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特別寄稿

これまで人口増加を続けてきた埼玉県も、間もなく人口減少へと転じ

ます。後期高齢者人口が全国一の速さで増加し、生産年齢人口の減少が

進み、社会保障費の増大や働き手不足など本県はかつて経験したことの

ない大きな変化に直面していきます。こうした中で、本県の多彩な魅力

を生かしながら、変化にしっかり対応し「日本一暮らしやすい埼玉県づ

くり」を進めていく必要があります。

　令和２年度はこれらを踏まえ、「安心・元気のスタートアップ」予算

として次の３つの柱に基づき全力で取り組んでまいります。

　第１に、県民生活の「安心・安全しっかり確保」です。これまで新型

コロナウイルス感染症に立ち向かうべく、相談・検査体制、医療提供体

制の一層の強化を図るとともに、県制度融資の要件緩和や金融機関と協

調した利率引下げなどに取り組んでまいりました。また、４月には臨時

県議会として最大規模となる総額５１１億円の補正予算を編成し、新型

コロナウイルス感染症対応資金を創設するなど制度融資枠を８ , ０００

億円に拡大したほか、感染拡大により経営上の影響を受けている中小企

業等に対し、業種や休業理由を問わない、幅広く弾力的な埼玉県中小企

業・個人事業主支援金の申請受付を開始しました。さらには、彩の国

「新しい生活様式」安心宣言に参加いただくことで、感染症予防対策に

万全を期する事業所であることを表明できる制度を作りました。感染症

と社会的機能を共存させる、埼玉県から始まる新しい形です。また、国

や民間企業と連携したテレワークの導入支援など、中小企業等へのバッ

クアップをしっかり行ってまいります。加えて、災害などから県民の皆
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様の命と財産を守るため危機管理防災体制の強化を進めてまいります。

　第２に、本県の「持続可能な成長・発展」です。渋沢翁は今、日本中で

大変注目されています。先行き不透明な時代に ､「論語と算盤」に持続的に

発展していくヒントがあるからだと考えます。その渋沢スピリットを受け

継ぐ起業家やその卵に対し、専門家による助言やビジネスマッチング、資

金調達などを行う伴走型の支援を「渋沢栄一創業プロジェクト」として推

進してまいります。

　また、ジェトロ埼玉と連携し、将来に向けて、中東など新たな海外市場

を開拓するとともに、今後成長が見込まれるスポーツ産業への支援に力を

入れてまいります。

　さらに、ドローンなどの技術を活用し、農業の省力化や効率化等を進め

る ス マ ー ト 農 業 を 推 進 す る な ど 、 本 県 の 稼 げ る 力 の 向 上 に 取 り 組 み ま す 。

加えて、ＡＩ・ＩｏＴなどの新技術を活用し、職住接近や子育て支援、高

齢者の見守りなど少子高齢社会の様々な課題へ対応する、未来を見据えた

基盤づくりにも取り組みます。

　第３に、シニアや女性、外国人、ＬＧＢＴＱの方など「誰もがいきいき

活 躍 」 で す 。 シ ニ ア や 就 職 氷 河 期 世 代 な ど の 就 職 支 援 や 女 性 の キ ャ リ ア

アップ支援など誰もが生き生きと活躍できる社会をつくり、企業の人材確

保にもつなげてまいります。また、子供や若者の国際交流の機会の充実に

も取り組んでまいります。

　施策の推進に当たっては「社会・経済・環境の三方良し」のＳＤＧｓの

視点を取り入れ、企業や団体、個人各々皆様とともに知恵を出し合いなが

ら「日本一暮らしやすい埼玉県」の実現に取り組んでまいります。皆様の

御協力をよろしくお願いします。
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　令和２年３月16日(月)、埼玉縣信用金庫「川越支店｣「川越ロ－ンセンタ－」が「彩り
プラザ川越」を新設し、リニュ－アルオ－プンいたしました。
　当日は200名のお客さまにお越しいただき、時節柄、ご来店のお客さまには「除菌シ－
ト」を、ご成約のお客さまには「ハンドソ－プ」をプレゼントさせていただきました。

特 集

テープカットの模様

駐車場の一角に
「川越市自転車シェアリング ステ－ション」を新設。

「マスク越し」にもお客さまと真摯に向き合います。「さいしんの聞き上手宣言！」の基本。

お客さまと笑顔で向き合います。
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川越支店の店舗3階と4階には、県内金融機関で初めて 社会福祉法人 川越福祉会の
運営する「増美保育園」を誘致。令和2年4月1日（水）に開園いたしました。

4階は開放感のある屋上遊戯スペ－ス

3階はゆとりのある屋内保育スペ－ス

埼玉縣信用金庫川越支店を

　　これからもよろしく

　　　　　お願いいたします｡

埼玉縣信用金庫川越支店リニューアルオープン！埼玉縣信用金庫川越支店リニューアルオープン！埼玉縣信用金庫川越支店リニューアルオープン！



　埼玉縣信用金庫（本店 熊谷市 理事長 橋本 義昭）は、埼玉県内における中心市街地
活性化および歴史的建造物の保全を目的に、一般財団法人民間都市開発推進機構（以下、
「民都機構」）との共同出資により、マネジメント型まちづくりファンド「さいしん ま
ちづくりファンド」を設立いたします。
　マネジメント型まちづくりファンドへの出資は、埼玉県の金融機関では初の取組みとな
ります。また、県内における異なる課題を有する複数の地域を支援するまちづくりファン
ドの設立は全国で初めてです。
　当金庫では、本ファンドの取組みを通じ対象エリアにおけるまちづくりを支援するとと
もに、引き続き埼玉県内における地域活性化支援に取り組んでまいります。  
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　新型コロナウイルスが猛威を振るっています。これによる世界経済への衝撃（コロナショック）
は、あのリーマンショック（2008～2009年）を超えるものになるでしょう。
　リーマンショック時には、世界経済は全体として小幅なマイナス成長にとどまりました（図表１)｡
リーマンショックは米国を震源地とする金融市場の大混乱でしたが、国際金融市場に完全には組み
込まれていない中国などは、壊滅的な打撃を受けなかったのです。
　これに対しコロナショックは、まさしく人類共通の危機です。今年、世界の経済成長率が大幅な
マイナスに落ち込むことは、ほぼ間違いありません。国際通貨基金（ＩＭＦ）による予想は現時点
で前年比マイナス3.0％ですが、これはかなり甘い見通しです。
　また、リーマンショックの本質は信用バブル（資産・負債の膨張）の崩壊という、やや抽象的な
ものでした。一方、コロナショックの本質は生命・健康にかかわる具体的な危機です。それに伴う
経済のダメージは、日常の生活や仕事において誰でも実感できます。
　コロナウイルスのワクチンなどは、まだ実用化されていません。よって感染が広がっている限
り、外出を極力控えねばならず、人と接する商業も必須のものを除き制限すべきです。しかし、
それらは当然、経済活動（生産、消費など）に強烈なブレーキをかけます。

戦後最大のショック

世界経済の情勢は極めて厳しい

景気観測景気観測

コロナショックをどう考えればよいのか？

　　　　　　　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
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●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

　金融市場では当初、コロナショックは主に発生地である中国などアジアの問題、といった認識
が支配的でした。かつ、それも春頃には収束に向かう、という楽観論が優勢でした。そうしたム
ードを背景に、米国株は２月中旬、史上最高値をつけるに至りました（図表２)。
　３月に入ると、たしかに中国での新規感染は顕著に減少しました。ところが、今度はイタリア
やスペインなど欧州へ、そして米国へとコロナウイルスの感染が際限なく広がりました。ここに
至って事態の深刻さが認識され、株式市場などは一時暴落に見舞われました。
　ただ、４月中旬以降、欧米の感染ペースにも鈍化の動きがみられます。そのため、中国でロッ



クダウン（移動・外出の禁止など）がほぼ解除された後、欧州や米国でも、これをどう解除ない
し緩和していくかという「出口戦略」の議論が始まっています。
　しかし、中国や欧米に感染の「第２波」が襲いかからないという保証はありません。それを避
けるには、ロックダウンは、徐々に、かつ慎重に緩和していかねばなりません。
　それでも欧米のロックダウンや日本の緊急事態宣言は、年前半（６月末まで）におおむね解除
される可能性があります。とはいえ、それを境に人々の行動が直ちに元に戻るとは考えられませ
ん。よって年後半の世界経済の回復ペースは、緩やかなものにとどまりそうです。

金融市場は冷静さを示す
　このように世界経済の見通しは、少なくとも年内については、明るいものではありません。に
もかかわらず、金融市場については、むしろ驚くべき冷静さをみせています。
　振り返ると、３月中旬には、コロナウイルスの欧米への感染拡大などを受け、パニックと言うべ
き状況になりました。世界中の株価指数が暴落したほか、ファンダメンタルズ（業績実態など）と
は無関係に、現金化を急いだ投資家があらゆる資産を投げ売りしたのです。相場の勢いに追随する
コンピューターの自動売買も、そうした動きに拍車をかけました。
　しかし４月には落ち着きをみせ、株価が上昇する場面も増えました。３月の暴落分を取り戻す
には程遠いものの、米国や日本の代表的な株価指数は、本稿執筆時点で今年の高値（米Ｓ＆Ｐ
500 は２月、日経平均株価は１月）から 20％未満の下落となっています。リーマンショック時
にいずれも半年ほどで 40％超も下落したのに比べると、マイルドな下落です。
　また、金融市場の混乱時には、多くの場合、日本への資金回帰に伴い円高が急進行します。と
ころが現在、ドル円レートは 107～ 109円の水準で不気味なほど安定的に推移しています。
　コロナショックは、紛れもなく世界経済に対する戦後最大の危機です。にもかかわらず金融市
場は、決して悲観一色ではないのです。これは、特筆すべきことでしょう。

感染の鈍化と各国の経済対策
　そうした金融市場の冷静さには、もっともな理由が二つあります。
　第一に、コロナウイルスの新規感染がピークを越えた可能性があることです。実際、感染者が
毎日、加速度的に増えるという状況ではなくなりつつあるようです（図表３）。
　これに伴い経済活動が順次再開されれば、来年の世界経済はプラス成長へ戻るでしょう。治療
薬やワクチンが実用化に至れば、来年のコロナウイルス再流行も避けられそうです。金融市場が
重視するのは将来の見通しなので、今が悪くても１年後が良ければよいのです。
　第二に、過去に例をみない経済対策を、各国が果敢に打ち出していることです。特に米国の対
策は、財政出動、金融緩和とも、リーマンショック時を超える規模と迅速さです。
　多くの国の政府・中央銀行に共通する狙いは、①企業倒産を極力防止すること、②それでも勤め
先が倒産し失業した人などに対し、可能な限りの所得補助を行うこと、③医療崩壊を防ぐべく、
医療機関や研究機関に対し最大限のサポートを行うこと、の三点です。
　ただ、それらの政策のほとんどは、あくまでも時間稼ぎです。感染が収束せず、あるいは第２
の波に襲われ、ロックダウンが実施されたままでは、いずれ各国の財政資金も枯渇します。その
ため根本的に重要なのは、新規の感染動向やワクチン開発の成否です。

コロナショック後の世界
　いずれにせよ、コロナショックという衝撃は、人々の行動様式や世界の枠組みに対し、永続的な
影響を及ぼしそうです。それは、正しい選択がなされれば、良い変化につながります。
　身近な面では、働き方が変わるでしょう。日本の「働き方改革」は、これまで遅々としたもので
した。しかし今般、在宅勤務を否応なく行った人々は､「出社は当然」という思い込みを捨てたは



ずです。これは「脱・会社人間」へ向かうきっかけとなり得ます。
　世界の枠組みとしては、グローバル化の行方が注目されます。コロナウイルスの感染が瞬時に広
がったのは、グローバル化で国際的な人的交流が緊密になったからです。そのため、グローバル化
を忌避し、ナショナリズムに傾斜する人が増えるかもしれません。
　しかし逆に、グローバル化を一層推進すべき、との主張が勢いを増す可能性も十分にあります。
なぜならコロナショックの経験は、そのような問題を克服するにはグローバルな連携が不可欠、と
の認識を深めているからです（政府間の協力や研究機関の連携など)。
　選択されるのは、ナショナリズムではなく、さらなるグローバル化でしょうか。そうなれば、地
球の温暖化や発展途上国の貧困など国際連携を要するほかの問題への対処も、力強く後押しされる
でしょう。コロナショックを、そうした動きへ向かう契機にすべきです。

（2020年4月24日執筆)

 

 

 



執筆：株式会社帝国データバンク
大宮支店　情報部
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新型コロナウイルス感染症に対する埼玉県企業の意識調査（2020年 4月）

調査結果（要旨）

１．新型コロナウイルス感染症による自社の業績への影響、『マイナスの影響があ
る』と見込む企業は 89.8％。内訳をみると、「既にマイナスの影響がある」が
56.5％、「今後マイナスの影響がある」が 33.3％となった。

２．『マイナスの影響がある』を業界別にみると、『金融』と『不動産』がそれぞれ
100.0％。以下、『建設』（93.5％）、『卸売』（91.4％）、『サービス』（90.9％)､
『運輸・倉庫』（89.3％）、『製造』（86.8％）が続いた。

３．『プラスの影響がある』を業種別にみると、「飲食料品・飼料製造」が 21.4％
で最も高かった。次いで、「専門商品小売」（14.3％）や「化学製品製造」（8.7
％）、「鉄鋼・非鉄・鉱業製品卸売」（7.7％）、「運輸・倉庫」（7.1％）が続いた｡

４．自社が事業継続するうえで重要なことは、「従業員の健康管理」が 72.9％でト
ップとなった。以下、「従業員の雇用継続」（63.9％）、「事前（現時点）の資金
繰り計画」（61.9％）が続いた。他方、事業継続するうえで重要であるが対応
できていないことでは、「在宅勤務の推奨」が 35.3％で最も高かった。次いで、
「新規事業への挑戦」（23.4％）、「コスト削減」（19.5％）となった。

※調査期間は2020年4月16日～30日、調査対象は埼玉県内企業960社で、有効回答企業数は462社（回答率48.1％）。

■はじめに

　新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威をふるっている。日本でも感染拡大にともな
い、2020 年 4 月 7 日に 7 都府県を対象地域とした「緊急事態宣言」が発出。16 日には対
象地域を全国に拡大し、さらに、5 月に入って 4 日には宣言が延長された。その後、感染
者数の減少を受け 8 都道府県を除いて宣言が解除される運びとなったが、今なお国民の生
活および経済活動に大きな影響を及ぼしている。
　政府は過去最大規模の緊急経済対策を決定するなどしているものの、感染症収束の見通
しは立たず事態は長期戦の様相を呈しており、依然深刻な状況が続いている。
　帝国データバンク大宮支店は、新型コロナウイルス感染症に対する企業の見解について
調査を実施した。本調査は、TDB景気動向調査 2020 年 4 月調査とともに行った。

新型コロナウイルス、企業の89.8％で「業績にマイナス」
～ 事業の継続には従業員の健康や雇用が重要と認識 ～



　新型コロナウイルス感染症により自社の

業績にどのような影響があるか尋ねたとこ

ろ､『マイナスの影響がある』（｢既にマイ

ナスの影響がある」と「今後マイナスの影

響がある」の合計）と見込む企業は89.8％

と、約９割に達した。前回調査（2020年３

月、76.1％）と比較すると13.7ポイント、

前々回調査（2020年２月、64.6％）から

は25.2ポイント増加した。時間が経つにつ

れてより一層、業績への悪影響を実感して

いる様子がうかがえた。

　内訳をみると､「既にマイナスの影響が

ある」が56.5％（2020年

３月、41.5％)、｢今後マ

イナスの影響がある」

が33.3％（同34.5％）と

なった。既にマイナスの

影響を感じている企業は

増加傾向にあり、半数を

超えた。

　他方､「影響はない」と

する企業は4.3％（同11.7

％）だったほか､『プラス

の影響がある』（｢既にプラ

スの影響がある」と「今

後プラスの影響がある」の合計）と見込む企業は2.6％（同1.9％）となった。前々回調査か

ら比較すると「影響はない」や「分からない」とする企業が徐々に減少しており、新型コロ

ナウイルスにともなう悪影響が顕在化してきている。

　『マイナスの影響がある』企業を業界別にみると､『金融』と『不動産』がともに100.0％

となった。以下､『建設』（93.5％)､『卸売』（91.4％)､『サービス』（90.9％）が９割台とな

り､『運輸・倉庫』（89.3％)､『製造』（86.8％）が続いた。

1. 企業の約９割でマイナスの影響を見込む、前月よりさらに悪影響を実感
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　企業からは､「コロナ休暇（特別休暇）を年間20日増やし、社員を休ませる｣（金融)､「事

務所内に加湿器設置、次亜塩素酸水の活用｣（不動産)､「時差出勤および在宅勤務｣（製造)な

ど、従業員の働き方や感染防止への対策をあげる声が聞かれた。また､「４月21日からしば

らく休業し、生産調整をして雇用調整助成金の制度を利用する予定。今後、売り上げが前年

同月の半減以下になる可能性が大きいので、そうなれば経産省の持続化給付金も申請する」

（製造）や､「休業を要請されている業種ではないが、工場は稼働を完全停止している｣（製

造）といった意見もあり、事業を休止し、売り上げが大きく落ち込むことでマイナスの影響

を実感している企業も散見された。さらに､「荷物が減って影響が出てきている、仕事が薄く

なっている。雇用を守るためにももっと手厚い支援、融資だけでなく、助成金なども充実さ

せてほしい｣（運輸）という、行政や金融機関への支援を求める切実な声も多く聞かれた。

　他方、少数意見となった『プラスの

影響がある』と見込む企業を業種別に

みると､「飲食料品・飼料製造」が21.4

％で最も高く、次いで､「専門商品小売｣

（14.3％)､「化学品製造｣（8.7％)､「鉄

鋼・非鉄・鉱業製品卸売｣（7.7％)､「運

輸・倉庫｣（7.1％）が続いた。

　「倉庫での保管品がマスクなので、

従来よりも荷動きが活発になり、扱い

量とトラックの入出庫作業も大幅な増

加となった｣（運輸）というように、取

り扱い品の特需発生から、仕事量が増

えたという企業があったものの、全体

からみればごく一部に限られる。
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　新型コロナウイルス感染症に対して、自社が事業を継続するうえで重要なことを尋ねたと
ころ､「従業員の健康管理」が72.9％でトップとなった（複数回答、以下同)。以下､「従業
員の雇用継続｣（63.9％)､「事前（現時点）の資金繰り計画｣（61.9％)､「労働時間の変更｣
(39.6％)､「コスト削減｣（37.9％)､「在宅勤務の推奨｣（37.4％）が続いた。企業の多くが
事業の継続には、従業員の健康や雇用を重要と考えている様子が明らかとなった。
　他方、自社が事業を継続するうえで重要と考えながらも、対応できていないことを尋ねた
ところ､「在宅勤務の推奨」が35.3％で最も高かった。次いで､「新規事業への挑戦｣
(23.4％)､「コスト削減｣（19.5％)､「労働時間の変更｣（19.0％）が続いた｡「在宅勤務の推
奨」は事業の継続に37.4％の企業で重要と認識している一方で、それとほぼ同等の35.3％の
企業が対応できていないという結果となった。
　企業からは､「社員の感染リスク低減活動｣（建設)､「自社社員の感染が最も困ることなの
で、マスクや消毒の徹底をしている｣（卸売)､「うがい、手洗い、マスク、ウイルスバリア、
除菌、時差出勤、臨時休業などを行っている｣（建設）といった声があがった。また､「現在
は売り上げ確保よりも従業員の感染リスクを下げることを優先しており、時差出勤、テレ
ワーク、在宅勤務、休業など部署ごとに対応中｣（製造）という、業績以上に従業員の健康
管理を重くみている企業の意見も聞かれた。一方､「出社する人員を７割以上削減した｣（卸
売）という企業があった半面､「従業員は交替勤務としているが、とても７割減は無理」(製
造）といった声もあり、従業員の働き方に関しては難しい面があることもうかがえた。

2. 事業継続に重要なこと、「従業員の健康管理」が72.9％でトップ

【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
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