定について
消費税率の引き上げ実施に伴う価格設定について

たずねたところ、「一律３％引き上げた」とする企業が
74.5％で最も多く、次いで「一律３％ではないが引き
上げた」15.6％、「すべて据え置いた」5.7％、「３％以
上引き上げたものもあり、商品によりメリハリをつけ
た」4.1％となった。
業種別にみても、「一律３％引き上げた」とする企業

が製造業で76.5％、非製造業で73.3％となっており
業種別で大きな差はみられない。今回の消費増税に
あたっては、約３／４と多くの企業で増税分をそのまま
価格に反映させている。

消費増税による駆け込み需要、
反動減
消費増税について、引き上げ前の駆け込み需要と

それに伴う反動減についてたずねた。
駆け込み需要の影響があると考えられる１～３月期

の売上については、前年同期比「０～５％増加」とする
ところが20.7％、同「５～10％増加」22.0％、同「10～
20％増加」8.3％、同「20％以上増加」4.8％となった。

増加とするところは合わせて55.8％、うち５％以上増
加とするところは合わせて35.1％となっており、一定
の駆け込み需要があったことがうかがえる。一方、「前
年と同じ」36.3％、「前年比減少」8.0％とするところ
は合わせて44.3％であった。
業種別では５％以上増加とするところが、製造業では
29.6％、非製造業では38.3％と非製造業で多かった。

駆け込み需要の反動減の影響があると考えられる
４～６月期の売上については、前年同期比「０～５％減
少」とするところが18.2％、同「５～10％減少」16.2％、
同「10～20％減少」8.9％、同「20％以上減少」4.1％
となった。減少とするところは合わせて47.4％、うち
５％以上減少とするところは合わせて29.2％となって
いる。一方、「前年と同じ」35.0％、「前年比増加」
17.5％を合わせると52.5％と半数以上の企業で「減 対象企業数1,010社。回答企業数317社。

回答率31.4%。2014年10月中旬実施。

埼玉県内企業における消費増  税の影響について

●売上・利益に影響を与えると懸念されること
　（複数回答）

原材料高
運送費、燃料費など諸経費高
価格競争の激化
人手不足
人件費の上昇
増税による実質所得減による消費減
価格上昇による消費減
天候不順
その他

61.2
51.3
36.5
35.3
34.9
21.5
17.3
8.0
2.2

全産業
80.7
61.3
45.4
21.8
25.2
16.8
9.2
4.2
4.2

製造業
49.2
45.1
31.1
43.5
40.9
24.4
22.3
10.4
1.0

非製造業
単位：％

●７～９月期の売上（消費増税による影響） 

消費増税後の反動減はなかった
反動減はあったが７～９月期には収束した
７～９月期も反動減が続いている
その他

52.9
18.3
26.0
2.9

全産業
48.7
16.8
30.3
4.2

製造業
55.4
19.2
23.3
2.1

非製造業
単位：％

●消費税率を予定通り引き上げるべきか

無回答
65.6%

上げるべき
13.6%

上げるべきでない
20.8%

●消費増税後の価格設定
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(1)夫婦共働き世帯の増加
未就学児を有する夫婦共働き世帯（夫婦と子供

からなる核家族世帯のうち夫・妻ともに就業者の世
帯）の推移をみると、2000～2010年の10年間で
21,325世帯増加している。バブル崩壊以降の長期
不況に伴い世帯所得が減少したことにより、女性就
業者が増加したことが背景にあると考えられる。こ
れにより、県内の全未就学児のうち4人に1人は夫
婦共働き世帯の未就学児となっている。
なお、最近では景気回復に伴う雇用情勢の改善

により就業機会が拡大していることから、夫婦共働
き世帯の増加が続いているものと考えられる。

(2)他都道府県からの転入未就学児の増加
他都道府県からの未就学児の転入超過数をみる

と、2010～2013年の4年間の合計は6,904人（多
い順に全国第1位）であり、首都圏で突出した数値
となっている。第2位の福岡県は2,987人であるこ
とから、埼玉県の数値が全国的にも大きいことがわ
かる。この中には、夫婦共働き世帯の未就学児など
認可保育所の入所希望児童が相当数いるものと考
えられる。

業では「人手不足」、「人件費の上昇」が製造業より
多いのが目立っている。

来年の消費税率引き上げについて
来年10月に消費税率を10％へ引き上げるかどうか

についてたずねたところ、「上げるべき」が13.6％、
「上げるべきでない」が20.8％、無回答が65.6％と
なった（調査時点：10月中旬）。
無回答が６割以上を占めており、調査時点での判断

が難しいことがうかがえるが、「上げるべきでない」が
「上げるべき」を上回っており、どちらかというと、来年
度の消費税率引き上げは行うべきでないとするところ
が多かった。 （吉嶺暢嗣）

少」がみられなかったとしている。これからすると、反
動減はあったものの、駆け込み需要に比べ影響があっ
たところは若干ながら少なくなっている。
業種別では５％以上減少とするところが、製造業で

は30.5％、非製造業では28.6％と若干ながら製造業
で多かった。

７～９月期の売上について
７～９月期の売上について消費増税による反動減の
影響をたずねたところ、「消費増税後の反動減はな
かった」とするところが52.9％、「反動減はあったが７
～９月期には収束した」18.3％、「７～９月期も反動減
が続いている」26.0％となった。
反動減がなかったとするところが過半を占めている

ものの、反動減があったとするところでは多くの企業
が７～９月期も続いているとしている。

業種別にみると、「７～９月期も反動減が続いてい
る」とするところは、製造業で30.3％、非製造業で
23.3％と、製造業で多くなっている。
また、現状および先行きの売上・利益に影響を与え
ると懸念されることとしては（複数回答）、「原材料高」
が最も多く61.2％、次いで「運送費、燃料費など諸経
費高」51.3％、「価格競争の激化」36.5％、「人手不
足」35.3％、「人件費の上昇」34.9％などとなった。原
材料高や運送費、燃料費など諸経費上昇などコスト
アップによる収益などへの影響を懸念している。
業種別では、製造業で「原材料高」、「運送費、燃料
費など諸経費高」が非製造業に比べて多く、非製造

2013年6月、「日本再興戦略」において、女性が
働きやすい環境を整え、社会に活力を取り戻すこと
が、成長への道筋として示された。そのための取組
の1つが、女性の活躍・社会進出の妨げとなってい
る保育所入所待機児童の解消である。確かに待機
児童は、働く意欲のある女性が希望どおりに働けて
いないことを示す社会的シグナルと捉えることがで
きるため、早急な解消が求められる。
埼玉県内でも待機児童解消に向けた取組が進め

られているが、2014年4月1日時点の待機児童数
は5年ぶりの増加に転じることとなった。そこで本稿
では、県経済の活性化に向けた待機児童解消の取
組について考察する。

厚生労働省によると、待機児童とは「『認可保育
所に入所申込をしたが、入所できない児童』から『一
定条件に該当する児童』を除いたもの」とされてい
る。一定条件に該当する児童とは、国や地方自治体
から補助金が交付されている認可外保育施設（補
助金交付施設）の入所児童や保護者がやむを得ず
育児休業を延長した児童などとされており、公表さ
れている待機児童数は認可保育所に入所できない
児童数そのものではないことに注意を要する。

愛媛県・宮崎県）あり、地域における格差が大きい。

2001～2014年度の13年間における県内の待
機児童数と認可保育所定員の推移をみると、2014
年度の待機児童数は2001年度比380人減少し、
認可保育所定員は29,018人増加している。2014
年4月１日時点において補助金交付施設の入所児
童数（待機児童から除かれる児童）も2,500人程度
いることから、認可保育所における大幅な定員増加
と補助金交付施設における児童受入により待機児
童数が減少していることがわかる。
しかし、認可保育所定員の増加数に比して待機
児童の減少数は少ない。2014年度は、前年度の待
機児童の3倍以上の認可保育所定員の増加となっ
ているにもかかわらず、待機児童数が増加に転じて
おり、認可保育所定員の増加数を上回って認可保
育所の入所を希望する児童が増加していることが
うかがえる。

認可保育所の入所希望児童が増加する要因は、
(1)夫婦共働き世帯の増加、(2)他都道府県からの
転入未就学児の増加、(3)潜在的待機児童による
入所申込の増加の3点と考えられる。

(3)潜在的待機児童による入所申込の増加
補助金交付施設の入所児童や保護者がやむを
得ず育児休業を延長した児童は、待機児童数から
除かれている。また、はじめから入所をあきらめ申込
をしていない児童も、待機児童数には含まれていな
い。これらは本来、認可保育所の入所を希望する潜
在的待機児童と捉えることができ、認可保育所定
員の増加が潜在的待機児童の入所申込を呼び起
こすことで、認可保育所の入所希望児童が増加し
ているものと考えられる。

待機児童解消に向けた取組の柱は保育施設の
整備であり、県内自治体では、公立認可保育所に加
え、私立認可保育所や補助金交付施設の整備を推
進している。埼玉県では、各種支援を通じて民間事
業者による保育施設の整備を促進しており、主な支
援策として(1)私立認可保育所に対する補助、(2)
事業所内保育施設に対する補助、(3)マンション内
保育施設に対する補助の3つがある。
(1)私立認可保育所に対する補助
県では認可保育所の新設や施設改修に取り組む

民間事業者に対する施設工事費を補助している。
また、県内の待機児童は都心近く（さいたま市、川越
市、川口市など）に多いことから、土地の新規取得
が困難な状況にかんがみ、土地や建物の賃借によ
り保育所を開設する場合の賃借料に対する補助も

(3)マンション内保育施設に対する補助
マンション内保育施設は、入居児童を預かるため

に民間事業者が設置する保育施設で、家から近く
利便性が高い。転入未就学児の受け皿としても期
待されるため、設置費や運営費の補助を通じてマン
ション新築時における保育施設の設置を促進して
いる。

県内の待機児童解消には、保育施設の整備をさ
らに加速させることが求められる。今後も当面は認
可保育所の入所希望児童の増加が続くものと考え
られるため、整備が加速化されない場合は待機児
童の増加を招きかねない。近い将来、埼玉県も人口
減少を迎えることが予測される中で、待機児童の増
加は、女性の就業者数の減少やキャリア中断の不
安に伴う出生児数の減少（少子化の進行）を通じて、
経済基盤を弱体化させるおそれがある。
最近では、保育施設運営に意欲を示す企業が増

待機児童の把握にあたり、わが国の保育施設を
みてみると、(1)認可保育所、(2)認可外保育施設
の大きく2つに分けて捉えることができる。
(1)認可保育所
国の設置基準を満たす保育施設のことで、公立

と私立がある。公立は区市町村、私立は都道府県
知事（政令指定都市及び中核市に設置する場合は
市長）の認可を受けて民間事業者※が設置する施
設で、整備費や運営費に補助金が交付されている。

(2)認可外保育施設
国の設置基準に満たない保育施設のことで、民
間事業者により設置される。認可保育所に近い運
営がなされている保育施設には国や地方自治体か
ら整備費や運営費に補助金が交付されており、補
助金交付の有無により補助金交付施設と補助金不
交付施設に分けられる。

厚生労働省の保育所入所待機児童数調査によ
ると、2014年度（同年4月1日時点）の待機児童数
は、全国21,371人、埼玉県905人（多い順に全国
第7位）となっている。待機児童は都市部に多く、首
都圏（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県）、近畿圏
(京都府・大阪府・兵庫県）の7都府県で全体の
63.6％を占める。一方で、待機児童が解消されてい
る自治体も12県（青森県・山形県・群馬県・富山県・
石川県・福井県・山梨県・長野県・鳥取県・香川県・

実施している。不動産賃借方式は、初期投資にかか
る事業者の経済的負担の軽減だけでなく、迅速な
保育所整備が図れる（事業者が土地取得から始め
る場合と比較して短い期間で保育所を開設できる）
ものとして期待されている。補助率はいずれも3/4
であるが、さいたま市や川越市のように自治体独自
の補助率加算が実施されることもある。

(2)事業所内保育施設に対する補助
事業所内保育施設（企業内保育所）は、従業員の
児童を預かるために企業が設置する施設で、1企業
による単独設置と複数企業による共同設置がある。
保育施設探しの負担軽減や人材の確保など従業
員・企業双方にメリットがある一方で、設置費や運営
費の確保が課題であるため、県では、当該費用の補
助を通じて事業所内保育施設の整備を支援してい
る。さいたま市では、待機児童減少を促進するため、
地域児童を受け入れることを要件として設置費や
運営費の独自補助を実施している。

えており、企業をはじめとする民間事業者の参入が
活発な自治体ほど待機児童が減少していると見受
けられる。民間事業者の参入をいかに促進できるか
が保育施設の整備を加速化させるカギを握ってい
ると言えるため、埼玉県及び県内自治体では、民間
事業者に対する相談・情報提供の充実や参入負担
の軽減に取り組む必要があると考えられる。
民間事業者に対する相談・情報提供の充実とし

て、活用可能な不動産、支援制度、保育人材など保
育施設運営にかかる総合的な情報提供を実施し、
意欲ある民間事業者の参入を具現化するコーディ
ネーターとしての機能強化を図ることが求められる。
参入負担の軽減として、企業による私立認可保
育所開設に対する補助の拡大や不動産賃借方式
における賃借料等の減額（公有地は賃借料減額、
民有地は固定資産税減免）など、民間事業者の経
済的負担の軽減が求められる。また、保育施設に対
する建物容積率の緩和、複合施設内に設置する保
育施設に対する設備基準の緩和（同一建物内の他
の施設を共用できる場合には、当該施設を考慮して
基準の該当性を判断する）など、独自の規制緩和策
も望まれる。こうした取組は、保育施設の迅速な整
備や定員拡大を通じて待機児童解消につながるも
のと考えられる。

待機児童の解消は、女性の就業者数の増加や
キャリア中断の不安解消による少子化の抑制を通
じて、県経済の活性化に貢献するものと考えられる。
また、働く意欲のある女性の就業継続は、女性なら
ではの多様な価値観を反映した新たなサービスや
製品の生産を通じて、消費の増大や企業競争力の
向上をもたらすことも期待される。
今後、県内の待機児童が解消されることで、県経
済が活性化することを期待したい。 （高松大志）

本年４月に消費税率の引き上げが実施された。これ
に伴う価格設定や駆け込み需要、反動減などの影響
について県内企業にアンケート調査を実施した。

消費増税後の価格設定について
消費税率の引き上げ実施に伴う価格設定について

たずねたところ、「一律３％引き上げた」とする企業が
74.5％で最も多く、次いで「一律３％ではないが引き
上げた」15.6％、「すべて据え置いた」5.7％、「３％以
上引き上げたものもあり、商品によりメリハリをつけ
た」4.1％となった。
業種別にみても、「一律３％引き上げた」とする企業

が製造業で76.5％、非製造業で73.3％となっており
業種別で大きな差はみられない。今回の消費増税に
あたっては、約３／４と多くの企業で増税分をそのまま
価格に反映させている。

消費増税による駆け込み需要、
反動減
消費増税について、引き上げ前の駆け込み需要と

それに伴う反動減についてたずねた。
駆け込み需要の影響があると考えられる１～３月期

の売上については、前年同期比「０～５％増加」とする
ところが20.7％、同「５～10％増加」22.0％、同「10～
20％増加」8.3％、同「20％以上増加」4.8％となった。

増加とするところは合わせて55.8％、うち５％以上増
加とするところは合わせて35.1％となっており、一定
の駆け込み需要があったことがうかがえる。一方、「前
年と同じ」36.3％、「前年比減少」8.0％とするところ
は合わせて44.3％であった。
業種別では５％以上増加とするところが、製造業では
29.6％、非製造業では38.3％と非製造業で多かった。

駆け込み需要の反動減の影響があると考えられる
４～６月期の売上については、前年同期比「０～５％減
少」とするところが18.2％、同「５～10％減少」16.2％、
同「10～20％減少」8.9％、同「20％以上減少」4.1％
となった。減少とするところは合わせて47.4％、うち
５％以上減少とするところは合わせて29.2％となって
いる。一方、「前年と同じ」35.0％、「前年比増加」
17.5％を合わせると52.5％と半数以上の企業で「減 対象企業数1,010社。回答企業数317社。

回答率31.4%。2014年10月中旬実施。

埼玉県内企業における消費増  税の影響について

●売上・利益に影響を与えると懸念されること
　（複数回答）

原材料高
運送費、燃料費など諸経費高
価格競争の激化
人手不足
人件費の上昇
増税による実質所得減による消費減
価格上昇による消費減
天候不順
その他

61.2
51.3
36.5
35.3
34.9
21.5
17.3
8.0
2.2

全産業
80.7
61.3
45.4
21.8
25.2
16.8
9.2
4.2
4.2

製造業
49.2
45.1
31.1
43.5
40.9
24.4
22.3
10.4
1.0

非製造業
単位：％

●７～９月期の売上（消費増税による影響） 

消費増税後の反動減はなかった
反動減はあったが７～９月期には収束した
７～９月期も反動減が続いている
その他

52.9
18.3
26.0
2.9

全産業
48.7
16.8
30.3
4.2

製造業
55.4
19.2
23.3
2.1

非製造業
単位：％

●消費税率を予定通り引き上げるべきか

無回答
65.6%
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13.6%
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20.8%
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埼玉県経済は、持ち直しているものの、一部に弱さが  みられる。

景気動向指数 足踏みを示している

8月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：87.9（前月比▲4.9ポイント）、一致指数：140.1
（同▲1.0ポイント）、遅行指数：91.5（同＋5.3ポイン
ト）となった。
先行指数は2カ月ぶりの下降となった。
一致指数は3カ月連続で下降した。基調判断とな

る3カ月後方移動平均は、前月比▲3.16ポイントと、
2カ月ぶりに下降した。埼玉県は、景気の基調判断を
前月の「改善を示している」から「足踏みを示してい
る」に下方修正した。
遅行指数は8カ月連続の上昇となった。

個人消費 大型小売店販売が増加

９月の大型小売店販売額は838億円、前年比＋
1.5％（既存店）と増加した。業態別では、百貨店（同
＋3.1％）は2カ月連続で増加、スーパー（同＋1.0％）
は5カ月連続で増加した。新設店を含む全店ベース
の販売額も同＋2.1％と増加した。
10月の新車販売台数（乗用車）は11,373台、前
年比▲11.2％と3カ月連続で減少した。車種別では
普通乗用車が5,760台（同▲3.9％）、小型乗用車
は5,613台（同▲17.6％）だった。

住 宅 前年を下回る動き続く

９月の新設住宅着工戸数は4,449戸、前年比▲
10.7％と10カ月連続して、前年を下回った。消費増
税に伴う駆け込み需要の反動減が続いている。
利用関係別では、持家が1,308戸（前年比▲
27.9％）、貸家が1,675戸（同▲0.1％）、分譲住宅
が1,465戸（同▲1.3％）と減少した。
分譲住宅は、マンションが382戸（同＋19.0％）と
増加し、戸建が1,068戸（同▲7.9％）と減少した。
雇用・所得環境が改善されているものの、消費増
税の反動減から、弱含みの動きが続くと見込まれる。

公共工事 強含み

10月の公共工事請負金額は455億円（前年比＋
8.6％）と２カ月連続して前年を上回った。４～10月累
計では同＋7.1％と、前年を上回った動きが続いてお
り、強含みで推移している。
発注者別では、国（前年比▲4.3％）が減少したも

のの、独立行政法人等（同＋38.3％)、埼玉県（同＋
14.2％）、市町村（同＋11.1％）が増加した。
公共工事は、建設資材の値上がりや人手不足が
懸念されるものの、2014年度予算が前倒しで執行
されていることなどから、当面、底堅く推移すること
が見込まれる。

生 産 弱含み

８月の鉱工業指数をみると、生産指数は89.7（前
月比▲4.8％）と減少し、消費増税に伴う反動減の
影響もあり、総じて弱含みで推移している。
業種別では、食料品、生産用機械、電子部品・デ

バイスなどが増加したものの、化学、輸送機械、情報
通信機械などが減少した。
在庫指数は前月比＋8.1％の154.8となった。業
種別では、電気機械、家具、はん用機械などが減少
し、輸送機械、鉄鋼、金属製品などが増加した。

雇 用 有効求人倍率は0.75倍

９月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.01ポイント上昇して0.75倍となった。　
有効求職者数が94,210人（前年比▲9.7％）と、
52カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
71,032人（同＋5.7％）と、15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
0.07ポイント上昇の1.19倍となっている。
９月の有効求人倍率は0.75倍と、２カ月振りに前
月の水準を上回った。県内の雇用情勢は、持ち直し
の動きを続けているものの、依然として厳しい状況
にある。
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景気動向指数 足踏みを示している

8月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：87.9（前月比▲4.9ポイント）、一致指数：140.1
（同▲1.0ポイント）、遅行指数：91.5（同＋5.3ポイン
ト）となった。
先行指数は2カ月ぶりの下降となった。
一致指数は3カ月連続で下降した。基調判断とな

る3カ月後方移動平均は、前月比▲3.16ポイントと、
2カ月ぶりに下降した。埼玉県は、景気の基調判断を
前月の「改善を示している」から「足踏みを示してい
る」に下方修正した。
遅行指数は8カ月連続の上昇となった。

個人消費 大型小売店販売が増加

９月の大型小売店販売額は838億円、前年比＋
1.5％（既存店）と増加した。業態別では、百貨店（同
＋3.1％）は2カ月連続で増加、スーパー（同＋1.0％）
は5カ月連続で増加した。新設店を含む全店ベース
の販売額も同＋2.1％と増加した。
10月の新車販売台数（乗用車）は11,373台、前
年比▲11.2％と3カ月連続で減少した。車種別では
普通乗用車が5,760台（同▲3.9％）、小型乗用車
は5,613台（同▲17.6％）だった。

住 宅 前年を下回る動き続く

９月の新設住宅着工戸数は4,449戸、前年比▲
10.7％と10カ月連続して、前年を下回った。消費増
税に伴う駆け込み需要の反動減が続いている。
利用関係別では、持家が1,308戸（前年比▲
27.9％）、貸家が1,675戸（同▲0.1％）、分譲住宅
が1,465戸（同▲1.3％）と減少した。
分譲住宅は、マンションが382戸（同＋19.0％）と
増加し、戸建が1,068戸（同▲7.9％）と減少した。
雇用・所得環境が改善されているものの、消費増
税の反動減から、弱含みの動きが続くと見込まれる。

公共工事 強含み

10月の公共工事請負金額は455億円（前年比＋
8.6％）と２カ月連続して前年を上回った。４～10月累
計では同＋7.1％と、前年を上回った動きが続いてお
り、強含みで推移している。
発注者別では、国（前年比▲4.3％）が減少したも

のの、独立行政法人等（同＋38.3％)、埼玉県（同＋
14.2％）、市町村（同＋11.1％）が増加した。
公共工事は、建設資材の値上がりや人手不足が
懸念されるものの、2014年度予算が前倒しで執行
されていることなどから、当面、底堅く推移すること
が見込まれる。

生 産 弱含み

８月の鉱工業指数をみると、生産指数は89.7（前
月比▲4.8％）と減少し、消費増税に伴う反動減の
影響もあり、総じて弱含みで推移している。
業種別では、食料品、生産用機械、電子部品・デ

バイスなどが増加したものの、化学、輸送機械、情報
通信機械などが減少した。
在庫指数は前月比＋8.1％の154.8となった。業
種別では、電気機械、家具、はん用機械などが減少
し、輸送機械、鉄鋼、金属製品などが増加した。

雇 用 有効求人倍率は0.75倍

９月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.01ポイント上昇して0.75倍となった。　
有効求職者数が94,210人（前年比▲9.7％）と、
52カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
71,032人（同＋5.7％）と、15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
0.07ポイント上昇の1.19倍となっている。
９月の有効求人倍率は0.75倍と、２カ月振りに前
月の水準を上回った。県内の雇用情勢は、持ち直し
の動きを続けているものの、依然として厳しい状況
にある。
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新設住宅着工戸数の推移
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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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2010年

2011年

2012年

2013年

13年  8月

9月

10月

11月

12月

14年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

資料出所

161,858

129,169

165,110

158,230

10,683

15,818

12,810

13,278

12,451

14,997

16,219

21,600

8,848

9,954

12,533

13,476

10,036

14,893

11,373

10.4

▲ 20.2

27.8

▲ 4.2

▲ 3.7

15.5

17.9

13.6

20.5

24.7

8.0

12.5

▲ 8.3

▲ 8.2

▲ 3.7

0.3

▲ 6.1

▲ 5.8

▲ 11.2

2,927,602

2,386,036

3,014,651

2,872,111

188,867

284,109

232,922

242,497

223,179

264,278

300,007

417,136

165,486

178,653

229,037

250,689

177,749

268,435

206,683

10.9

▲ 18.5

26.3

▲ 4.7

▲ 7.9

12.7

18.6

13.4

19.8

28.0

14.7

12.8

▲ 11.8

▲ 6.9

▲ 1.8

0.3

▲ 5.9

▲ 5.5

▲ 11.3

573

563

543

483

40

32

39

42

37

48

33

39

30

32

30

39

34

41

28

111,207

70,551

69,848

74,225

13,051

4,106

3,757

4,792

4,942

4,301

6,343

6,418

2,471

7,235

1,771

2,226

8,059

6,395

3,199

13,321

12,734

12,124

10,855

819

820

959

862

750

864

782

814

914

834

865

882

727

827

800

7,160,773

3,592,920

3,834,563

2,782,347

166,259

190,202

155,345

137,884

134,377

315,149

116,195

116,997

141,087

172,641

192,037

129,492

135,764

136,799

124,113

100.0

99.9

100.3

100.8

101.2

101.3

101.5

101.7

101.6

101.6

101.7

101.7

103.8

104.2

104.3

104.4

104.7

104.7

▲ 1.0

▲ 0.1

0.4

0.6

1.3

1.2

1.2

1.7

1.5

1.4

1.8

1.7

3.4

3.7

3.8

3.5

3.4

3.3

100.0

99.7

99.7

100.0

100.3

100.6

100.7

100.8

100.9

100.7

100.7

101.0

103.1

103.5

103.4

103.4

103.6

103.9

▲ 0.7

▲ 0.3

0.0

0.4

0.9

1.1

1.1

1.5

1.6

1.4

1.5

1.6

3.4

3.7

3.6

3.4

3.3

3.2

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

埼玉県 総務省

全国

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

2010年

2011年

2012年

2013年

13年  8月

9月

10月

11月

12月

14年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

資料出所

100.0

98.5

96.3

93.1

92.2

91.1

98.8

97.5

98.7

106.5

96.2

99.2

96.2

98.4

93.5

94.2

89.7

11.4

▲ 1.5

▲ 2.2

▲ 3.3

1.0

▲ 1.2

8.5

▲ 1.3

1.2

7.9

▲ 9.7

3.1

▲ 3.0

2.3

▲ 5.0

0.7

▲ 4.8

100.0

97.2

97.8

97.0

97.1

98.6

99.2

99.5

100.0

103.9

101.5

102.2

99.3

100.0

96.6

97.0

95.2

98.0

15.6

▲ 2.8

0.6

▲ 0.8

▲ 0.5

1.5

0.6

0.3

0.5

3.9

▲ 2.3

0.7

▲ 2.8

0.7

▲ 3.4

0.4

▲ 1.9

2.9

118.1

100.8

143.0

112.2

105.1

105.2

107.3

106.5

103.1

107.1

120.6

115.1

113.1

121.3

135.3

143.2

154.8

22.6

▲ 14.6

41.9

▲ 21.5

▲ 1.5

0.1

2.0

▲ 0.7

▲ 3.2

3.9

12.6

▲ 4.6

▲ 1.7

7.3

11.5

5.8

8.1

102.9

105.0

110.5

105.7

107.6

107.5

107.2

105.7

105.5

105.1

104.2

105.7

105.2

108.4

110.6

111.6

112.6

111.8

2.4

2.0

5.2

▲ 4.3

▲ 0.7

▲ 0.1

▲ 0.3

▲ 1.4

▲ 0.2

▲ 0.4

▲ 0.9

1.4

▲ 0.5

3.0

2.0

0.9

0.9

▲ 0.7

2,042

2,166

2,705

3,378

140

260

194

532

251

438

317

326

182

248

303

187

261

142

18.6

6.1

24.9

24.9

▲ 8.8

7.7

46.2

79.8

74.3

66.8

34.6

▲ 27.3

▲ 37.6

▲ 4.9

33.8

▲ 32.1

86.7

▲ 45.1

44,521

47,254

50,184

55,947

4,612

5,162

4,818

4,579

4,491

4,657

4,169

4,399

4,836

4,077

5,065

4,732

4,521

4,109

3.7

6.1

6.2

11.5

3.7

9.8

6.0

11.5

▲ 1.1

19.7

▲ 3.6

▲ 6.4

▲ 4.2

▲ 11.6

4.4

▲ 2.5

▲ 2.0

▲ 20.4

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

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

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2010年

2011年

2012年

2013年

13年  8月

9月

10月

11月

12月

14年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

資料出所

55,368

57,767

59,605

63,024

4,790

4,982

5,672

6,208

5,792

4,990

5,114

4,232

4,708

4,089

4,883

4,745

4,382

4,449

2.2

4.3

3.2

5.7

▲ 21.1

▲ 8.2

1.5

43.6

▲ 0.6

▲ 1.6

▲ 6.8

▲ 4.4

▲ 4.3

▲ 10.4

▲ 9.6

▲ 16.8

▲ 8.5

▲ 10.7

813,126

834,117

882,797

980,025

84,343

88,539

90,226

91,475

89,578

77,843

69,689

69,411

75,286

67,791

75,757

72,880

73,771

75,882

3.1

2.6

5.8

11.0

8.8

19.4

7.1

14.1

18.0

12.3

1.0

▲ 2.9

▲ 3.3

▲ 15.0

▲ 9.5

▲ 14.1

▲ 12.5

▲ 14.3

14.1

13.1

13.8

14.5

15.1

14.6

15.2

15.2

15.6

13.8

15.8

16.3

16.7

14.3

14.6

14.7

14.1

26.8

▲ 6.8

5.7

5.2

12.7

8.2

16.9

9.4

16.4

10.4

18.0

15.6

10.6

2.1

0.0

0.0

▲ 6.7

15.4

15.4

15.8

16.4

16.4

17.1

17.5

17.9

17.9

16.5

17.9

18.6

18.0

16.6

17.0

17.4

16.5

17.3

33.0

0.8

0.2

3.8

7.2

10.3

13.0

15.5

13.3

17.0

14.0

14.8

10.4

9.2

4.9

4.1

0.6

1.2

100.0

102.3

102.5

102.5

102.7

102.9

102.8

102.7

102.6

102.4

101.8

101.4

103.0

102.9

103.1

102.9

102.7

▲ 0.7

2.3

0.2

0.0

0.1

0.2

2.0

▲ 0.1

▲ 0.2

▲ 0.1

0.0

0.2

0.6

0.6

0.5

▲ 0.1

0.0

100.0

100.0

99.7

99.5

99.8

99.7

99.7

99.8

99.8

99.3

99.0

98.5

100.1

100.3

100.5

100.5

100.3

100.1

▲ 0.3

0.0

▲ 0.3

▲ 0.2

0.0

0.0

0.1

0.3

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

0.3

0.4

0.5

0.5

0.4

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

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

埼玉県

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模３０人以上

2010年

2011年

2012年

2013年

13年  8月

9月

10月

11月

12月

14年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

資料出所

0.41

0.51

0.57

0.62

0.64

0.64

0.65

0.66

0.69

0.68

0.68

0.70

0.72

0.74

0.74

0.76

0.74

0.75

0.52

0.65

0.80

0.93

0.95

0.96

0.98

1.01

1.03

1.04

1.05

1.07

1.08

1.09

1.10

1.10

1.10

1.09

19,633

22,517

23,604

23,721

24,190

23,291

26,504

23,620

20,313

27,064

25,574

24,294

25,740

23,638

22,983

26,289

22,575

26,466

5.9

14.7

4.8

0.5

1.7

3.2

3.2

1.3

4.1

4.2

0.9

6.3

13.2

3.7

4.4

5.1

▲ 6.7

13.6

571

655

737

794

783

807

907

793

697

919

867

836

860

806

804

864

779

858

9.3

14.7

12.5

7.8

4.3

9.2

10.8

6.9

10.9

12.9

7.1

5.4

10.0

4.0

8.1

4.5

▲ 0.6

6.3

10,440

10,459

10,428

10,575

843

821

850

905

1,120

888

774

1,041

789

876

881

906

876

838

▲ 2.3

▲ 1.8

▲ 2.0

▲ 2.6

▲ 1.8

▲ 0.7

▲ 1.7

▲ 0.6

▲ 1.5

0.2

▲ 0.1

14.3

▲ 5.4

0.4

▲ 0.8

0.0

3.1

1.5

195,791

195,933

195,916

197,774

15,823

15,059

15,911

16,963

21,399

17,117

14,690

19,562

14,677

15,924

16,317

17,174

16,263

15,313

▲ 2.6

▲ 1.8

▲ 0.8

▲ 0.4

▲ 0.1

0.7

▲ 0.1

0.6

0.2

▲0.0

1.3

16.1

▲ 6.7

▲ 1.2

▲ 1.8

▲ 0.6

1.6

0.5

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 大型小売店販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 関東経済産業局 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●大型小売店販売額の前年比は既存店ベース
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2010年
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2013年

13年  8月

9月

10月

11月

12月

14年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

資料出所

161,858

129,169

165,110

158,230

10,683

15,818

12,810

13,278

12,451

14,997

16,219

21,600

8,848

9,954

12,533

13,476

10,036

14,893

11,373

10.4

▲ 20.2

27.8

▲ 4.2

▲ 3.7

15.5

17.9

13.6

20.5

24.7

8.0

12.5

▲ 8.3

▲ 8.2

▲ 3.7

0.3

▲ 6.1

▲ 5.8

▲ 11.2

2,927,602

2,386,036

3,014,651

2,872,111

188,867

284,109

232,922

242,497

223,179

264,278

300,007

417,136

165,486

178,653

229,037

250,689

177,749

268,435

206,683

10.9

▲ 18.5

26.3

▲ 4.7

▲ 7.9

12.7

18.6

13.4

19.8

28.0

14.7

12.8

▲ 11.8

▲ 6.9

▲ 1.8

0.3

▲ 5.9

▲ 5.5

▲ 11.3

573

563

543

483

40

32

39

42

37

48

33

39

30

32

30

39

34

41

28

111,207

70,551

69,848

74,225

13,051

4,106

3,757

4,792

4,942

4,301

6,343

6,418

2,471

7,235

1,771

2,226

8,059

6,395

3,199

13,321

12,734

12,124

10,855

819

820

959

862

750

864

782

814

914

834

865

882

727

827

800

7,160,773

3,592,920

3,834,563

2,782,347

166,259

190,202

155,345

137,884

134,377

315,149

116,195

116,997

141,087

172,641

192,037

129,492

135,764

136,799

124,113

100.0

99.9

100.3

100.8

101.2

101.3

101.5

101.7

101.6

101.6

101.7

101.7

103.8

104.2

104.3

104.4

104.7

104.7

▲ 1.0

▲ 0.1

0.4

0.6

1.3

1.2

1.2

1.7

1.5

1.4

1.8

1.7

3.4

3.7

3.8

3.5

3.4

3.3

100.0

99.7

99.7

100.0

100.3

100.6

100.7

100.8

100.9

100.7

100.7

101.0

103.1

103.5

103.4

103.4

103.6

103.9

▲ 0.7

▲ 0.3

0.0

0.4

0.9

1.1

1.1

1.5

1.6

1.4

1.5

1.6

3.4

3.7

3.6

3.4

3.3

3.2

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

埼玉県 総務省

全国

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

2010年

2011年

2012年

2013年

13年  8月

9月

10月

11月

12月

14年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

資料出所

100.0

98.5

96.3

93.1

92.2

91.1

98.8

97.5

98.7

106.5

96.2

99.2

96.2

98.4

93.5

94.2

89.7

11.4

▲ 1.5

▲ 2.2

▲ 3.3

1.0

▲ 1.2

8.5

▲ 1.3

1.2

7.9

▲ 9.7

3.1

▲ 3.0

2.3

▲ 5.0

0.7

▲ 4.8

100.0

97.2

97.8

97.0

97.1

98.6

99.2

99.5

100.0

103.9

101.5

102.2

99.3

100.0

96.6

97.0

95.2

98.0

15.6

▲ 2.8

0.6

▲ 0.8

▲ 0.5

1.5

0.6

0.3

0.5

3.9

▲ 2.3

0.7

▲ 2.8

0.7

▲ 3.4

0.4

▲ 1.9

2.9

118.1

100.8

143.0

112.2

105.1

105.2

107.3

106.5

103.1

107.1

120.6

115.1

113.1

121.3

135.3

143.2

154.8

22.6

▲ 14.6

41.9

▲ 21.5

▲ 1.5

0.1

2.0

▲ 0.7

▲ 3.2

3.9

12.6

▲ 4.6

▲ 1.7

7.3

11.5

5.8

8.1

102.9

105.0

110.5

105.7

107.6

107.5

107.2

105.7

105.5

105.1

104.2

105.7

105.2

108.4

110.6

111.6

112.6

111.8

2.4

2.0

5.2

▲ 4.3

▲ 0.7

▲ 0.1

▲ 0.3

▲ 1.4

▲ 0.2

▲ 0.4

▲ 0.9

1.4

▲ 0.5

3.0

2.0

0.9

0.9

▲ 0.7

2,042

2,166

2,705

3,378

140

260

194

532

251

438

317

326

182

248

303

187

261

142

18.6

6.1

24.9

24.9

▲ 8.8

7.7

46.2

79.8

74.3

66.8

34.6

▲ 27.3

▲ 37.6

▲ 4.9

33.8

▲ 32.1

86.7

▲ 45.1

44,521

47,254

50,184

55,947

4,612

5,162

4,818

4,579

4,491

4,657

4,169

4,399

4,836

4,077

5,065

4,732

4,521

4,109

3.7

6.1

6.2

11.5

3.7

9.8

6.0

11.5

▲ 1.1

19.7

▲ 3.6

▲ 6.4

▲ 4.2

▲ 11.6

4.4

▲ 2.5

▲ 2.0

▲ 20.4

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

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

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

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2010年

2011年

2012年

2013年

13年  8月

9月

10月

11月

12月

14年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

資料出所

55,368

57,767

59,605

63,024

4,790

4,982

5,672

6,208

5,792

4,990

5,114

4,232

4,708

4,089

4,883

4,745

4,382

4,449

2.2

4.3

3.2

5.7

▲ 21.1

▲ 8.2

1.5

43.6

▲ 0.6

▲ 1.6

▲ 6.8

▲ 4.4

▲ 4.3

▲ 10.4

▲ 9.6

▲ 16.8

▲ 8.5

▲ 10.7

813,126

834,117

882,797

980,025

84,343

88,539

90,226

91,475

89,578

77,843

69,689

69,411

75,286

67,791

75,757

72,880

73,771

75,882

3.1

2.6

5.8

11.0

8.8

19.4

7.1

14.1

18.0

12.3

1.0

▲ 2.9

▲ 3.3

▲ 15.0

▲ 9.5

▲ 14.1

▲ 12.5

▲ 14.3

14.1

13.1

13.8

14.5

15.1

14.6

15.2

15.2

15.6

13.8

15.8

16.3

16.7

14.3

14.6

14.7

14.1

26.8

▲ 6.8

5.7

5.2

12.7

8.2

16.9

9.4

16.4

10.4

18.0

15.6

10.6

2.1

0.0

0.0

▲ 6.7

15.4

15.4

15.8

16.4

16.4

17.1

17.5

17.9

17.9

16.5

17.9

18.6

18.0

16.6

17.0

17.4

16.5

17.3

33.0

0.8

0.2

3.8

7.2

10.3

13.0

15.5

13.3

17.0

14.0

14.8

10.4

9.2

4.9

4.1

0.6

1.2

100.0

102.3

102.5

102.5

102.7

102.9

102.8

102.7

102.6

102.4

101.8

101.4

103.0

102.9

103.1

102.9

102.7

▲ 0.7

2.3

0.2

0.0

0.1

0.2

2.0

▲ 0.1

▲ 0.2

▲ 0.1

0.0

0.2

0.6

0.6

0.5

▲ 0.1

0.0

100.0

100.0

99.7

99.5

99.8

99.7

99.7

99.8

99.8

99.3

99.0

98.5

100.1

100.3

100.5

100.5

100.3

100.1

▲ 0.3

0.0

▲ 0.3

▲ 0.2

0.0

0.0

0.1

0.3

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

0.3

0.4

0.5

0.5

0.4

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

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

埼玉県

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模３０人以上

2010年

2011年

2012年

2013年

13年  8月

9月

10月

11月

12月

14年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

資料出所

0.41

0.51

0.57

0.62

0.64

0.64

0.65

0.66

0.69

0.68

0.68

0.70

0.72

0.74

0.74

0.76

0.74

0.75

0.52

0.65

0.80

0.93

0.95

0.96

0.98

1.01

1.03

1.04

1.05

1.07

1.08

1.09

1.10

1.10

1.10

1.09

19,633

22,517

23,604

23,721

24,190

23,291

26,504

23,620

20,313

27,064

25,574

24,294

25,740

23,638

22,983

26,289

22,575

26,466

5.9

14.7

4.8

0.5

1.7

3.2

3.2

1.3

4.1

4.2

0.9

6.3

13.2

3.7

4.4

5.1

▲ 6.7

13.6

571

655

737

794

783

807

907

793

697

919

867

836

860

806

804

864

779

858

9.3

14.7

12.5

7.8

4.3

9.2

10.8

6.9

10.9

12.9

7.1

5.4

10.0

4.0

8.1

4.5

▲ 0.6

6.3

10,440

10,459

10,428

10,575

843

821

850

905

1,120

888

774

1,041

789

876

881

906

876

838

▲ 2.3

▲ 1.8

▲ 2.0

▲ 2.6

▲ 1.8

▲ 0.7

▲ 1.7

▲ 0.6

▲ 1.5

0.2

▲ 0.1

14.3

▲ 5.4

0.4

▲ 0.8

0.0

3.1

1.5

195,791

195,933

195,916

197,774

15,823

15,059

15,911

16,963

21,399

17,117

14,690

19,562

14,677

15,924

16,317

17,174

16,263

15,313

▲ 2.6

▲ 1.8

▲ 0.8

▲ 0.4

▲ 0.1

0.7

▲ 0.1

0.6

0.2

▲0.0

1.3

16.1

▲ 6.7

▲ 1.2

▲ 1.8

▲ 0.6

1.6

0.5

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 大型小売店販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 関東経済産業局 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

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

●大型小売店販売額の前年比は既存店ベース
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「やしお駅前公園」のイメージ

さいたま市

三郷市草加市

越谷市 吉川市

る。期間中（３月上旬～下旬）には市内外から、３万
人以上もの人々が「八潮の花桃」を一目見ようと来
園し、イベントとして大いににぎわいをみせている
（表紙写真）。
花桃への取組みをまちづくりに活かす「花桃によ

るまちづくり」を、八潮市と商工会、観光協会とが推
進している。その一環として、平成23年度に中川や
しおフラワーパークが埼玉県の「地域産業資源（文
化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資
源として）」に認定された。
八潮市では、平成25年3月に、「八潮市首都圏桃
源郷づくり構想（『花桃のまち　やしお』を目指し
て）」を策定し、市民との協働による「花桃を活かし
たまちづくり」をさらに推進し、市民が誇れる、魅力あ
るまちづくりを進めている。「花桃」の観光名所は関
東地区では少なく、市はまちのイメージアップや観光
客を呼び込む観光資源として大いに期待している。
これまで、観光資源と呼べるものが少なかった八
潮市にとって花桃のイメージが定着すれば、市の花
として追加指定された「花桃」による観光振興をきっ
かけに、八潮市を多くの人に知ってもらい、市が進め
る「安全・安心で、住みやすさナンバー１（ワン）のま
ちへ」と、大きく変貌していくことが期待されている。

八潮の顔となる「やしお駅前公園」
八潮市は、地域の特徴を活かした魅力あるまちづ

くりを推進している。その一つとして、つくばエクスプ

レス八潮駅南口の「やしお駅前公園」（1.4ｈａ）が挙
げられる。この公園は、商工会の提案を基に、大きい
広場、イベント用のステージ、子ども向けの遊具など
が欲しいという市民の意見を反映させ、日本工業大
学など連携する５大学がデザインし、平成27年4月
の開園を目指し、現在整備が進められている。
駅前公園は、八潮市の顔を特徴付ける空間を創
出するとともに、市民のさまざまな余暇活動の拠点
となるための施設を配置するオープンガーデン（み
んなの庭）を基本コンセプトとしている。
公園には、平坦な八潮市の地形にトイレなどで丘

をデザインし、駅前広場と連続した公園の顔となる
「待ち合わせ広場」、中央部にはステージや芝生が
広がる「イベント広場」、小さい子どもや家族、高齢
者の利用を想定した「遊具広場」などのほか、災害
時には一時的な避難場所として利用できるよう、防
災トイレやかまどベンチ、防災照明が配置される。

安全・安心で、
住みやすさナンバー１（ワン）のまちへ

八潮市長　大山 忍氏

八潮市
市長のメッセージ

八潮こども夢大学
子どもたちが、学習に対する興味や関心を持つた

めには、小学校での学習を基本としたうえで、さらに
応用力・活用力などを培うことが大切である。その実
現のため、大学と連携・協力し、子どもたちの知的好
奇心や学ぶ意欲の向上を図ることや、将来の夢や
希望をはぐくむためのキャリア教育を目的に「八潮こ
ども夢大学」が開校されている。
特色のある授業・研究をしている５大学（聖徳大
学、産業能率大学、東海大学、昭和大学、芝浦工業
大学）に出向き、さまざまな分野の内容を広く学ぶ。
講義に加え、実習などの体験的な学習や大学の施
設見学なども行う。
平成26年度は、応募した市内の小学校６年生33
名と保護者20名が参加し、９月24日の開校式から12
月25日の修了式まで、５大学で６回の講義を受ける。
また、平成26年７月、八潮市は聖徳大学と「八潮
市と聖徳大学・聖徳大学短期大学部と包括的な連
携に関する協定」を締結した。これは、八潮市が教
育をまちづくりの柱に据え、市の魅力にしていきたい
という強い意志のもと、建学の精神「和」の教育を
行っている聖徳大学に感銘を受け、大学と市がとも
に伸びていくことをねらいとして協定を締結した。
包括的な連携に関する協定を結ぶことにより、子
育てや教育は勿論のこと、児童・生徒の学力向上、
教育環境の充実、まちづくり全般に大学の持つ知的
財産を長期的視野で活かすことが期待されている。

（山口祐次）

はじめに

八潮市は、埼玉県の東南部、都心から北東15㎞
に位置し、東は三郷市、南は足立区・葛飾区、西と北
は草加市にそれぞれ接している。東西5.23㎞、南北
7.45㎞で、面積18.03㎢、人口は85千人である。
市内は、東を中川、西を綾瀬川、南を垳川に囲まれ、
古くから河川の恩恵を受けてきた。東京に近接して
いるという地理的条件もあり、高度経済成長期には
工場の進出や人口の増加により急速に都市化が進
み、昭和39年に町制を、昭和47年に市制を施行した。
その後、首都高速道路の開通や、区画整理事業

による都市基盤の整備、平成17年のつくばエクスプ
レス八潮駅の開業などから、まちの様相は大きく変
化している。

「花桃のまち　やしお」を目指して
「中川やしおフラワーパーク」の花桃は、河川敷へ
のゴミの不法投棄に悩まされていた市民が、ごみを
拾うだけでは解決しないと考え、ごみが捨てられない
ようにこの場所を花畑にしようと立ち上がったのがは
じまりである。
平成８年、八潮市が国土交通省から花畑及び避
難場所として河川占用の許可を受け、商工会と市民
ボランティア等が連携して整備を行い、平成９年に開
園した。
毎年３月に「中川やしお花桃まつり」が開催され

八潮市は、平成17年８月、念願であった鉄道「つくばエクスプレス」が開業し、９年目を
迎えました。首都圏から15㎞圏内という恵まれた立地条件と、新しい「八潮の顔」として
駅周辺の都市基盤整備や宅地開発が進んだことで、人口も着実に増加しています。
本市は、将来に向かって、安全・安心をすべての政策の柱に、共生、協働の理念をもって

「住みやすさナンバー１（ワン）のまち」を目指して市民と行政が一体となったまちづくりを
推進してまいります。

八潮市概要

●つくばエクスプレス　八潮駅
●首都高速道路６号三郷線　
　八潮出入口から市役所まで約１Km

主な交通機関

人口（平成26年9月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（同上）

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（経済センサス）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

資料:「埼玉県市町村勢概要」（平成26年3月）ほか

85,360人

36,963世帯

42.7歳

18.03k㎡

621所

3,308.4億円

509店

1,864.6億円

71.0％

85.8％

八潮市
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「やしお駅前公園」のイメージ

さいたま市

三郷市草加市

越谷市 吉川市

る。期間中（３月上旬～下旬）には市内外から、３万
人以上もの人々が「八潮の花桃」を一目見ようと来
園し、イベントとして大いににぎわいをみせている
（表紙写真）。
花桃への取組みをまちづくりに活かす「花桃によ

るまちづくり」を、八潮市と商工会、観光協会とが推
進している。その一環として、平成23年度に中川や
しおフラワーパークが埼玉県の「地域産業資源（文
化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資
源として）」に認定された。
八潮市では、平成25年3月に、「八潮市首都圏桃
源郷づくり構想（『花桃のまち　やしお』を目指し
て）」を策定し、市民との協働による「花桃を活かし
たまちづくり」をさらに推進し、市民が誇れる、魅力あ
るまちづくりを進めている。「花桃」の観光名所は関
東地区では少なく、市はまちのイメージアップや観光
客を呼び込む観光資源として大いに期待している。
これまで、観光資源と呼べるものが少なかった八
潮市にとって花桃のイメージが定着すれば、市の花
として追加指定された「花桃」による観光振興をきっ
かけに、八潮市を多くの人に知ってもらい、市が進め
る「安全・安心で、住みやすさナンバー１（ワン）のま
ちへ」と、大きく変貌していくことが期待されている。

八潮の顔となる「やしお駅前公園」
八潮市は、地域の特徴を活かした魅力あるまちづ

くりを推進している。その一つとして、つくばエクスプ

レス八潮駅南口の「やしお駅前公園」（1.4ｈａ）が挙
げられる。この公園は、商工会の提案を基に、大きい
広場、イベント用のステージ、子ども向けの遊具など
が欲しいという市民の意見を反映させ、日本工業大
学など連携する５大学がデザインし、平成27年4月
の開園を目指し、現在整備が進められている。
駅前公園は、八潮市の顔を特徴付ける空間を創
出するとともに、市民のさまざまな余暇活動の拠点
となるための施設を配置するオープンガーデン（み
んなの庭）を基本コンセプトとしている。
公園には、平坦な八潮市の地形にトイレなどで丘

をデザインし、駅前広場と連続した公園の顔となる
「待ち合わせ広場」、中央部にはステージや芝生が
広がる「イベント広場」、小さい子どもや家族、高齢
者の利用を想定した「遊具広場」などのほか、災害
時には一時的な避難場所として利用できるよう、防
災トイレやかまどベンチ、防災照明が配置される。

安全・安心で、
住みやすさナンバー１（ワン）のまちへ

八潮市長　大山 忍氏

八潮市
市長のメッセージ

八潮こども夢大学
子どもたちが、学習に対する興味や関心を持つた

めには、小学校での学習を基本としたうえで、さらに
応用力・活用力などを培うことが大切である。その実
現のため、大学と連携・協力し、子どもたちの知的好
奇心や学ぶ意欲の向上を図ることや、将来の夢や
希望をはぐくむためのキャリア教育を目的に「八潮こ
ども夢大学」が開校されている。
特色のある授業・研究をしている５大学（聖徳大
学、産業能率大学、東海大学、昭和大学、芝浦工業
大学）に出向き、さまざまな分野の内容を広く学ぶ。
講義に加え、実習などの体験的な学習や大学の施
設見学なども行う。
平成26年度は、応募した市内の小学校６年生33
名と保護者20名が参加し、９月24日の開校式から12
月25日の修了式まで、５大学で６回の講義を受ける。
また、平成26年７月、八潮市は聖徳大学と「八潮
市と聖徳大学・聖徳大学短期大学部と包括的な連
携に関する協定」を締結した。これは、八潮市が教
育をまちづくりの柱に据え、市の魅力にしていきたい
という強い意志のもと、建学の精神「和」の教育を
行っている聖徳大学に感銘を受け、大学と市がとも
に伸びていくことをねらいとして協定を締結した。
包括的な連携に関する協定を結ぶことにより、子
育てや教育は勿論のこと、児童・生徒の学力向上、
教育環境の充実、まちづくり全般に大学の持つ知的
財産を長期的視野で活かすことが期待されている。

（山口祐次）

はじめに

八潮市は、埼玉県の東南部、都心から北東15㎞
に位置し、東は三郷市、南は足立区・葛飾区、西と北
は草加市にそれぞれ接している。東西5.23㎞、南北
7.45㎞で、面積18.03㎢、人口は85千人である。
市内は、東を中川、西を綾瀬川、南を垳川に囲まれ、
古くから河川の恩恵を受けてきた。東京に近接して
いるという地理的条件もあり、高度経済成長期には
工場の進出や人口の増加により急速に都市化が進
み、昭和39年に町制を、昭和47年に市制を施行した。
その後、首都高速道路の開通や、区画整理事業
による都市基盤の整備、平成17年のつくばエクスプ
レス八潮駅の開業などから、まちの様相は大きく変
化している。

「花桃のまち　やしお」を目指して
「中川やしおフラワーパーク」の花桃は、河川敷へ
のゴミの不法投棄に悩まされていた市民が、ごみを
拾うだけでは解決しないと考え、ごみが捨てられない
ようにこの場所を花畑にしようと立ち上がったのがは
じまりである。
平成８年、八潮市が国土交通省から花畑及び避
難場所として河川占用の許可を受け、商工会と市民
ボランティア等が連携して整備を行い、平成９年に開
園した。
毎年３月に「中川やしお花桃まつり」が開催され

八潮市は、平成17年８月、念願であった鉄道「つくばエクスプレス」が開業し、９年目を
迎えました。首都圏から15㎞圏内という恵まれた立地条件と、新しい「八潮の顔」として
駅周辺の都市基盤整備や宅地開発が進んだことで、人口も着実に増加しています。
本市は、将来に向かって、安全・安心をすべての政策の柱に、共生、協働の理念をもって

「住みやすさナンバー１（ワン）のまち」を目指して市民と行政が一体となったまちづくりを
推進してまいります。

八潮市概要

●つくばエクスプレス　八潮駅
●首都高速道路６号三郷線　
　八潮出入口から市役所まで約１Km

主な交通機関

人口（平成26年9月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（同上）

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（経済センサス）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

資料:「埼玉県市町村勢概要」（平成26年3月）ほか

85,360人

36,963世帯

42.7歳

18.03k㎡

621所

3,308.4億円

509店

1,864.6億円

71.0％

85.8％

八潮市
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裏表紙

彩論  関東財務局長 細田隆 氏
 国の財政事情

ズームアップ  株式会社三ヶ島製作所
地域研究レポート  

増加する空き家の現状と課題及び自治体の対応策
調査  埼玉県経済の活性化に向けた待機児童解消の取組
アンケート調査①  埼玉県内雇用動向調査
 雇用人員は「不足感」増す

アンケート調査②  埼玉県内企業における消費増税の影響について
県内経済の動き
月次経済指標
タウンスケープ  八潮市
 安全・安心で、住みやすさナンバー1（ワン）のまちへ

市町村経済データ

地域社会のパラダイムシフト（潮流の変化）

この冊子はFSC® 認証用紙および環境調和型の植物性インキを使用しています。

（従業者数4人以上）

市町村名 市町村名 市町村名

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

ときがわ町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴ヶ島 市

日 高 市

吉 川 市

ふじみ野市

白 岡 市

市 　 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

さいたま市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

市町村経済データ

製造業の事業所数、製造品出荷額等（平成25年）

資料：埼玉県「工業統計調査結果報告（速報）」 
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12月号 No.132

事業所数
製造品
出荷額等
（億円）

前年比
（％）

1,015 

486 

304 

1,479 

214 

165 

255 

122 

307 

154 

136 

243 

177 

162 

179 

273 

236 

460 

415 

59 

510 

278 

7,388 

10,196 

7,973 

4,371 

2,348 

1,224 

1,442 

1,788 

3,371 

3,110 

1,728 

1,460 

8,664 

2,344 

1,775 

4,393 

3,569 

4,071 

2,024 

1,160 

1,826 

3,315 

▲ 8.6

13.3

▲ 12.2

0.5

3.9

▲ 7.9

▲ 3.8

8.1

11.7

▲ 5.8

▲ 1.4

▲ 0.4

▲ 19.3

▲ 7.3

▲ 9.3

▲ 33.4

▲ 7.8

4.0

▲ 4.2

▲ 4.8

▲ 17.3

▲ 14.4

事業所数
製造品
出荷額等
（億円）

前年比
（％）

175 

82 

69 

203 

91 

241 

76 

621 

54 

453 

67 

100 

90 

51 

143 

181 

106 

50 

10,482 

100 

156 

45 

917 

189 

293 

1,158 

1,170 

3,871 

796 

3,308 

197 

1,191 

1,413 

1,065 

887 

725 

1,607 

761 

988 

476 

100,551 

887 

1,741 

271 

0.9

▲ 7.3

25.0

26.3

6.5

▲ 0.5

▲ 1.3

▲ 1.2

▲ 1.6

2.5

3.9

17.4

▲ 3.1

0.9

1.7

5.8

5.7

▲ 2.4

▲ 5.3

▲ 3.0

6.4

2.3

事業所数
製造品
出荷額等
（億円）

前年比
（％）

32 

47 

58 

85 

85 

59 

21 

77 

23 

24 

29 

61 

12 

43 

54 

64 

77 

23 

68 

107 

1,350 

11,832 

74 

999 

1,142 

600 

863 

2,204 

54 

522 

302 

92 

111 

235 

14 

2,011 

735 

1,063 

1,765 

78 

259 

305 

16,323 

116,874 

▲ 1.6

▲ 0.6

▲ 6.2

73.6

4.4

▲ 3.2

21.8

3.6

20.2

2.1

▲ 9.2

▲ 5.3

▲ 2.1

▲ 20.3

1.3

17.4

203.5

▲ 2.3

5.6

▲ 0.6

7.4

▲ 3.7
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