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｢第８回 全国ご当地うどんサミットｉｎ熊谷」地元熊谷で昨年に続き２回目の開催 !
｢浦和レッズ　天皇杯 JFA第 98回全日本サッカー選手権大会で優勝 !」
ー埼玉縣信用金庫は優勝を記念してお祝い金100万円を贈呈いたしましたー
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《さいしん》

会場：会場：熊谷スポーツ文化公園熊谷スポーツ文化公園 11/10・112018

地元埼玉「熊谷うどん」見事グランプリ獲得!
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「第 8回　全国ご当地うどんサミットｉｎ熊谷」　
地元熊谷で昨年に続き2回目の開催！
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地元熊谷で昨年に続き2回目の開催！

「第 8回　全国ご当地うどんサミットｉｎ熊谷」　
地元熊谷で昨年に続き2回目の開催！

　平成３０年１１月１０日（土）、１１日（日）に熊谷スポーツ文化公園にぎわい広場で、２１都道府県のご
当地うどん３２店舗が集結した『第 8 回 全国ご当地うどんサミットｉｎ熊谷（主催：全国ご当地うどん
サミットｉｎ熊谷 実行委員会）』が開催されました。県内からは5店舗が出店。国産麦の聖地とされる熊
谷の上質小麦「さとのそら」と「あやひかり」をブレンドした風味豊かな香りとうどん本来の味が楽し
める「かけうどん」と新作「カレーうどん」で参戦した「熊谷うどん｣（熊谷市）が 2,944 票で見事グ
ランプリを獲得しました。
　「加須うどん｣（加須市）・「武蔵野うどん｣（美里町）・「こうのす川幅うどん｣（鴻巣市）・「煮ぼうとう｣
（深谷市）も自慢の一杯を提供しました。
　本サミットは「麺 for ALL ，ALL for 麺」を合言葉に、小麦とうどんの繋がりを通して埼玉県と熊
谷地域の創生とともに日本の経済活性化につなげることを目的に開催されました。同実行委員会によ
ると昨年 10万人を超える来場者数があり、今年もご当地うどんを求める大勢の人でにぎわいました。
　埼玉縣信用金庫は特別協力企業として参画し、チケット販売や投票管理などに協力いたしました。

※なお、「全国ご当地うどんサミットｉｎ熊谷」は昨年から来年まで3年連続で開催されます。

熊谷商工会議所の藤間会頭ご挨拶

うどんサミット開会式

特集Ⅰ

開会式終了後からうどんサミット会場は大勢の人でにぎわいました。

うどんサミット会場



さいしん職員が応援に駆けつけ、受付を担当しました。
うどんチケット3枚綴り1,200 円（当日券）でうどん３杯をいただくのが基本。

うどんチケット販売所

さいしんの聞き上手宣言をＰＲ

さいしんブース

　「《さいしん》の聞き上手宣言 !」とは、創立７０周年を機に制定した《まっすぐ、あなたへ。》を
見える化したブランディング。
　『埼玉県の金融機関で一番の聞き上手でありたい。』『お客さま一人ひとりのニーズに《さいしん》
は耳を傾け、一番ベストなプランでお答えしたい。』そんな想いが込められています。

投票所隣りにさいしんブース出展！



人気投票によるグランプリいよいよ発表・緊張の瞬間 !

表　彰　式

グランプリは地元埼玉の「熊谷うどん」（2,944 票）が見事に獲得！

はたしてグランプリは‼

　全国の個性豊かなご当地うどん３２店舗が集結したうどんサミットは最終日の１１日に、人気投票の
結果が発表され、地元埼玉の「熊谷うどん」（熊谷市）が 2,944 票でグランプリに輝きました。
２位は「北海道純雪うどん《まるごとホタテの天ぷらうどん》（北海道）」（2,717 票）。３位は「炙り
牛釜玉（群馬県）」（2,306 票）でした。



橋本理事長は、【麺 For All、All For 麺】 賞：「ガマゴリうどん（愛知県）」を表彰しました。

埼玉縣信用金庫橋本理事長による表彰

　うどんサミットは実行委員会から「国産麦の聖地熊谷からうどんの魅力を世界に発信しよう」と来
場を呼びかけた結果、熊谷市産業祭とともに、昨年同様に大勢の人でにぎわいました。

　権田愛三は江戸後期の嘉永3年、現在の熊谷市東別府に生まれまし
た。当時の麦作りは、生産が安定していなかったため、人々は食料不足
で困っていました。
　様々な研究を重ねながら、愛三は良質な麦の生産にむけて根張りを
良くするために早春に麦の芽を踏む技術の「麦踏み」を取り入れ、大きな
効果を発揮しました。また、増産にむけては、熊谷の雪の少ない気候を
利用して米の収穫が終わった冬の間に麦の生産をする「二毛作」を行い
ました。こうした技術改良の結果、明治29年には当時の収穫量の4倍～
5倍をあげることに成功し、その成果を地域の農家に伝授しました。
　このような愛三の貢献に、国は緑授褒章、大礼記念章を授与しまし

た。こうした実績を称え「麦王（麦翁）」と呼ばれた愛三のふるさと熊谷には、その思いをくんだ良質で全国
有数の収穫量を誇る麦作りとうどんの食文化が今も伝えられています。

（出所：全国ご当地うどんサミット in 熊谷 ホームページより）

　熊谷市は麦栽培の中興の祖と呼ばれる「麦王（麦翁）・権田愛三」の生誕地です。

権田愛三【ごんだ あいぞう】

（ご参考）

■麦作の農業改良に尽した「麦王《麦翁》」【ばくおう】



　浦和レッドダイヤモンズ（以下、浦和レッズ）は、12月 9日（日）に「天皇杯 JFA 第 98 回全日本サッカー選手
権大会」で 12 大会ぶり7 度目（前身の三菱重工時代を含む）の優勝を飾りました。
　当金庫は、オフィシャルパートナーとして12日（水）に浦和ロイヤルパインズホテルで、チーム強化支援金と
して「優勝お祝い金 100 万円」の贈呈式を行いました。当金庫は２００５年から継続して累計 2,130 万円の
チ－ム強化支援金の贈呈を行っております。
　浦和レッズがこれまで以上に強くなり、地元経済の活性化に繋がることを期待しております。

「優勝お祝い金 100 万円」を贈呈いたしました。贈呈式で握手する当金庫の橋本義昭理事長（左）と
浦和レッズの淵田敬三社長 

天皇杯優勝カップは浦和レッズと共に輝きます。 

「浦和レッズ　天皇杯JFA第98回全日本サッカー選手権大会で優勝 !」
ー埼玉縣信用金庫は優勝を記念してお祝い金 100万円を贈呈いたしましたー

「浦和レッズ　天皇杯JFA第98回全日本サッカー選手権大会で優勝 !」特集Ⅱ
ー埼玉縣信用金庫は優勝を記念してお祝い金 100万円を贈呈いたしましたー



■若手経営者の集い「ささらの会」特別講演会・懇親会

　11 月 26 日（月）に若手経営者の集い「ささらの会」会員の皆さまを対象とした特別講
演会が、浦和ロイヤルパインズホテルにて開催されました。株式会社吉野家ホールディン
グス会長の安部修仁氏を迎え、「吉野家 V 字回復の軌跡」と題した講演をしていただきま
した。
　講演会の後には懇親会が開かれ、参加された皆さまが交流を深めました。
　 「ささらの会」は「若手経営塾」の卒業生にご入会いただき、経営者の皆さまの情報
交換できる場を提供し、現在 168 名の会員さまがいらっしゃいます。
　当金庫は会員さまの経営力向上支援を通じて、地域活性化への貢献、地元中小企業、
埼玉県の発展に貢献していきます。

橋本理事長による開講挨拶。
「ささらの会を通し会員企業が

発展することが埼玉経済の活性化に繋がる」

講師の安部修仁氏
「もっと挑戦しろ！」「もっと恥をかけ！」を

モットーに！

会員さま同士のご歓談で
盛り上がりました。

中山専務理事による恒例の「ジャンケン」大会
「ジャンケン」とはいえ、会員さまは真剣勝負。

勝った人には安部修仁氏の著書「吉野家」をプレゼント｡

ＮＥＷＳＮＥＷＳ



　2008 年 9 月、米投資銀行・リーマンブラザーズが経営破たんしました。これを引き金とする金融
市場の機能不全は実体経済を直撃し、日本を含め世界は同時不況に陥りました。
　この「リーマンショック」から 10 年がたちました。今や世界経済は回復軌道に乗り、緩やかな拡
大が継続しています。米国株など資産価格も大きく上昇しました。
　しかし、世界経済の行方を手放しで楽観する市場参加者は多くありません。現在も多数のリスクが
あり、将来の不確実性はある意味で強まっているからです。
　代表的なリスクとしては、米国発の貿易摩擦問題、米国などの利上げに伴う「緩和相場の終わり」、
中国の景気減速、新興国の通貨危機などが挙げられます。
　政治面では、米国や欧州におけるナショナリズム（国粋主義）やポピュリズム（大衆迎合主義）
の台頭が収まりません。トランプ米政権の「常識破壊」や英国の欧州連合離脱（2019 年 3 月）に
伴う混乱も、将来への不安を増幅しています。イランやシリア、サウジアラビアなどをめぐる中東情
勢についても、紛争の火種がくすぶっています。

リーマンショックから10年

米国－経済は堅調だが、金利上昇リスクに注意

景気観測景気観測

「次の金融危機」の震源地は？

　　　　　　　執 筆　しんきんアセットマネジメント投信株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　運用企画部  チーフエコノミスト  辻 　 佳  人

●１９９４年京都大学法学部卒業
●日本興業銀行（現みずほフィナンシャルグループ）入行。シティバンク銀行勤務を経て、スタン
　ダードチャータード銀行のシニアインベストメントストラテジストとして経済・為替市場の調査
　・分析等に従事。２０１３年しんきんアセットマネジメント投信入社、現在に至る。
●主な著書 
　『通貨投資戦略』 （共著） 東洋経済新報社
　『世界経済のゆくえと資産運用戦略』 （共著） 東洋経済新報社

　　　　　　　執 筆　しんきんアセットマネジメント投信株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　運用企画部  チーフエコノミスト  辻 　 佳  人

●１９９４年京都大学法学部卒業

●日本興業銀行 ( 現みずほフィナンシャルグループ）入行。シティバンク銀行勤務を経て、スタンダード
　チャータード銀行のシニアインベストメントストラテジストとして経済・為替市場の調査・分析等に従事。
　２０１３年しんきんアセットマネジメント投信入社、現在に至る。

●主な著書 
　『通貨投資戦略』 （共著） 東洋経済新報社
　『世界経済のゆくえと資産運用戦略』 （共著） 東洋経済新報社

　それでも、リーマンショック級の金融危機が近い将来に生じる可能性は低いでしょう。
　何より、米欧金融機関の財務内容や投資商品がより堅固になっているからです。また、米国経済
は堅調であるものの、過熱感は乏しい（過度な借入れ依存ではない）からです。
　米国の好景気は個人消費にけん引されており、背後にあるのは良好な雇用環境です（例えば失業
率は 1969 年以来の低さ）。好調な企業業績を受け、設備投資も伸びています。これらには、昨年
成立した減税（特に法人税関連）も寄与している模様です。



　インフレ率は、すでに米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が目標とする水準（2％）近辺に上昇しました。
そのためＦＲＢは、市場が混乱しない程度に利上げを進めています（図表 1）。
　問題は、今後ＦＲＢがどれだけ利上げを進めるか、です。利上げを行いすぎると、ローン負担の
増大を通じ住宅投資や自動車販売などを圧迫します。株価も下落するでしょう。
　そうしたリスクがあるとはいえ、リーマンショック直前の状況とは異なります。当時の米国は、異
常な住宅バブルに湧き、不透明な投資商品が横行していたのです。
（なお米国の政治・経済については、11月に現地取材の上、次回号で報告する予定）

中国－「健全な減速」だが、さらなる債務抑制が必要

　他方、もう一つの超大国である中国では、景気の減速が明らかです。7-9 月期の実質国内総生
産（ＧＤＰ）は前年比 6.5％増と、2009 年以降、最低の伸びにとどまりました。
　もっとも、中国は今や部分的には先進国であり、低賃金などを武器に高成長を達成する段階では
なくなりつつあります。よって、6％台という成長率は十分な高さです。
　中国政府が危惧するのは、成長率の鈍化よりも国内の金融リスクです。採算を軽視した投資や融
資により、国有企業を中心に債務が膨張してしまったからです（図表 2）。
　これを抑えるべく、最近は融資などの規制が強化されています。成長率の低下はそのような取締
りによるところが大きく、その意味では、歓迎すべき形の景気減速です。
　米国との貿易摩擦に関しては、すでに米国側は９月までに、中国製品の約半分（輸入額ベース）
に対し制裁関税を発動しました。しかし中国政府は、これをさほど恐れていません。米国向けの輸
出は、中国のＧＤＰに比べわずか4％程度にすぎないためです。
　要するに、中国についても直ちに金融危機が起こる可能性は低いでしょう。投融資に関し規制が
厳格化されているほか、貿易摩擦の影響も限定的と考えられるのです。

日本－構造問題に関しても前向きの動き

　日本の景気も回復中です。特に賃金の増加傾向を受け、個人消費が持ち直しの動きを示してい
ます。また、人手不足対応という必要にも迫られ設備投資が伸びています。
　人口減や財政赤字といった構造的な問題に関しても、前向きの動きがみられます。
　日本が人口減による国力衰退を回避するには、よりオープンな国になるしかありません。この点
で心強いのは、安倍政権が外国人労働者の受入れを積極化していることです。
　欧州との経済連携協定（ＥＰＡ）を進めるなど自由貿易の推進役を担っていることも、日本が誇る
べき動きです。さらに中国や韓国との関係改善にも現政権は意欲的です。
　財政赤字についても、消費税増税による景気後退を甘受してでも財政再建が必要、との認識が
共有されてきたようです。だとすれば、大きな前進かもしれません。
　また、日銀の金融緩和については実質的な正常化が始まっています（国債買入れの減額など）。ただ、
市場は特に混乱していません。これらを踏まえると、日本の財政悪化や金融政策の失敗が世界的な
金融危機を招く可能性は、極めて低いと言えます。



最大のリスクは世界の抵抗力低下
　以上のとおり米国・中国・日本のいずれも、今すぐ危機を呼ぶとは考えにくいでしょう。
　それでも金融市場では、「次の危機」に対する不安が消えません。それは、もしも金融危機が生
じたら各国の動員できる措置があまりない、との認識があるからです。
　リーマンショック後に世界経済が立ち直ったのは、各国の金融緩和（利下げや量的緩和）や財政
出動が功を奏したためです。これに対し、現在の利下げ余地はわずかです。利上げを進める米国でも、
2007 年前半の政策金利は5.25％でしたが、今の上限は2.25％です。
　また、リーマンショック時には中国の大規模な公共投資が世界経済を救いました。しかし過剰投
資の後遺症に悩む今の中国が、それだけの投資を行うのは困難です。
　加えて、危機への迅速な対処には、各国政府・中央銀行による連携が欠かせません。しかし米
国がトランプ大統領のもとで自国中心主義に走る中、それは難航必至です。
　まとめると、いま金融危機が起こる可能性は低く、近い将来に起こるとしてもリーマンショック級
のものではないでしょう。しかし大きな危機でなくても、ショックが生じたときの世界の抵抗力はむ
しろ弱まっています。この事実こそが最大のリスクかもしれません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2018年10月22日執筆）
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図表1．米国の政策金利

（ＦＲＢによる政策金利誘導目標の上限）
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（注）2018年9月まで

（出所）Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
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図表2．中国の債務比率

（企業・家計の債務残高/名目ＧＤＰ）

（年、四半期）

（注）2018年9月まで

（出所）Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

（％）
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企業の16.8％が「全面禁煙」実施、「完全分煙」も6割超
～ 全面禁煙実施、自社の業績に影響はないが66.8％で最多 ～

埼玉県企業における喫煙に関する意識調査

調査結果（要旨）

１．自社の本社事業所または主要事業所内の喫煙状況について、適切な換気がされ
ている喫煙場所がある、または屋外に喫煙場所を設けている「完全分煙」が61.4％
で最も高い割合となった。社内での喫煙を不可とする「全面禁煙」は 16.8％と
企業の 6 社に 1 社が実施。以下、「不完全分煙」（9.3％）、「特に喫煙制限は設
けていない」（7.3％）、「時間制分煙」（3.6％）が続いた。

２．本社事業所または主要事業所において、何らかの喫煙制限を設けたことによる
影響について、「職場内がきれいになった」と考える企業が 59.9％で突出して高い。
次いで、「安全面が向上した（火事のリスク低減など）」（36.1％）、「喫煙者と非喫
煙者の公平性が向上した（業務中のたばこ休憩など）」（25.0％）、「業務の改善・
効率化につながった」（12.2％）が上位にあがった。

３．今後、法令等により職場や店舗などを含む公共施設の全面禁煙が実施された場
合について、自社の業績に「影響はない」とする企業が66.8％で最も高かった。「プ
ラスの影響がある」は 8.0％、「マイナスの影響がある」は 11.9％となった。

4．業種別にみると、「プラスの影響がある」のは、「化学品卸売」「娯楽サービス」
がそれぞれ 50.0％で、「精密機械、医療機械・器具製造」「出版・印刷」「自動車・
同部品小売」などが高い。「マイナスの影響がある」では、「飲食料品小売」が
100.0％で、「化学品卸売」「飲食店」が 50.0％で続いている。

※調査期間は2017年9月15日～30日、調査対象は県内企業961社で、有効回答企業数は386社（回答率40.2％）。

　2005 年 2月に「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」が発効して以降、政府や自

治体のほか、企業などにおいても受動喫煙防止対策の取り組みが拡大してきた。また、厚生労

働省は喫煙に関して一層の規制強化を立案している一方、緩やかな規制にとどめるべきなどの

反対意見も出ている。

　そこで、帝国データバンク大宮支店は、埼玉県企業における喫煙などに関する見解について

調査を実施した。

■はじめに



　自社の本社事業所または主要事業所内の喫煙状況を尋ねたところ、適切な換気がされて

いる喫煙場所がある、または屋外に喫煙場所を設けている「完全分煙」が 61.4％で最も高

い割合となった。社内における喫煙を不可とする「全面禁煙」は 16.8％で企業の 6 社に 1

社だった。以下、屋内に適切な換気がされていない喫煙場所がある「不完全分煙」（9.3％）、「特

に喫煙制限は設けていない」（7.3％）、決められた時間に指定場所での喫煙が可能な「時

間制分煙」（3.6％）が続いた。

　全面禁煙についてみると、業界別では『金融』（33.3％）が3割超となり、最も割合の低い『製

造』（9.6％）を 23.7 ポイント上回っており、

業界間で大きく異なっている。規模別では、

規模の小さい企業ほど全面禁煙を実施して

いる割合が高く、「小規模企業」（25.6％）

が「大企業」（4.8％）を 20.8 ポイント上回っ

た。

　企業からは、「環境が良くなった」（小規

模企業・不動産）といった声があった。他方、

「喫煙者は業務時間内にたびたび席を外し、

仕事を放棄するのが許されており、喫煙者

が幅を利かせている様子は変わらない」（小

規模企業・製造）、「生産性の向上や改善さ

れた点は見受けられない」（中小企業・運輸）

などの意見がみられた。

１. 職場の全面禁煙は16.8％、6割超が完全分煙を実施

主主要要事事業業所所ににおおけけるる喫喫煙煙状状況況

主主要要事事業業所所ににおおけけるる「「全全面面禁禁煙煙」」割割合合 ～～規規模模・・業業界界別別～～



　本社事業所または主要事業所において何らかの喫煙制限を設けている企業 352 社に対して、

喫煙に関する対応策を実施することによりどのような影響が表れたか尋ねたところ、「職場内

がきれいになった」が 59.9％となり、突出して高かった（複数回答、以下同）。次いで、「安

全面が向上した（火事のリスク低減など）」

（36.1％）が3社に1社にのぼった。さらに、「喫

煙者と非喫煙者の公平性が向上した（業務中

のたばこ休憩など）」（25.0％）や「業務の改善・

効率化につながった」（12.2％）、「従業員の

コミュニケーションが活発化した」「喫煙者か

らの不満が増えた（集中できないなど）」

（6.3％）が続いた。

　企業からは、「社員・顧客に受け入れられ

る会社になった」（小規模企業・不動産）など、

職場環境の改善や顧客からのクレーム減少な

どの効果があったとする声が聴かれた。また、

「社会が禁煙方向に向いているので意識して

いる」（小規模企業・運輸）といった意見も

あがった。他方、「分煙しても業務中のたばこ

休憩時間は減っていないと感じている」（小規

模企業・サービス）や「あまり影響があった

とは思えない」（中小企業・製造）など否定

的な声もあった。

2. 喫煙制限実施、職場内の環境改善に好影響の一方、影響はないとの見方も

　今後、法律や条例などにより公共施設１の全面禁煙が実施された場合、自社の業績にどのよ

うな影響があると予想されるか尋ねたところ、「影響はない」が 66.8％と最も高かった。企業

の 3社に2社は、法令等による全面禁煙実施で、自社業績に影響を与えないと考えていること

が明らかとなった。

1 公共施設は、公的機関の施設だけでなく、店舗や事業所（職場）、飲食店や公共交通機関など、不特
　定多数の人が利用できる施設なども含む。

3. 法令等による全面禁煙実施、業績に影響なしと考える企業が3社に2社

喫喫煙煙にに関関すするる対対応応策策をを
実実施施ししたたここととにによよるる影影響響

（（複複数数回回答答））
（％）

9.95たっなにいれきが内場職1

2
安全面が向上した
（火事のリスク低減など）

36.1

3
喫煙者と非喫煙者の公平性が向上した
（業務中のたばこ休憩など）

25.0

4 業務の改善・効率化につながった 12.2

従業員のコミュニケーションが活発化した 6.3

喫煙者からの不満が増えた
（集中できないなど）

6.3

7 時間当たりの生産性が向上した 5.1

8
費用負担が増加した
（喫煙室の設備設置費など）

3.4

0.2たい働に利有で等動活用採9

10
費用負担が減少した
（喫煙室の維持費など）

1.7

4.1たし加増が益利やげ上り売11

3.0たし少減が益利やげ上り売21

9.11他のそ

注： 母数は、自社の本社事業所もしくは主要事業所における喫煙に
関して、「全面禁煙」「完全分煙」「不完全分煙」「時間制分煙」の
いずれかを回答した企業352社
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　また、「プラスの影響がある」（8.0

％）や「マイナスの影響がある」（11.9

％）はいずれも1割前後にとどまった。

「プラスの影響がある」企業を業種別

にみると、「化学品卸売」「娯楽サービ

ス」がそれぞれ50.0％と最も高く、以

下、「精密機械、医療機械・器具製造」

（28.6％）、「出版・印刷」（25.0％）、

「自動車・同部品小売」（25.0％）が続

いた。企業からは、「禁煙者には受動喫

煙が大変迷惑していたので、積極的に

禁煙することで業務効率が向上する」

（中小企業・サービス）といった意見が

聞かれた。

　他方、「マイナスの影響がある」では、「飲食料品小売」が100.0％に達したほか、「化学品卸

売」「飲食店」などが上位となった。企業からは、「飲食店が全面禁煙になると、顧客との飲酒を

伴う懇親の場が減少する」（中小企業･サービス）や「喫煙者の作業効率がダウンする」（大企

業･建設）などの声があがった。

法令等による全面禁煙実施が

自社業績に与える影響

法令等による全面禁煙実施が自社業績に与える影響 ～上位 10 業種～

（％）

化学品卸売 50.0 1 飲食料品小売 100.0

娯楽サービス 50.0 化学品卸売 50.0

3 精密機械、医療機械・器具製造 28.6 飲食店 50.0

出版・印刷 25.0 4 パルプ・紙・紙加工品製造 40.0

自動車・同部品小売 25.0 5 再生資源卸売 33.3

6 鉄鋼・非鉄・鉱業製品卸売 22.2 6 運輸・倉庫 32.0

7 専門サービス 20.0 飲食料品卸売 25.0

8 電気機械製造 13.6 自動車・同部品小売 25.0

9 メンテナンス・警備・検査 12.5 メンテナンス・警備・検査 25.0

10 化学品製造 12.0 医療・福祉・保健衛生 25.0

7

プラスの影響がある マイナスの影響がある

1

4

2



　喫煙に関する議論は、医療費の削減や東京五輪などを背景に、厚生労働省や地方自治体

において受動喫煙に対する規制強化が立案される一方、緩やかな規制にとどめるような意見

も出ている。

　本調査では、本社事業所や主要事業所において、埼玉県企業の 6 社に 1 社がすでに「全

面禁煙」を実施していることが判明した。また、企業の 61.4％が「完全分煙」を実施して

いるなど、企業の 9 割超で何らかの喫煙制限を行っていた。さらに、喫煙制限の実施によ

る影響では、「職場内がきれいになった」ことを挙げる企業が多いほか、火事のリスク低減

など「安全面の向上」や、業務中のたばこ休憩などに関して「喫煙者と非喫煙者の公平性

向上」が指摘された。また、法律や条例などにより職場や店舗などを含む公共施設の全面

禁煙が実施された場合、自社の業績に「影響はない」とする企業が 66.8％と大勢を占めた。

しかし、飲食店では半数の企業が全面禁煙による業績悪化を懸念している。

　国や地方自治体などにおいて、企業における喫煙に関する取り組みが加速するなか、法令

等による規制強化が企業業績に与える影響の検証など、エビデンスに基づく政策立案が求め

られよう。

まとめ

【内容に関する問い合わせ先】
株式会社帝国データバンク　大宮支店　情報部
TEL  048‐643‐2146　 FAX  048‐645‐7578

企業規模区分

中小企業基本法に準拠するとともに、全国売上高ランキングデータを加え、下記のとおり区分。

業企模規小）む含を業企模規小（業企小中業企大界業

製造業その他の業界 「資本金3億円を超える」 かつ 「従業員数300人を超える」 「資本金3億円以下」 または 「従業員300人以 」下以人02員業従「」下

業従「」下以人001数員業従「はたま」下以円億１金本資「」るえ超を人001数員業従「つか」るえ超を円億1金本資「業売卸 員5人以下」

5員業従「」下以人05員業従「はたま」下以円万千5金本資「」るえ超を人05員業従「つか」るえ超を円万千5金本資「業売小 人以下」

「」下以人001員業従「はたま」下以円万千5金本資「」るえ超を人001員業従「つか」るえ超を円万千5金本資「業スビーサ 従業員5人以下」

注1：中小企業基本法で小規模企業を除く中小企業に分類される企業のなかで、業種別の全国売上高ランキングが上位3％の企業を大企業として区分

注2：中小企業基本法で中小企業に分類されない企業のなかで、業種別の全国売上高ランキングが下位50％の企業を中小企業として区分

注3：上記の業種別の全国売上高ランキングは、TDB産業分類（1,359業種）によるランキング
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