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Ⅰ．地域経済の「稼ぐ力」の向上に向けて 
 



Ⅰ．地域経済の「稼ぐ力」の向上に向けた問題意識① 
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 ＜地域の持続可能性の危機＞ 
 
1. 少子高齢化、人口減少の進展によって、早晩、地方部の一部において、「無居住化」や

「自治体の消滅」が進むおそれが指摘されるなど、地域の持続可能性は危機的状況に

ある。 
 

2. 将来の人口推計に加えて、国際競争力の低下や生産の海外移転の進展という現状を

考慮すると、地域の将来像は、更に深刻化するおそれがある。また、人口減少が著し

い地域では、医療・介護や小売・生活関連サービス等の縮小・撤退、行政サービスの非

効率化を招き、地域コミュニティの維持が困難になることも懸念される。 
 

3. 地方部の自治体には、公共事業への依存度が高く、自立的に「稼ぐ力」が必ずしも十

分でなかったところも存在。人口減少や国際競争の激化の中で、このまま地域の経済

が行き詰まれば、雇用や消費の減少・流出が加速し、地域経済の危機的状況に拍車

が掛かることとなる。 
 



Ⅰ．地域経済の「稼ぐ力」の向上に向けた問題意識② 
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 ＜地域経済の将来像の「見える化」＞ 

    こうした危機的な状況に対応していくためには、まずは、地域自らが、客観的な分析に

よって「見える化」される地域経済の厳しい先行きを直視し、相当の覚悟を持って、地域経

済の持続可能性確保に取り組んでいくことが必要不可欠。 
 
 ＜地域の「潜在力」＞ 

    地域は、高度な技術力を持ってグローバルに稼ぐ中堅・中小企業や、海外で高く評価さ

れ輸出を伸ばす農産品など、「潜在力」を有する。そうした地域の「潜在力」を「稼ぐ力」に結

び付けるとともに、医療・介護、小売・生活関連サービス、行政サービスの在り方を見直し、

効率化を進めることができれば、地域にも光明が見出される。 



 ＜国と地方の連携による対応＞ 

1. 地域の課題は、人口動態、強みのある産業や地域資源の所在状況等によって、大きく

異なる。しかしながら、これまでの国による地域政策は、それらを画一的に捉えた紋切

り型の施策が多く、自治体との連携、関係省庁間の協力の面でも、反省すべき点は少

なくない。国と地方が一体となって、地域固有の課題に向き合い、それぞれに即した処

方箋を導き出すことが求められる。 
 

2. 諸課題への対応は、一朝一夕に成果が上がるものではなく、官民の英知を結集して、

直ちに着手することが必要。アベノミクスによって経済が上向きとなっている今こそ、地

域経済の持続可能性確保に向けた総合的な取組を本格化するラストチャンスではな

いか。 

Ⅰ．地域経済の「稼ぐ力」の向上に向けた問題意識③ 
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Ⅱ．地域経済の分析及び中長期の課題解決 
 

１．地域経済の持続可能性確保に向けた 
基本的な考え方 



１．地域経済の持続可能性確保に向けた基本的な考え方 
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 ＜地域レベルでの連携＞ 
 
1. 「地域」は、東京、大阪及び名古屋の三大都市圏、地域の拠点都市が属する経済圏、そして、そ

れらの周辺に存在する中・小規模の経済圏という、階層で構成される。三大都市圏には我が国

経済全体を、地域の拠点都市が属する経済圏には当該地域の経済を、それぞれ牽引していくこ

とが期待される。 
 

2. 地域の課題解決のためには、各経済圏及びそれを構成する自治体が、人口動態、強みのある

産業や地域資源の所在状況等に応じて、それぞれに期待される役割を意識しながら、産業活性

化、観光振興、医療・介護、インフラの整備・更新など、それぞれの政策課題ごとに、適切な連携

やネットワークの形成を進めていくことが必要。 
 

 ＜国と地方の連携＞ 
 
    地域レベルの連携の取組に加え、国と地方は、地域経済の将来像や課題解決に向けたプランを

共有しながら、共同歩調で、取組を推進していくことが必要。その際には、経済産業政策、社会保障

政策、国土政策等の分野を通じて横断的な検討を行った上で、関係省庁の連携の下、各政策課題

について、一体的かつ整合的な議論を行うべきではないか。 



◇今後20年を視野に置いたプランの設計 
 人口減少問題には、長期的かつ総合的な対応が不可欠である。このため、例えば 20 年間

程度を視野においた「長期ビジョン」を策定し、それに基づき、子育て支援だけでなく、産業・

雇用、国土形成、住宅、地方制度など総合的な取組を内容とする「総合戦略」を推進してい

くことが適当である。  
  
◇国の取組―「総合戦略本部」設置と調査分析体制強化 
  ○ 内閣に「総合戦略本部」を設置する。  

 上記の「長期ビジョン」と「総合戦略」の策定のためには、内閣に「総合戦略本部」を設置し、

各分野にわたる官民の英知を結集することが必要である。  
  
  ○ 行政の「縦割り」を排除した総合的対応が重要となる。  

 地方が長期ビジョンや総合戦略を策定するにあたっては、各分野の計画策定（例えば、「国

土形成計画（広域地方計画）」や「医療計画」、「介護保険事業計画」等）が「縦割り」となって

いるため、作業が錯綜し統合性を欠いた対応となるおそれがある。国は、こうした点も十分

配慮し、総合戦略本部を中心に関係省庁が一体となって、地域の社会経済構造の再編に

向けた取組を支援すべきである。 

成長を続ける21世紀のために「ストップ少子化・地方元気戦略」（抄） 
（2014年5月8日 日本創成会議・人口減少問題検討分科会）  
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Ⅱ．地域経済の分析及び中長期の課題解決 
 

２．地域経済の分析 



２．地域経済の分析 
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 ＜地域経済の将来像の「見える化」＞ 
 
    地域の持続可能性を確保するためには、地域自らが主体的に、課題解決の方策を検討

することが必要。その前提として、一定の単位に括った「地域」の将来像を「見える化」し、自

治体、住民、企業等が一体となって、自らの地域の先行きを客観的かつ簡便に分析できる

手法を提示。 
 

 ＜住民の日常生活と密接に関わる経済圏の設定＞ 
 
1. 今般、全国を243の経済圏に分け、一定の仮定の下、2030年を視野に入れ、人口動態、

経済動向、産業・就業構造の変化等に関し、個別に分析することとした。分析の単位と

しては、自治体の範囲という「行政の線引き」に囚われず、住民の日常生活と密接に関

わる通勤・就労の実態に着目し、複数の隣接する市町村で構成する経済圏の枠組みを

採用。 
 

2. 経済圏の内訳としては、三大都市圏（３経済圏）のほか、政令指定市や多くの県庁所在

地等の地域の拠点都市が属する「人口500万人－100万人」（14経済圏）や「同100万人

－40万人」（35経済圏）、「同40万人－20万人」（40経済圏）、「同20万人－10万人」（66経
済圏）、「同10万人未満」（85経済圏）という６つの階層で、きめ細かい分析を行った。 
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 地域の経済は、単独の市町村の中で完結しておらず、例えば、中心市に周辺市町村の住民が通勤するなど、複数の隣接する市町
村が一体となって、一つの経済圏を構成している。 

 今回の分析では、分析単位として、全国243ブロックからなる「都市雇用圏」（※）の考え方を採用。 
 経済圏は、全国243箇所。これらは、全体で、総人口の94.9％（2010年「国勢調査」ベース）、就業者数の95.6%（同）、名目GDPの

96.7%（2012年「経済センサス」ベース）、全市町村の72.9%（1,260/1,728（2010年））をカバー。 

＜全国の経済圏＞ 

注：都道府県を越えた経済圏も存在するため、都道府県名と経済圏は、完全に対応しない場合もある。 
  人口推計が示されていない福島県の6経済圏は、試算を行っていない。 

地域 経済圏 

北海道 
札幌、函館、旭川、室蘭、釧路、帯広、北見、岩見沢、網走、留萌、苫小牧、稚内、美唄、紋別、
士別、名寄、根室、千歳、滝川、深川、富良野、倶知安、岩内、美幌、遠軽、新日高、中標津
（27経済圏） 

東北 

＜青森＞青森、弘前、八戸、五所川原、十和田、三沢、むつ 
＜岩手＞盛岡、宮古、北上、一関、釜石、奥州 
＜宮城＞仙台、石巻、気仙沼、白石、大崎 
＜秋田＞秋田、能代、横手、大館、湯沢、由利本荘、大仙 
＜山形＞山形、米沢、鶴岡、酒田、新庄、長井 
＜福島＞福島、会津若松、郡山、いわき、白河、南相馬（37経済圏） 

北関東 

＜茨城＞水戸、日立、古河、常総、つくば、筑西、神栖 
＜栃木＞宇都宮、栃木、佐野、小山、那須塩原 
＜群馬＞前橋、桐生、太田、沼田、館林 
＜埼玉＞秩父、本庄（19経済圏） 

南関東 
＜千葉＞館山、成田 
＜神奈川＞小田原 
＜山梨＞甲府、富士吉田（5経済圏） 

東京 東京特別区（1経済圏） 

北陸 
信越 

＜新潟＞新潟、長岡、三条、柏崎、十日町、村上、燕、糸魚川、上越 
＜富山＞富山、高岡、魚津 
＜石川＞金沢、七尾、小松、輪島 
＜福井＞福井、敦賀、小浜 
＜長野＞長野、松本、上田、岡谷、飯田、諏訪、伊那、佐久（27経済圏） 

東海 

＜岐阜＞岐阜、大垣、高山、関 
＜静岡＞静岡、浜松、沼津、熱海、伊東、島田、富士、掛川、御殿場 
＜愛知＞名古屋、豊橋、岡崎、半田、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡 
＜三重＞津、四日市、伊勢、尾鷲、伊賀（28経済圏） 

近畿 

＜滋賀＞彦根、長浜、近江八幡、守山、甲賀、野洲、東近江 
＜京都＞京都、福知山、舞鶴 
＜大阪＞大阪 
＜兵庫＞神戸、姫路、洲本、富岡、赤穂、西脇、小野 
＜奈良＞五條 
＜和歌山＞和歌山、田辺、新宮（22経済圏） 

中国 

＜鳥取＞鳥取、米子、倉吉 
＜島根＞松江、浜田、出雲、益田 
＜岡山＞岡山、津山 
＜広島＞広島、呉、三原、尾道、福山、三次、東広島 
＜山口＞下関、宇部、山口、萩、岩国、周南（22経済圏） 

四国 

＜徳島＞徳島 
＜香川＞高松、観音寺 
＜愛媛＞松山、今治、宇和島、八幡、新居浜、西条、四国中央 
＜高知＞高知、四万十（12経済圏） 

九州 

＜福岡＞北九州、福岡、大牟田、久留米、飯塚、田川、柳川 
＜佐賀＞佐賀、唐津、鳥栖、伊万里 
＜長崎＞長崎、佐世保、島原、五島 
＜熊本＞熊本、八代、人吉、水俣、玉名、山鹿、天草 
＜大分＞大分、中津、日田、佐伯 
＜宮崎＞宮崎、都城、延岡、日南、日向 
＜鹿児島＞鹿児島、鹿屋、枕崎、薩摩川内、霧島、奄美 
＜沖縄＞那覇、石垣、名護、沖縄、宮古島、読谷（43経済圏） 

3大都市圏 
（500万人以上） 3ヵ所 

500万人-100万人 14ヵ所 

100万人-40万人 35ヵ所 

40万人-20万人 40ヵ所 

20万人-10万人 66ヵ所 

10万人未満 85ヵ所 

合計 243ヵ所 

分析単位とする「経済圏」 

（※）「日本の都市雇用圏設定基準」（金本良嗣・徳岡一幸『応用地域学研究』No.7, 1-15,(2002)）による。 
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 地域経済は、「三大都市圏」、「地域の拠点都市が属する経済圏」及び「周辺地域に所在する経済圏」の階層で構成されている。 
 今回の分析では、地域の課題と対応策をきめ細かく検討するため、 「地域の拠点都市が属する経済圏」及び「周辺地域に所在する

経済圏」について、人口規模でそれぞれを分割し、全体として6つの階層に区分した上で、人口動態、経済動向、産業・就業構造等の
変化を試算することとした。 

地域経済の階層と「経済圏」の関係 

＜地域経済の階層＞ 

地域の拠点都市が 
属する経済圏 

（大・中規模経済圏） 

三大都市圏 

周辺地域に所在する経済圏 

（小規模経済圏） 

（3経済圏） 

人口500-100万人の 
     経済圏（14経済圏） 

人口100-40万人の 
  経済圏（35経済圏） 

人口40-20万人の 
  経済圏（40経済圏） 

人口20-10万人の 
  経済圏（66経済圏） 

人口10万人 
 未満の経済圏 
  （85経済圏） 
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経済圏数 人口(2010年) 人口(2030年) 実質GDP(2012年) 実質GDP(2030年) 

三大 500-100 100-40 40-20 20-10 10未満 ■三大都市圏  ■地域の拠点都市が属する経済圏  ■周辺地域に所在する経済圏 
 

経済圏の 
規模 

経済圏数 
人口 実質GDP 

2010年 2030年 2012年 2030年 
三大 

都市圏 
3(1.3%) 43.5% 45.3% 53.8% 57.1% 

500-100万人 
経済圏 

14(5.9%) 18.7% 19.0% 16.8% 15.6% 

100-40万人 
経済圏 

33(13.9%) 16.8% 16.5% 13.9% 13.3% 

40-20万人 
経済圏 

38(16.0%) 8.8% 8.2% 6.7% 6.0% 

20-10万人 
経済圏 

65(27.4%) 7.9% 7.2% 6.0% 5.7% 

10万人未満 
経済圏 

84(35.4%) 4.3% 3.7% 2.7% 2.3% 

注：経済圏外の地域及び試算を行っていない福島県の6経済圏は、比率にカウントしていない。 

出所：総務省「国勢調査」（2010年）、総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」（2012年）、総務省「就業構造基本調査」、RIETI「都道府県別産業生産性データベース」及びJILPT「労働力需給の推計」（2013年度）から推計。 



 



 



Ⅲ．地域経済の持続可能性確保に向けた政策対応 
 

１．人口動態に応じた政策対応 



１．人口動態に応じた政策対応（1/4） 
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1. 2030年にかけては、三大都市圏や地域の拠点都市が属する経済圏を含め、大半の経

済圏（228/237）において、人口が減少。周辺地域の小規模な経済圏ほど、減少幅が大

きく、人口が3割以上減少する経済圏（11/237）も存在。 
 

2. 人口の減少パターンは、経済圏によって異なる。多くの経済圏（200/237）では、「生産年

齢人口減少・高齢者人口増加」となる一方で、周辺地域の小規模な経済圏では、「生産

年齢人口、高齢者人口ともに減少」（36/237）となるところも存在。 
 

3. その背景としては、①少子高齢化の進展、②周辺地域から、三大都市圏や地域の拠点

都市が属する経済圏への人口移動、③人口移動が収束し、高齢者人口比率が高くなっ

た経済圏において、高齢者自体が減少していることが考えられる。 



人口年平均変化率(2010-2030)

(％)

 0.0
-0.4
-0.8
-1.2
-1.6
-2.0
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 2030年にかけて、大半の経済圏（228/237）は、人口が減少。72（32.9％）の経済圏は、2割以上減少。 
 人口は、小規模な経済圏ほど大きく減少。人口規模10万人以下の経済圏では、ほとんどの経済圏（81/84）で人口

減少が進行。 

区分(%) 
経済圏数 
(構成比) 

～0 9(3.8%) 

0～▲0.4 28(11.8%) 

▲0.4～▲0.8 68(28.7%) 

▲0.8～▲1.2 73(30.8%) 

▲1.2～▲1.6 40(16.9%) 

▲1.6～ 19(8%) 

総人口 年平均変化率 
（2010-2030） 

▲40.0%  

▲30.0%  

▲20.0%  

▲10.0%  

0.0%

10.0%

20.0%

三大 500-100 100-40 40-20 20-10 10未満 

＜各経済圏の人口動態（2010-2030）＞ 
（％） 

▲20.6 

▲8.3% 

▲3.0% 

▲12.5% 

+0.8% 

▲19.1% 

+2.3% 

▲23.2% 

+3.0% 

▲27.2% 

+5.3% 

▲34.3% 

+11.6% 

大阪 

▲5.0% 
▲7.1% 

▲9.8% 

▲13.8% 
▲16.0% 

東京特別区 

北九州 

福岡 

秋田 

那覇 

釧路 

刈谷 

五所川原 

安城 

輪島 

守山 

（万人） 

（※）全経済圏の単純平均は▲15.7%。 

経済圏 分類 人口変化率 
人口規模 

2010年 2030年 

守山 10万人未満 11.6% 76,560 85,406 

安城 20万-10万人 5.3% 178,692 188,074 

石垣 10万人未満 4.2% 46,925 48,878 

刈谷 40万-20万人 3.0% 258,206 265,960 

那覇 100万-40万人 2.3% 803,248 821,942 

＜人口増加率上位５経済圏＞ 

＜人口減少率上位５経済圏＞ 
経済圏 分類 人口変化率 

人口規模 

2010年 2030年 

輪島 10万人未満 ▲34.3% 29,857 19,617 

釜石 10万人未満 ▲33.8% 54,851 36,334 

美唄 10万人未満 ▲33.7% 26,032 17,257 

五島 10万人未満 ▲32.3% 40,621 27,498 

尾鷲 10万人未満 ▲32.0% 38,638 26,286 

注：全経済圏の年平均変化率（加重平均）は▲0.4%。 
注：上記のうち、人口規模10万人以下の経済圏は守山（滋賀県）と石垣（沖縄県）のみ。 出所：総務省「国勢調査」（2010年）、国立社会保障・人口問題研究所「将来人口推計」 （2013年3月）から作成。 

人口動態と人口増減のばらつき 



生産年齢人口増・高齢者増

0.4％（1）

生産年齢人口減・高齢者増

84.4％（200）

生産年齢人口減・高齢者減

15.2％（36）
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生産年齢人口及び高齢者の増減（2010年-2030年） 

 大半の経済圏（236/237）において、生産年齢人口は減少。8割超の経済圏は、「生産年齢人口減・高齢者増」となる。 

 周辺地域に所在する一部の経済圏では、高齢者も減少。36の経済圏が、「生産年齢人口減・高齢者減」となる。 

〈パターン別構成比〉 

出所：総務省「国勢調査」（2010年）、国立社会保障・人口問題研究所「将来人口推計」 （2013年3月）から作成。 





１．人口動態に応じた政策対応（2/4） 
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1. 足下で人口流入が見られるのは、三大都市圏以外では、札幌、仙台、福岡など、一部の

地域に限られる。人口流出の防波堤になることが期待される地域の拠点都市が属する

経済圏においても、人口減少が見られることには留意が必要。 
 

2. 人口流入が大きい東京を始めとする都市部では、総じて出生率が低い。比較的出生率

が高い地方部から三大都市圏への若年者の流出が続けば、地域における人口の「再生

産」が困難となるとともに、我が国全体で見ても、人口減少に歯止めがかからなくなるこ

とが懸念される。 
 

3. 地域経済を支える人材を確保し、その持続可能性を確保するため、そして、地域レベル・

全国レベルの出生率の改善を図るためには、①地方部の経済圏からの若年者流出に

歯止めをかけるとともに、②三大都市圏等の経済圏から、地方部の経済圏へのＵター

ン・Ｉターンを増加させる必要があるのではないか。 



  北海道 東北 関東 甲信越 中部 近畿 中国・四国 九州・沖縄 

三大             
東京 
特別区 

933,321  2.8%       名古屋 84,608  1.6% 大阪 45,233  0.4%             

                                                  

500-100 札幌 42,590  1.8% 仙台 12,513  0.8%                   神戸 20,394  0.9%       福岡 73,550  3.1% 

                                            熊本 9,715  0.9% 

                                                  

100-40             つくば 16,733  2.2% 松本 5,611  1.24% 四日市 12,194  2.0%                   

                          岡崎 6,916  1.8%                   

                          豊田 5,341  1.2%                   

                                                  

40-20 千歳 2,336  1.4%       小山 2,833  1.4%       刈谷 3,582  1.5%                   

                          半田 3,328  1.6%                   

                                                  

20-10                         安城 4,670  2.8%             鳥栖 4,101  3.7% 

                          西尾 3,151  2.0%                   

                                                  

10万未満                         熱海 1,048  2.5% 守山 4,589  6.4%       読谷 599  1.6% 

                          伊東 1,275  1.3%             石垣 591  1.3% 

                                                  

経済圏の人口の流入（2005年-2012年） 
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注：人口純流出入数＝人口増減数-（出生数-死亡数） 
出所：総務省「住民基本台帳人口要覧」から作成。 

札幌へ集中 仙台へ集中 東京へ集中 

大阪・神戸
に集中 

福岡・熊本
に集中 

名古屋へ集中 

 各ブロックでは、三大都市圏や政令指定市が属する大規模な経済圏に人口が流入。 
 一般に、小規模な経済圏では、人口の流入する経済圏は少ない。他方、中部ブロックでは、小規模な経済圏を含

め、人口が流入する経済圏が存在。 

※人数は、2012年と2005年の実数の差。変化率は、7年間の変化幅。 

人口が流入する主な経済圏 



  北海道 東北 関東 甲信越 中部 近畿 中国・四国 九州・沖縄 

三大                                                 

                                                  

500-100                                                 

                                                  

100-40       秋田 ▲7,385  ▲1.7%       福井 ▲7,801  ▲1.2%       和歌山 ▲6,107  ▲1.0% 徳島 ▲5,435  ▲0.8% 長崎 ▲12,896  ▲1.6% 

        盛岡 ▲4,511  ▲0.9%       長野 ▲5,353  ▲0.9%             高知 ▲6,567  ▲1.2% 久留米 ▲7,276  ▲1.4% 

                                                  

40-20 函館 ▲7,752  ▲2.1% 八戸 ▲9,778  ▲2.8% 日立 ▲10,593  ▲2.8% 高岡 ▲6,109  ▲1.6%             呉 ▲6,117  ▲2.4% 佐世保 ▲7,518  ▲2.4% 

  釧路 ▲11,057  ▲4.8% 青森 ▲9,491  ▲2.8%       上越 ▲4,200  ▲1.7%             鳥取 ▲5,510  ▲2.2% 下関 ▲5,305  ▲1.8% 

        弘前 ▲6,052  ▲1.9%       小松 ▲2,081  ▲0.9%             宇部 ▲3,305  ▲1.4% 大牟田 ▲7,358  ▲2.8% 

        石巻 ▲13,254  ▲5.9%                         米子 ▲1,778  ▲0.7%       

        大崎 ▲2,793  ▲1.3%                                     

                                                  

20-10 岩見沢 ▲2,688  ▲2.5% 米沢 ▲4,626  ▲2.7% 桐生 ▲4,670  ▲2.6% 三条 ▲3,213  ▲2.3% 伊賀 ▲4,262  ▲2.2% 長浜 ▲1,125  ▲0.7% 岩国 ▲4,028  ▲2.5% 飯塚 ▲5,253  ▲2.6% 

  室蘭 ▲2,558  ▲1.3% 酒田 ▲4,907  ▲3.1% 筑西 ▲5,153  ▲3.1% 飯田 ▲2,174  ▲1.3% 田辺 ▲3,667  ▲2.5%       倉吉 ▲2,617  ▲2.3% 薩摩川内 ▲4,249  ▲2.6% 

        大仙 ▲3,472  ▲2.3% 秩父 ▲3,920  ▲3.4% 諏訪 ▲936  ▲0.7% 高山 ▲3,152  ▲2.5%       宇和島 ▲3,962  ▲3.6% 八代 ▲3,586  ▲2.4% 

        一関 ▲3,513  ▲2.4% 栃木 ▲1,354  ▲0.9%       島田 ▲1,381  ▲1.2%       尾道 ▲2,029  ▲1.3% 田川 ▲3,972  ▲2.7% 

        五所川原 ▲5,378  ▲4.0%                         観音寺 ▲1,885  ▲1.4% 唐津 ▲3,662  ▲2.6% 

        由利本荘 ▲3,038  ▲2.5%                         福知山 ▲1,617  ▲1.3% 延岡 ▲4,200  ▲3.0% 

        横手 ▲2,615  ▲2.4%                                     

                                                  

10万未満 滝川 ▲4,157  ▲4.6% 十和田 ▲2,472  ▲2.5% 沼田 ▲3,794  ▲3.9% 七尾 ▲3,063  ▲3.7% 尾鷲 ▲2,109  ▲4.9% 舞鶴 ▲3,184  ▲3.1% 浜田 ▲2,523  ▲2.8% 島原 ▲4,240  ▲4.0% 

  網走 ▲1,821  ▲4.5% 能代 ▲3,375  ▲3.4%       岡谷 ▲2,338  ▲3.0%       西脇 ▲2,216  ▲3.2% 豊岡 ▲2,891  ▲3.2% 天草 ▲5,374  ▲5.0% 

  稚内 ▲2,996  ▲7.2% 新庄 ▲4,478  ▲4.9%       村上 ▲2,338  ▲3.0%       新宮 ▲2,359  ▲3.4% 益田 ▲2,376  ▲3.8% 人吉 ▲4,714  ▲4.7% 

  留萌 ▲3,395  ▲9.2% 大館 ▲2,090  ▲2.5%       十日町 ▲2,682  ▲3.6%       八幡 ▲2,759  ▲5.0% 三次 ▲1,431  ▲2.4% 佐伯 ▲2,459  ▲3.0% 

  新日高 ▲1,947  ▲5.8% 宮古 ▲4,883  ▲5.8%       湯沢 ▲2,969  ▲4.0%       五條 ▲2,387  ▲6.3% 四万十 ▲1,408  ▲2.6% 柳川 ▲2,668  ▲3.5% 

  名寄 ▲1,215  ▲3.9% 気仙沼 ▲5,348  ▲6.8%       小浜 ▲1,335  ▲2.3%                   日田 ▲2,597  ▲3.4% 

  深川 ▲1,724  ▲5.3% むつ ▲3,182  ▲4.1%       糸魚川 ▲1,448  ▲2.9%                   山鹿 ▲1,698  ▲2.4% 

  富良野 ▲992  ▲3.2% 釜石 ▲4,729  ▲7.8%       輪島 ▲1,640  ▲4.7%                   日南 ▲2,022  ▲3.2% 

  根室 ▲2,066  ▲6.5% 長井 ▲1,659  ▲2.9%                               萩 ▲2,323  ▲3.7% 

  美唄 ▲2,231  ▲7.7% 白石 ▲1,504  ▲2.8%                               奄美 ▲2,577  ▲4.5% 

  士別 ▲1,632  ▲5.9% 三沢 ▲2,216  ▲5.1%                               五島 ▲3,077  ▲6.7% 

  紋別 ▲1,487  ▲5.6%                                     水俣 ▲1,442  ▲4.1% 

  岩内 ▲1,560  ▲5.9%                                     枕崎 ▲817  ▲3.2% 

  美幌 ▲1,111  ▲4.8%                                           

  倶知安 ▲568  ▲2.8%                                           

  遠軽 ▲1,320  ▲5.6%                                           

※人数は、2012年と2005年の実数の差。変化率は、7年間の変化幅。 

経済圏の人口の流出（2005年-2012年） 
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 中規模又は小規模な経済圏では、地域の拠点都市が属する経済圏を含め、多くの経済圏で人口が流出。 
 他方、関東及び中部ブロックでは、人口が流出した経済圏は、限定的。 

注：人口純流出入数＝人口増減数-（出生数-死亡数） 
出所：総務省「住民基本台帳人口要覧」から作成。 

人口が流出する主な経済圏 



合計特殊出生率(2012)

(％)

1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
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 都道府県別に見ると、合計特殊出生率には大きな地域差がある。 
 東京は、1.09と最低水準である一方、九州では、1.6を越える県も存在し、沖縄では1.9となっている。 

出所：厚生労働省「人口動態調査」（2013年） 

都道府県別の出生率 

＜合計特殊出生率（2012）＞ 

都道府県 
合計特殊 
出生率 

北海道 1.26 

青森 1.36 

岩手 1.44 

宮城 1.30 

秋田 1.37 

山形 1.44 

福島 1.41 

茨城 1.41 

栃木 1.43 

群馬 1.39 

埼玉 1.29 

千葉 1.31 

東京都 1.09 

神奈川 1.30 

新潟 1.43 

富山 1.42 

石川 1.47 

福井 1.60 

山梨 1.43 

長野 1.51 

岐阜 1.45 

静岡 1.52 

愛知 1.46 

三重 1.47 

都道府県 
合計特殊 
出生率 

滋賀 1.53 

京都 1.23 

大阪 1.31 

兵庫 1.40 

奈良 1.32 

和歌山 1.53 

鳥取 1.57 

島根 1.68 

岡山 1.47 

広島 1.54 

山口 1.52 

徳島 1.44 

香川 1.56 

愛媛 1.52 

高知 1.43 

福岡 1.43 

佐賀 1.61 

長崎 1.63 

熊本 1.62 

大分 1.53 

宮崎 1.67 

鹿児島 1.64 

沖縄 1.90 

全国 1.41 



１．人口動態に応じた政策対応（3/4） 
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1. 最近の東京の人口の流出入は、年間7万人超の転入超。総じて見れば、若年者は流

入超、シニア世代は流出超となっている。 
 

2. 東京への若年者の流入は、大学への就学時又は就職時に当たる年齢階層が多い。地

方部において、若年者が希望する「大学教育」及び「雇用」の機会が十分に確保されて

おらず、流出の大きな要因になっていることが示唆される。 
 

3. 東京からのシニア世代の流出は、定年退職時に当たる年齢階層が多い。退職を機に

出身地に戻るなど、良好な生活環境の中で、「第二の人生」を過ごしたいというニーズ

が大きいことが一因となっていると考えられる。 



10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

30 

東京都の人口の流出入 
 東京都の直近の流出入を見ると、7万人強の転入超。 
 大学進学時又は高校卒業後の就職時を含む「15～19歳」の階層、大学卒業後の就職時を含む「20～24歳」の階層等

が、転入超となる一方で、多くの者が定年を迎える「60～64歳」の階層を始め、シニア世代の階層は、転出超となって
いる。 

注：転入超過数＝転入者数（他の市区町村又は国外から転入し、住民票に記載された者の数 ）－転出者数（他の市区町村又は国外に転出し、住民票を消除された者の数） 
出所：総務省「住民基本台帳人口要覧」から作成。 

〈転入出の純増減数（2013年度）〉 

▲ 4,000 

▲ 3,000 

▲ 2,000 

▲ 1,000 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

（歳） 

（人） 

20～24歳は 
4万人強の転入超 



地方部からの人口流出の背景 

＜大学の志望校検討時の地元選択志向＞ ＜地元就職を希望しない理由（2014年3月大学卒業予定者）＞ 

出所：株式会社マイナビ「2014年卒マイナビ大学生Uターン・地元就職に関する調査」より作成。 
注：卒業した高校の都道府県と進学した大学の都道府県が一致＝地元、不一致＝地元外。 
     また、複数回答有のアンケートにて集計。 
 
 
 

＜大学の志望校検討時の重視項目（トップ５構成比）＞ 

60.8%

34.6%

8.3%

29.9%

30.9%

35.5%

大都市圏

大都市圏以外

地元に残りたい 地元を離れたい その他

 

 大学進学に当たり、地方部の学生は、「地元を離れたい」とする者が多い。また、志望校検討時に、「自宅から通え
ること」は、それ程重視されていない。 

 大学卒業時の就職に当たり、地元での就職を希望しない者は、「希望する企業がないから」という理由を挙げる者
が、最も多い。 

31 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

親元から離れたいから

地元に友人がいないから

地元以外に彼（彼女）がいるから

給料が安そうだから

都会の方が便利だから

大手企業がないから

志望する企業がないから

地域にとらわれず働きたいから

希望する仕事やスキルを身につけることができないから

地元の風土が好きではないから

29.9% 19.0% 18.6% 16.3% 16.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学びたい学部・学科・コースがあること 校風や雰囲気が良いこと

自分の興味や可能性が広げられること 就職に有利であること

自宅から通えること

出所：「進学センサス2013」リクルート進学総研調べより作成 。 
注：大都市圏：東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫の合計。 
    大都市圏以外：上記以外の合計。 
 
 



 



１．人口動態に応じた政策対応（4/4） 

33 

1. 地方部では、地域の拠点都市が属する経済圏を中心として、教育及び雇用に関し、以
下のような取組が求められるのではないか。 

 
   ① キャパシティに余裕が生ずる教育インフラを活用しながら、例えば、地域に強みの

ある産業と密着した特色ある教育コンテンツを提供するなど、若年者にとって魅力あ
る教育環境を整備する。 

 
   ② 地域が強みを持つ産業の活性化を通じて、雇用の「量」の維持・拡大に努めるとと

もに、若年者の不本意非正規を減らし、雇用の「質」の改善を進めることによって、
若年者が、安心して家庭を持ち、子育てができる環境を整備する。 

 
2. 都市部在住者のＵターン・Ｉターンや、地方部への生活拠点の分散を促すことも有益。

良好な生活環境等をPRし、若年者を含めた移住の促進に取り組む事例も存在。官民
が連携し、地方への移住・回帰の動きを後押しするべきではないか。 
 

3. 住宅、子育て・教育、医療・介護等を含む地方部の「生涯生活コスト」を「見える化」し、
若年者やシニア世代が地方部で生活することのメリットの発信を行うべきではないか。 



都市部から地方部への人口移動に関する取組 

 
○ ＪＲ東日本は、鉄道事業と連携した沿線開発の一環として、
宅地・戸建て住宅分譲事業を展開。 

 

○ ①ファミリー層の自宅（新幹線等で東京へ通勤）、②週末
や休日の別荘、③定年後の定住先など、様々なニーズに
応えつつ、地方への移住・二地域居住を促している。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：東日本旅客鉄道ホームページ 

良好な住環境を提案する宅地造成 

びゅうヴェルジェ安中榛名（群馬県安中市） 
東京から最短59分。600 
区画（平均100坪）が造成 
され、医療施設等の必要 
な都市機能は車で15分 
圏内に完備。 

びゅうフォレスト喜連川（栃木県喜連川市） 
東京から最短83分、 
最寄り駅から車で25分。 
なだらかな丘に整備され 
た、温泉付住宅地。 

パストラルびゅう桂台（山梨県大月市） 
新宿から最短75分、最寄り 
駅から徒歩5分。利便も自 
然も手に入る、「とかいなか 
」が魅力。 

 
○ 徳島県神山町は、人口6,000人、高齢 
 化率46％の中山間地域であるが、2010年 
 以降、ＩＴや映像関係ベンチャーの移転が 
 続いている。 
 
○ 町は、IT環境等のインフラを整備するだけでなく、町に必

要な業種の起業家を募集し、古民家をサテライトオフィスと
して提供。クリエイティブな若い人材の移住が促進され、店
舗や施設の開設も相次いでいる。      出所：イン神山ホームページ                    

ＮＰＯ法人による若年者の地域移住の支援 

 
○ 長野県安曇野市は、北アルプスの玄関口として古くから
登山者の来訪を受け入れてきたが、東京からの移住先とし
て安曇野での暮らしを描いた、NHK連続テレビ小説「おひさ

ま」の放映によってその認知度が増したことで、観光客数が
急増している（前年比30％増）。 

 
○ 市では、これを契機として、2013年に 
 観光振興ビジョンを策定し、これまでの 
 通過型観光地から滞在型観光地へ、 
 さらに、リピート客の獲得・移住希望者 
 の拡大を目指している。 
 
出所：安曇野市ホームページ、安曇野市観光協会ホームページ 

ブームを契機とした新たな流入促進の取組 

 
○ NPO法人ETIC.は、東京の若者と地方の中小企業等がとも

に知恵を出しながら、地域の可能性に挑戦する地域イノ
ベーター留学を実施。 

 

○ 参加者は東京に住みながら、夏休みなどを利用して、プロ
グラムに参加（合計340人）。修了後、UIターンで移住する人
や、引き続き地域に通う人が生まれている（UIターン28人、
継続実施20人）。 

 

○ プログラムは地域の魅力を発信する「地域仕掛け人」が
企画。ETIC. は仕掛け人に 

 なりたい人を育成するプロ 
 グラムも実施。 
 
出所：NPO法人ETIC. ホームページ 

地域の中小企業と都会の若者とのマッチング 
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【主な施策のアイデア】 

 

① 地域の強みに応じた教育カリキュラムの見直し等を行う地方大学等の支援 

  地域が強みを持つ産業が必要とする人材を育成するために、カリキュラム、体制等

の見直しを行い、他地域から学生を呼び込み、その地域への定着を促す取組を行う地

方大学等に対し、助成金、運営費交付金の重点配分を行う。 

② 地域の産業、コミュニティと一体となった教育の推進 

  自治体による教育内容の裁量の範囲を拡大し、地域の職業高校の運営について、

地域が強みを持つ産業やコミュニティのニーズを反映させる。 

③ 地域のコンソーシアムによる人材育成の推進 
  地域の企業や団体が連携して、今まで単独では実施不可能であった魅力ある研修

機会や多様な業務経験・キャリアパスを社員に提供することで、大企業同様に若年者

がキャリアアップでき、生産性や定着率を向上させられる環境を整備する。  
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【主な施策のアイデア】 

④ 地域の中小企業と都会の人材とのマッチングの推進 

  地域の中小企業のニーズの把握から、ニーズに合う人材の開拓、インターンシップ、

移住の支援まで一貫して行う「地域人材バンク」を設立する。コーディネーターを設置し

て、地域の支援機関、大学、NPO法人等と連携して、持続的な運営体制を構築する。 

⑤ 生涯生活コストの比較・評価を通じた地域の暮らしやすさの「見える化」 
  地域間の所得や物価水準の違いを考慮した実質的な負担の形で、住宅、子育て・教

育等を含む「生涯生活コスト」を数値化し、比較する分析の枠組みを提示する。 

  



 



Ⅲ．地域経済の持続可能性確保に向けた政策対応 
 

２．地域の産業・就業構造に応じた政策対応 



２．地域の産業・就業構造に応じた政策対応（1/3） 
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1. 人口減少下では、就業人口の減少に伴い、2030年にかけて、大半の経済圏（215/237）
がマイナス成長となる可能性あり。仮に、2030年まで、最近の生産性向上が続くと仮定

した場合でも、半数弱の経済圏はマイナス成長となる。 

 

2. 今後、地域経済の持続可能性を確保するためには、規模の大小を問わず、生産性を

高めることが必要。小規模な経済圏では、成長のばらつきが大きく、従来以上の生産

性の向上がなければ、4割の経済圏がマイナス成長となる。 

 

3. 生産性を高めるためには、それぞれの経済圏が、地域の産業・就業構造の特性を踏ま

え、以下の取組を強力に進めることが必要。 

   ① 海外を含め、経済圏の域外の需要を取り込むこと。 

   ② 事業運営の効率化を図ること。  

   ③ 地域において、産業・企業の新陳代謝を活発化すること。 
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経済圏の実質成長率① 

 生産性の向上がなければ、大規模な経済圏を含め、総じてマイナス成長となる。 
 生産性の変化を勘案すると、小規模な経済圏を含め、プラス成長となる経済圏も存在。 

＜実質成長率：パターン①＞ 

（万人） （万人） 

       ■ パターン①（青） 人口減少に伴う就業者の変化を勘案（生産性は据え置き）       ■ パターン②（緑） 人口減少に伴う就業者の変化及び生産性の変化を勘案 
（※）全経済圏の単純平均は▲1.0%、加重平均は▲0.2%。 （※）全経済圏の単純平均は+0.1%、加重平均は+1.0%。 

（2012-2030） （2012-2030） 

40 出所：総務省「国勢調査」（2010年）、総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」（2012年）、総務省「就業構造基本調査」、RIETI「都道府県別産業生産性データベース」及びJILPT「労働力需給の推計」（2013年度）から推計。 

＜実質成長率：パターン➁＞ 



GDP（パターン①）年平均成長率
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経済圏の実質成長率➁ 
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＜実質成長率：パターン①＞ 
（2012-2030） （2012-2030） 

＜実質成長率：パターン➁＞ 

区分(%) 経済圏数 

～2 13(5.5%) 

2～1.5 12(5.1%) 

1.5～1 29(12.2%) 

1～0.5 37(15.6%) 

0.5～0 38(16.0%) 

0～▲0.5 40(16.9%) 

▲0.5～▲1 19(8.0%) 

▲1～▲1.5 28(11.8%) 

▲1.5～▲2 12(5.1%) 

▲2～ 9(3.8%) 

区分(%) 経済圏数 

～2 0(0.0%) 

2～1.5 0(0.0%) 

1.5～1 2(0.8%) 

1～0.5 2(0.8%) 

0.5～0 18(7.6%) 

0～▲0.5 36(15.2%) 

▲0.5～▲1 45(19.0%) 

▲1～▲1.5 73(30.8%) 

▲1.5～▲2 39(16.5%) 

▲2～ 22(9.3%) 

出所：総務省「国勢調査」（2010年）、総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」（2012年）、総務省「就業構造基本調査」、RIETI「都道府県別産業生産性データベース」及びJILPT「労働力需給の推計」（2013年度）から推計。 



 



２．地域の産業・就業構造に応じた政策対応（2/3） 
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  ＜域外市場産業＞ 

    海外を含め、経済圏の域外から需要を取り込める「潜在力」を有するのは、グローバル

ニッチトップ企業を始めとする製造業、地域資源を活かす農業・観光業など。これらの「域

外市場産業」の分野では、地域が強みを持つ産業を「戦略産業」として位置づけ、「選択と

集中」を図りながら、その活性化を目指す必要があるのではないか。 
 

 ＜域内市場産業＞ 

    小売・生活関連サービス業、医療・福祉といった「域内市場産業」は、経済圏内の需要の

変化の影響を直接受けることから、医療・福祉を除き、総じてマイナス成長となる。人口・需

要の減少に応じて、事業運営の効率化を図ることが不可避となるのではないか。公的負担

の伴う医療・福祉についても、厳しい財政状況が見込まれる中、医療・介護の需要見通し

を踏まえ、サービスの提供体制を見直す必要があるのではないか。 



「域内市場産業」と「域外市場産業」の成長力の違い 

 「域外市場産業」は、生産性の向上が図られ、経済圏の域外からの需要を取り込めば、プラス成長となる。 
 「域内市場産業」は、経済圏内の人口・需要の減少に伴い、総じて、マイナス成長となる。  
 「域内市場産業」のうち「医療・福祉」は、経済圏の規模のいかんを問わず、プラス成長となる。 

44 

＜実質成長率（2012-2030年）の平均年率 ＞ 

注：いずれも、経済圏毎の実質成長率（平均年率）の単純平均。「域内市場産業」のグラフは、「医療・福祉」は含んでいない。 
出所：総務省「国勢調査」（2010年）、経済産業省・総務省「経済センサス 活動調査」（2012年）、総務省「就業構造基本調査」、RIETI「都道府県別産業生産性データベース」及びJILPT「労働力需給の推計」（2013年度）から推計。 

域外市場産業 
製造、農林漁業、観光（宿泊・飲食）等 

（万人） （万人） 

■ パターン① 人口減少に伴う就業者の変化を勘案（生産性は据え置き）           ■ パターン② 人口減少に伴う就業者の変化及び生産性の変化を勘案 

（万人） 
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域内市場産業 
小売等、生活関連サービス、建設、金融・不動産等 

医療・福祉 



２．地域の産業・就業構造に応じた政策対応（3/3） 
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 ＜域外市場産業及び域内市場産業を通じた新陳代謝＞ 

1. 両産業に共通する課題として、新陳代謝の活発化、事業運営に対するガバナンスの強

化を図るべきではないか。固有の地域資源を活用した新たなビジネスの創出、地域に

おける「創業・第２創業」の促進、事業承継や統廃合の円滑化を図るべきではないか。 
 

2. 地域金融機関が適切に地域に成長マネーを供給しつつ、経営支援を行えるよう、その

機能を強化すべきではないか。 
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【主な施策のアイデア（新陳代謝関係）】 

① 創業準備者に対する支援措置の拡充 

求職活動中に創業の準備・検討を行う者が、雇用保険の給付対象となることを明確

にし、生活の不安なく創業できる環境を整備する。 

 

② 中小ベンチャー企業からの政府調達の拡大 

官公需情報のPR強化や、弾力的な入札条件の設定に努めるなど、政府調達におけ

る運用改善や地方自治体への働きかけを通じて、創業後間もない者からの調達を促

進する。 

 

③ 第２創業を円滑化するための事業承継の支援体制の拡充 

新分野への進出と不採算部門の廃業を行う際における「撤退コスト」について支援を

行うとともに、「事業引継ぎ支援センター」の拡充、「後継者人材バンク」の開設等を通

じて、やる気のある新経営者による事業承継を支援する。                   



（１）域外市場産業 ①地域経済を牽引する製造業（1/4） 
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1. 地域では、大手メーカーを頂点とし、多くの中堅・中小の部品、素材メーカーがそれを支

えるという「ピラミッド構造」を形成するという形で、「垂直統合型」のモノものづくりが行

われてきている。 
 

2. しかしながら、新興国とのコスト競争の激化を受け、大手メーカーが生産体制を見直す

中、事業拠点の海外移転が進んでおり、地域の「ピラミッド構造」が崩れるケースも出て

きている。 
 

3. 他方、新興国との賃金格差が縮小する中、我が国のものづくりが得意とする「多品種少

量生産」を拡大しつつ、「受注生産」の導入によりコストダウンを実現し、日本国内で生

産することでブランド価値を高めて高く販売することで、収益力を高めている中堅・中小

企業も出てきている。 



（１）域外市場産業 ①地域経済を牽引する製造業（2/4） 
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1. 海外を含む域外の需要を取り込む製造業は、地域経済の牽引役として、経済圏の先

行きを大きく左右する。製造業のシェアの大きい経済圏は、2030年にかけて、総じて、

高い成長力が期待できる。 
 

2. とりわけ、大手メーカーの事業拠点の存否は、小規模な経済圏の成長力を決定づける。

自治体には、地元の大手メーカーとの連絡を密にし、周辺インフラの整備、技術シーズ

の事業化の支援、人材の確保等のサポートを行い、企業が期待する立地環境を整備

するよう、最大限の努力を行うべきではないか。 
 

3. 中堅・中小の部品、素材メーカーは、まず大手企業の生産管理部門のOB人材等の活

用しつつ、「多品種少量生産」や「受注生産」への転換等を通じた生産性向上を図るとと

もに、これまでに培った技術・ノウハウを活かし、商品の高付加価値化、新分野への進

出、海外を含めた独自の販路開拓に取り組み、「ピラミッド構造」から自立することを模

索するべきではないか。 
 

4. 経済産業省が「グローバルニッチトップ企業」として選定した、海外市場で高いシェアを

確保する中堅・中小企業等は、大手メーカーとともに、新たな地域経済の牽引役になる

と期待できるのではないか。 
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 足下で、製造業の実質GDP比率が高い経済圏は、2030年にかけて、実質成長率が高くなる関係が見られる。 
 人口20万人未満の小規模な経済圏では、その関係がより顕著となる。 

製造業のシェアと実質成長率の関係 

出所：総務省「国勢調査」（2010年）、総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」（2012年）、総務省「就業構造基本調査」、RIETI「都道府県別産業生産性データベース」及びJILPT「労働力需給の推計」（2013年度）から推計。 

製造業の実質GDPシェア（2012） 

実
質
成
長
率 

＜中規模な経済圏＞ 
＜全経済圏＞ 

＜小規模な経済圏＞ 
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注：サークルの大きさは、2010年の各経済圏の人口規模を示している。「中規模な経済圏」は人口規模100～20万人（2010年）の経済圏、「小規模な経済圏」は人口規模20万人未満（2010年）の経済圏を指す。 
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■ パターン①（青） 人口減少に伴う就業者の変化を勘案（生産性は据え置き）    ■ パターン②（緑） 人口減少に伴う就業者の変化及び生産性の変化を勘案 
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 生産性が向上すれば、多くの経済圏（190/237）において、製造業はプラス成長となる。 
 製造業は、周辺地域の小規模な経済圏であっても、比較的高い成長が期待できる。 

製造業の実質成長率① 

注：全経済圏の単純平均は▲1.0%、加重平均は▲0.5%。 注：全経済圏の単純平均は+1.7%、加重平均は+2.3%。 
出所：総務省「国勢調査」（2010年）、総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」（2012年）、総務省「就業構造基本調査」、RIETI「都道府県別産業生産性データベース」及びJILPT「労働力需給の推計」（2013年度）から推計。 

（万人） （万人） 

＜実質成長率：パターン①＞ 
（2012-2030） （2012-2030） 

＜実質成長率：パターン➁＞ 
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製造GDP（パターン1）年平均成長率

(％)
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製造GDP（パターン2）年平均成長率

(％)
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製造業の実質成長率（パターン1）年率平均 製造業の実質成長率（パターン2）年率平均 

区分(%) 経済圏数 

～4 0(0.0%) 

4～3.2 0(0.0%) 

3.2～2.4 0(0.0%) 

2.4～1.6 2(0.8%) 

1.6～0.8 11(4.6%) 

0.8～0 25(10.5%) 

0～▲0.8 56(23.6%) 

▲0.8～▲1.6 76(32.1%) 

▲1.6～▲2.4 48(20.3%) 

▲2.4～ 19(8.0% 

区分(%) 経済圏数 

～4 19(8.0%) 

4～3.2 44(18.6%) 

3.2～2.4 36(15.2%) 

2.4～1.6 35(14.8%) 

1.6～0.8 25(10.5%) 

0.8～0 31(13.1%) 

0～▲0.8 21(8.9%) 

▲0.8～▲1.6 16(6.8%) 

▲1.6～▲2.4 8(3.4%) 

▲2.4～ 2(0.8%) 

製造業の実質成長率➁ 

＜実質成長率：パターン①＞ 
（2012-2030） （2012-2030） 

＜実質成長率：パターン➁＞ 

出所：総務省「国勢調査」（2010年）、総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」（2012年）、総務省「就業構造基本調査」、RIETI「都道府県別産業生産性データベース」及びJILPT「労働力需給の推計」（2013年度）から推計。 



 グローバルニッチトップ企業は、三大都市圏以外の地域にも所在(グロバールニッチトップ企業：三大都市圏で

48.0%、東証1部上場企業：三大都市圏で72.2%)。 
 製造業の事業所は、三大都市圏や地域の拠点都市が属する経済圏以外の周辺地域に所在する経済圏を含め、

全国的に広く所在。 

グローバルニッチトップ企業等の所在状況 

注：グローバルニッチトップ企業とは、①世界シェアと利益の両立、②独創性と自立性、③代替リスクへの対処、④世界シェアの持続性等の観点から、経済産業省が、2014年3月に、グローバル展開における実績を認定した企業（合計100社）。 
出所：総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」（2012年）から作成。 

＜グローバルニッチトップ企業所在状況＞ ＜全事業に占める製造業の事業所比率＞ 
 

区分 経済圏数 
(%) (構成比) 
14%～ 32(13.5%) 

12%～14% 19(8.1%) 
10%～12% 29(12.2%) 
8%～10% 49(20.7%) 
6%～8% 51(21.5%) 
～6% 57(24.1%) 

＜東証1部上場企業本社所在状況＞ 
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（１）域外市場産業 ①地域経済を牽引する製造業（3/4） 
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  地域に所在するグローバルニッチトップ企業を始めとする中堅・中小企業に対しては、①

技術シーズの事業化、②販路開拓、③人材の確保・育成の面での支援が重要。 
 
 ＜技術シーズの事業化＞ 

1. 地域に所在する大学、高専、公設試験研究機関による技術シーズの事業化への支援を

充実させることが必要ではないか。その際、ドイツのフラウンホーファー研究所等の取組

が参考になるのではないか。 
 

2. 我が国では、地域に、国の研究開発独法の地方支部、大学等の地域産学官共同研究

開発の支援部門、自治体の内部組織又は地方独法としての公設試験研究機関等が分

立し、それらが必ずしも有効に機能していないとの指摘がある。それらの連携強化、得意

分野の棲み分けと効率的な施設・設備の整備等について、総合的な検討を行うべきでは

ないか。 



技術シーズの事業化の支援機関 

シュタインバイス 
 19世紀後半に、州の公益財団としてスタート。1971年に、

NPO法人として再スタートし、現在は、グローバルに展開。

職員約1,500人、全世界では、3,600人以上のスタッフを有

する。 

 工科大学や総合大学に併設することで、幅広いテーマに精

通。中堅・中小企業からコンサルティング及び開発業務を有

償で受託し、産学連携をサポート。 
 

我が国の支援機関の概要 ドイツの支援機関の概要 
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フラウンホーファー研究所  

 1949年設立。研究所数66、職員約22,000人。 

 公的資金のほか、民間企業からの受託収入により運営され、

近年、規模を拡大した結果、日本の全公設試験研究機関の

約5倍の人員体制となっている。 

 R&D機能を持たない中堅・中小企業に対して、設備やノウ

ハウを提供し、市場のニーズを踏まえたきめ細かい技術支

援を実施。 

【公設試験研究機関】 
地方公共団体が設置する試験所、研究所等であり、全国には、

319機関が存在。職員約4,400人。 
自治体が直営するもの、地方独立行政法人となっているもの

がある。 
試験研究及び技術支援に関する業務を行い、域内産業を技

術面から支援。 
 
 【産業技術総合研究所】 
国内最大級の公的研究機関。全国に１１の本部及びセンター

を有する。職員約3,000人。 
環境・エネルギー、ライフサイエンス、情報通信・エレクトロニク

ス、ナノテクノロジー・材料・製造、計測・計量標準、地質の６

分野の研究を実施。 

【NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）】 
東京本部と関西支部の2拠点を有する技術開発推進機関。職

員約800人。 
①新たなエネルギー開発の先導役、②産業技術に関する研

究開発業務という二つのミッションを有する。 



（１）域外市場産業 ①地域経済を牽引する製造業（4/4） 
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 ＜販路開拓＞ 

    自治体が、ＪＥＴＲＯや中小機構、民間の商社、海外展開支援企業、金融機関と連携し、

中堅・中小企業の販路拡大に対する支援を強化するとともに、三大都市圏で経験を積んだ

シニア人材等の地方移転を促しながら、それらの知見やネットワークを活用する方策につい

ても、検討するべきではないか。 
 
 ＜人材の確保・育成＞ 

    大学、高専、職業高校等が、地元企業のニーズを踏まえ、教育カリキュラムを見直し、高

度人材の育成に努めるとともに、求職者とのマッチング、インターンシップの仲介等の取組を

通じて、地域からの円滑な人材確保をサポートするべきではないか。 
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【主な施策のアイデア】 

① NEDO、産総研による中堅・中小企業の研究開発、事業化支援のプラットフォーム構築 
 地域の企業が持ち込んだ技術課題に対し、共同研究や研究設備の提供等の支援を行う

とともに、自治体とも連携して、事業化に向けた切れ目のないハンズオン支援を実施する。  
 
② 公設試験研究機関等の地方に所在する支援機能の抜本的強化 
• 自治体の公設試験研究機関の独法化の促進、運営の柔軟化、地域企業に対する支援の

強化。 
• 国の研究開発独法の地方支部、大学等の地域産学官連携支援部門、自治体の公設試

験研究機関の間のネットワークの構築、再編・統合を含め、連携体制を強化し、得意分野

の棲み分け、効率的な人員体制、設備等の整備を行うとともに、製品開発から販路開拓

まで一貫した支援を行う。 
 
③ ビッグデータを活用した地域の産業構造を分析するシステムの開発、提供 

 民間調査会社の企業間取引データを用い、地域の企業の取引ネットワークを把握、可視

化するシステムを提供。自治体による販路開拓支援、その他の政策立案を支援する。          
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【主な施策のアイデア】 

④ 地域における日本版デュアルシステム（職業教育と普通教育の同時実施）の拡充  

 現行制度を拡充し、ドイツを参考に、地域の企業と高専、職業高校が連携し、週の半分

は企業内職業訓練、半分は学校教育を行うといった形態を可能とし、人材育成とマッチ

ングを同時に推進する。 

⑤ OB人材等からのノウハウ移転による中堅・中小企業の生産性向上支援 

都道府県の産業支援機関や大学等の研究機関と連携し、各地域において大企業の

OB人材等を生産性向上のインストラクターとして育成。OB人材等が現場指導を通じてノ

ウハウを移転し、中堅・中小企業の生産性の向上を支援する。 



 



（１）域外市場産業 ②地域資源を活かす農業・観光業（1/5） 
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 ＜地域資源を活かす農業・観光業＞ 

1. 農業や観光に関する地域資源は、周辺地域の小規模な経済圏を含め、全国に広く所

在する。地域活性化のために、それらを活用したいとする中小企業・小規模事業者は

、少なくない。 
 

2. 農業や観光に関する地域固有の資源を有効に活用すれば、経済圏の域外から需要

を取り込むことによって、地域経済の持続可能性確保につなげることも考えられるので

はないか。 



 いずれの自治体も、何らかの地域資源を有する。 
 多くの市町村は、「農水産品」や「観光資源」を地域活性化の切り札となる「地域資源」であると認識している。 

中小企業・小規模事業者による地域資源の活用 
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地域活性化の切り札となる地域資源 地域資源の指定と事業計画の認定の状況 

地域資源の指定件数 

地域資源の事業計画の認定件数 

出所：中小企業庁委託「自治体の中小企業支援の実態に関する調査」 
   (2013年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)) 

農林水産物 
4,145件（30 %） 

鉱工業品 
2.935件（21 %） 

観光資源 
5,700件（49 %） 

農林水産物 
434件（36%） 

鉱工業品 
690件（57 %） 

観光資源 
90件（7%） 



（１）域外市場産業 ②地域資源を活かす農業・観光業（2/5） 
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 ＜農 業＞ 

1. 平均所得水準の低い農業の就業者は、趨勢的に減少。仮に、足下の減少傾向が継続す

る場合、全体の就業者数は、2030年までに7割弱の減少（2001年比）となることが懸念さ

れる。大半の経済圏（225／237）で、就業者数が減少する見込み。 
 

2. 耕地面積も、趨勢的に減少。就業者数の減少に当たり、新たな担い手に耕地が引き継が

れない場合、2／3以上の経済圏（161／237）で、耕地面積が2割以上減少すると試算さ

れる。 



（１）域外市場産業 ②地域資源を活かす農業・観光業（3/5） 
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1. 地域の農業を活性化し、経済圏の域外の需要を取り込むためには、地域を出発点とする

多様なバリューチェーンの創造・最適化が必要であり、地域の実情に合わせた生産力の

強化、農産品の高付加価値化や差別化、全国で連携した輸出の促進といった改革を一体

的に進め、市場のニーズを生産現場に反映しながら、高い品質を内外の消費者へ届ける

取組が必要ではないか。 
 

2. 生産効率の改善と内外の新たな需要獲得によって、農業所得の向上を図り、若年者を含

め、必要な人材を確保するべきではないか。 
 

3. 農業の成長産業化に向けては、農地の大規模化・集約化、ICT・ロボット等による生産性

向上、輸出の拡大、農産品の加工による新たな価値の創造、新たな担い手となる企業の

参入促進、農協が地域独自の販売戦略をサポートする取組の推進など、農業改革を推進

するべきではないか。 
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 農業就業者は、趨勢的に減少。仮に、足下の傾向が継続すれば、2030年には、全体で7割弱の減少（2001年比）

になると試算される。 
 経済圏の動きを見ても、一部の経済圏を除き、軒並み減少。仮に、農地が新たな担い手に引き継がれない場合、

耕作放棄地が拡大することが懸念される。 

 

 

農業就業者の推移 
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＜農業就業者数の推移＞ ＜経済圏別農業就業者の変化（年率） ＞ 

出所：農林水産省「農林業センサス」 、「農業構造動態調査」等から作成。 

（2012-2030） 

（※）全経済圏の単純平均は▲1.8%、加重平均は▲1.7 %。 
（※）試算の方法が異なるため、左図の試算結果とは一致しない。 

（※）2030年の試算値は、2001年から2013年までの年率変化率が2030年までその  
   まま続くと仮定して、機械的に算出。 
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 耕地面積も、農業就業者と同様、趨勢的に減少。 
 経済圏の動きを見ても、農業就業者一人当たりの耕地面積が一定とすると仮定すると、2030年にかけて、2／3

以上の経済圏で、耕地面積が2割以上減少すると試算される。 

耕地面積の推移 
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＜耕地面積の推移＞ ＜経済圏別耕地面積の変化＞ 
（2012-2030） 

出所：農林水産省「耕地及び作付面積統計」等から作成。 

（※）2020年の目標値は、農林水産省の目標値。 
（※）2030年の試算値は、2001年から2013年までの年率変化率が2030年までそのまま続くと  
   仮定して、機械的に算出。 
 

区分 
(年率変化率) 

経済圏数 
(構成比) 

20%～ 3(1.3%) 

0～20% 9(3.8%) 

▲20～0% 64(27.0%) 

▲40～▲20% 110(46.4%) 

▲60～▲40% 50(21.1%) 

～▲80% 1 (0.4%) 

（※）農業就業者一人当たりの耕地面積は変化せず、就業者の増減のペースに比例 
   して、耕地面積も増減すると仮定して、機械的に試算。 
（※）試算の方法が異なるため、左図の試算結果とは一致しない。 



農地集約による一人当たりの所得押し上げ効果 

 就業者一人当たりの耕作地面積と所得の間には、正の相関関係が見られる。 
 農業就業者一人当たりの耕作地面積が１%拡大する場合における所得の伸び率は、＋0.95%と試算される。 
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〈農業就業者一人当たりの耕作地面積と所得の関係 1975-2012、全国ベース〉 
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農業就業者一人当たりの耕作地面積（ha/人、自然対数表示） 

出所：農林水産省「農林業センサス」、「農業構造動態調査」、「生産農業所得統計」、「耕地及び作付面積統計」等より作成。 
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農地集約前後における就業者一人当たり所得の伸び率 

 農業就業者が減少しても、その耕作地が他の担い手に集約されると仮定すれば、所得は増加。 
 その場合、2030年にかけて、農業就業者一人当たりの所得は、38.7%程度（単純平均）増加。所得が増加する経済

圏は、集約がない場合と比較して、1割以上増加すると試算される。 
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〈農地集約前後における就業者一人当たり所得の伸び率分布（2012-2030年） 

出所：農林水産省「農林業センサス」、「農業構造動態調査」、「生産農業所得統計」、「耕地及び作付面積統計」等より作成。 
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 【主な施策のアイデア】 

 

① 農業の生産、6次産業化、輸出の各段階における企業ノウハウ、資本の活用の促進 

６次産業化ファンドや農業生産法人への出資に関する規制の柔軟化、個々の農協に

よる独自の取組や企業との提携の促進、農商工連携の促進など、企業の経営ノウハウ

や資本を活用し、農林水産業の成長産業化を図る。 

 

② 農産品の輸出拡大、生産性向上に対する支援体制の強化 

輸出の拡大や生産性の向上に取り組む農業経営者に対する支援を拡充し、インセン

ティブ付与の仕組みを構築する。また、マーケットインの発想に立った輸出の拡大に向

けて、オールジャパンでの輸出体制の構築（周年供給体制の整備等）や、国際規格認

証の取得支援、検疫交渉の推進等を通じて、国際的なバリューチェーンとの連結を図る。 

 

③ ロボット、IT技術を利用したスマート農業の導入促進 

条件不利地域を含め、農業の生産性向上に資するスマート農業の導入を促進するた

め、資金面や制度面における支援を行う。 

 



 



（１）域外市場産業 ②地域資源を活かす農業・観光業（4/5） 
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 ＜観光業＞ 

1. 観光資源は、知名度が高くないものも含めれば、全国各地に広く所在。観光業は、時間

的・経済的な余裕があるシニア世代や外国人観光客の需要を取り込むことができれば、

特に、周辺地域の小規模な経済圏では、地域の主力産業となる「潜在力」を有する。 
 

2. しかしながら、各地域の取組には、温度差が見られる。2010年から2012年にかけて、外

国人を中心に、入込客数を大きく増加させた地域が存在する一方で、日本人・外国人と

もに、大きく減少させた地域も存在する。 



（１）域外市場産業 ②地域資源を活かす農業・観光業（5/5） 
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1. 地域の「戦略産業」として、観光業を活性化するためには、 
  ① 地域の歴史、文化、農林水産物、更には産業遺産など固有の観光資源を活かした

着地型観光商品の開発 
  ② 三大都市圏や他の経済圏と連携する広域周遊型の観光商品の開発 
  ③ 長期滞在型の観光の促進 
  など、多様なニーズに対応する高付加価値化とそれらのＰＲの取組が必要ではないか。 

 
2. 外国人観光客は、近年増加傾向にあるが、その満足度は必ずしも高くない。その要因と

しては、旅行中のコミュニケーションなど、旅行中の利便性が高くないことが指摘されて

いる。地域を挙げて、外国人を含め、多様な観光客のニーズに対応する、利便性向上の

ための取組を推進するべきではないか。 



外国人観光客の状況① 

71 注：グラフは、入国旅行者数の上位10ヶ国、韓国（23位）、日本（33位）の入国旅行者数（2012年）を記したもの。 
出所：日本政府観光局「年別 訪日外客数、出国日本人数の推移（1964年‐2013年）」を元に作成。 

・ 諸外国と比較すると、外国人観光客は少なく、我が国は、2012年時点で、世界で第33位、アジアでも第
4位となっている。 
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外国人観光客の状況② 

72 
出所：観光庁「平成２３年度第３回訪日外国人旅行者の受入環境整備に関する検討会（平成24年3月14日）」より引用。 

・ 外国人観光客は、無線LANの利用、コミュニケーション、目的地までの経路情報の入手等に関し不満を抱いており、外
国人観光客の更なる受入の拡大に向けては、それらの点での対応が期待される。 

＜外国人観光客アンケート調査結果＞ 
【旅行中困ったこと】                                            【旅行中最も困ったこと】 

目的地までの公共交通の経路情報の入手 

公共交通の利用方法（乗り方）、利用料金 

公共交通の乗り場情報の入手 

公共交通の乗車券手配 

観光情報（見所、文化体験等）の入手 

観光チケット（入場券等）の入手 

飲食店情報の入手 

飲食店の予約 

宿泊施設情報の入手 

宿泊施設の予約 

ツアー・旅行商品情報の入手 

ツアー・旅行商品の予約 

割引チケット・フリー切符の情報の入手 

割引チケット・フリー切符の入手 

無料公衆無線ＬＡＮ環境 

両替・クレジットカード利用 

外国語の通じる病院情報の入手 

地図、パンフレット（多言語）が少ない 

地図、パンフレットが分かりにくい 

観光案内所の数が少ない 

観光案内所の場所が分かりにくい 

ピクトグラム・サインが少ない 

ピクトグラム・サインが分かりにくい 

コミュニケーション 

その他 



 滞在型観光（二地域居住）には、リゾートマンションや別荘のような不動産購入のほか、多様な選択肢がある。 

 
 避暑地や観光地に立地するマンション。戸建てと比べてメンテナンスの
手間が小さく、高齢者の定住にも適するとされる。ジムやプールなどの共
用施設を有するものもある。 
近年、新規供給は減少。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①リゾートマンション 
 
 普段生活している家とは別に、避暑・休養などの用途で用いられる一戸
建て住居。冬場利用しない場合には、水道の凍結対策や積雪対策が必要
となるなど、メンテナンスに手間がかかるとされる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

②別荘（一戸建て） 

 
 リゾートホテルやコンドミニアム等の施設を、法人や個人がメンバーや
オーナーとなり、優遇された予約システムのもと会員料金で利用するもの。
リゾートマンションや別荘と比べて、堅調に推移。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③会員制リゾート 
 
 コンドミニアムや別荘等の施設の1住戸を、1年のうち特定の期間に利用

することができる権利を購入し、利用するもの。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④タイムシェア（バケーションオーナーシップ） 

出所：「全国リゾートマンション・別荘地売行速報」（ＭＲＣ）／(株)東急住生活研究所「不動産Data File2013」 出所：「全国リゾートマンション・別荘地売行速報」（ＭＲＣ）／(株)東急住生活研究所「不動産Data File2013」 

出所：「タイムシェア型住宅供給研究会報告書」（平成20年 国土交通省） 

滞在型観光（二地域居住型） 

73 
出所：「レジャー白書」（(財)）日本生産性本部 
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 【主な施策のアイデア】 

 
① 観光圏整備法に基づく「観光圏」認定の拡大、認定地域に対する支援の強化 

 参加・滞在型、広域周遊型等を含めた観光商品の開発・ブランド化、人材育成の支援等。 

② 地方大学、専門学校等における高度な観光人材の育成 

  地方大学における観光を始めとするサービス業の経営者を育てる専門講座の開設、商業高校、

専門学校における「観光科」の設置など、地域における観光人材の育成を推進する。 

③ 観光業の生産性向上運動の展開 

  所有と経営・運営の分離、チェーン化（仕入れ・物流の共同化、商標の共通化）、泊食分離等に

よる連泊を促すビジネスモデルへの転換、高コストのネット予約に掛かる手数料等の民間取引慣

行の改善、「ノーショー（当日キャンセル）」問題への対応等。 

④ 外国人観光客の利便性向上 
 ・ アセアン諸国を対象として、韓国並みに、ビザの発給要件を緩和。 
 ・ 免税店、免税対象品目の拡大、出国時一括返金方式の採用、入国手続きの円滑化（海外臨船 
  の実施等）等。 
 ・ 地域の官民を挙げた、多国語案内・表示の充実、ボランティアガイド増加に向けた取組。 
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 【主な施策のアイデア】 

 
⑤ クールジャパンとしての観光コンテンツの発信 

  日本政府観光局（ＪＮＴＯ）、ＪＥＴＲＯ、在外公館が連携する、「ジャパン・モール」、「ジャパン・スト

リート」において、地域の観光コンテンツを配信する。また、地域資源を海外でPRするため、海外

のジャパンチャンネルや海外有力メディア、海外イベントでの放送、放映するための番組・CMの製

作を支援する。 

⑥ 地域資源を海外に展開する法人に対する出資等 

  クールジャパン機構等の出資によりファンドを創設、クラウドファンディングや地域の金融機関が

出資する地域資源海外展開法人に対して出資等を行う。 

⑦ 有給休暇の取得促進策、シルバー・ウィーク設定の検討 



 



（２）域内市場産業 ①地域の日常生活を支える小売・生活関連サービス（1/2） 
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1. 域内の需要に依存する小売・生活関連サービスは、2030年にかけて、成長力が低下。小

売等がプラス成長になるのは、三大都市圏など、一部の経済圏（21/237）に限られる。 
 

2. 地方部の小規模な経済圏では、事業の縮小・撤退によって、高齢者に「買い物難民」が

発生するなど、地域コミュニティの維持が困難になることも懸念される。 



（２）域内市場産業 ①地域の日常生活を支える小売・生活関連サービス（2/2） 
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1. 域内の需要流出を防止するためには、官民の連携の下、魅力ある街づくり、中心市街地

や商店街の活性化に向けた取組に対する支援を強化することが必要ではないか。 
 

2. 大きな人口減少が見込まれる経済圏においては、小売・生活関連サービスの事業者自ら

が、商圏の規模に応じて、事業運営を効率化するほか、非営利法人も含め、高齢者向け

の宅配サービス、保育サービスなど、社会課題に対応する新たなビジネスモデルを拡大

していくことが必要となるのではないか。 
 

3. 小売・生活関連サービスについては、経済圏の特性に応じて、異種法人間の連携・統合

を円滑化する新たな「法人」（後述）を活用し、医療・介護など、他の公的部門・非営利セク

ターとの連携、一体的な再編・運営を検討することも考えられないか。 
 

4. その際、地域の金融機能を再構築し、地域コミュニティの維持・安定に資する事業体に対

し、その効率的な運営を確保するために、地域の資金を「再投資」しながら、適切な経営

支援を行うシステムの確立が必要ではないか。 
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 生産性の変化を勘案しても、小売等がプラス成長となるのは、一部の経済圏（21/237）に限られる。 
 原則として、域内の需要に依存する小売等は、三大都市圏や地域の拠点都市が属する経済圏以外では、成長が期待できず、事

業運営の効率化・見直しが課題となる。 

小売等の実質成長率① 

＜実質成長率：パターン①＞ 

（万人） 

注：全経済圏の単純平均は▲1.8%、加重平均は▲1.0%。 注：全経済圏の単純平均は▲1.7%、加重平均は+0.2%。 

（2012-2030） （2012-2030） 

出所：総務省「国勢調査」（2010年）、総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」（2012年）、総務省「就業構造基本調査」、RIETI「都道府県別産業生産性データベース」及びJILPT「労働力需給の推計」（2013年度）から推計。 

＜実質成長率：パターン➁＞ 

（万人） 

   ■ パターン①（青） 人口減少に伴う就業者の変化を勘案（生産性は据え置き）              ■ パターン②（緑） 人口減少に伴う就業者の変化及び生産性の変化を勘案 
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小売等の実質成長率② 

出所：総務省「国勢調査」（2010年）、総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」（2012年）、総務省「就業構造基本調査」、RIETI「都道府県別産業生産性データベース」及びJILPT「労働力需給の推計」（2013年度）から推計。 

小売等GDP（パターン1）年平均成長率

(％)

  0.7
  0.0
 -0.7
 -1.4
 -2.1
 -2.8
 -3.5
-50.0

 

小売等GDP（パターン2）年平均成長率

(％)

  0.7
  0.0
 -0.7
 -1.4
 -2.1
 -2.8
 -3.5
-50.0

 

小売等の実質成長率（パターン1）年率平均 小売等の実質成長率（パターン2）年率平均 

区分(%) 経済圏数 

～0.7 0(0.0%) 

0.7～0 3(1.3%) 

0～▲0.7 19(8.0%) 

▲0.7～▲1.4 45(19.0%) 

▲1.4～▲2.1 92(38.8%) 

▲2.1～▲2.8 60(25.3%) 

▲2.8～▲3.5 16(6.8%) 

▲3.5～ 2(0.8%) 

区分(%) 経済圏数 

～0.7 9(3.8%) 

0.7～0 12(5.1%) 

0～▲0.7 30(12.7%) 

▲0.7～▲1.4 46(19.4%) 

▲1.4～▲2.1 55(23.2%) 

▲2.1～▲2.8 46(19.4%) 

▲2.8～▲3.5 26(11.0%) 

▲3.5～ 13(5.5%) 

＜実質成長率：パターン①＞ 
（2012-2030） （2012-2030） 

＜実質成長率：パターン➁＞ 
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 2030年にかけては、経済圏内の人口・需要の減少に伴い、小売・生活関連サービスの事業所数が減少。 
 飲食料品小売業の事業所数が減少する結果、住民から見れば、最寄りの事業所までの平均的な移動距離が拡大。小規模な経済

圏ほど、移動距離が拡大し、日常生活の利便性は低下。 
 移動手段が限られる高齢者を中心として、日常の買物が困難になる者が増加することが懸念される。 

住民の最寄りの飲食料品小売店までの 
平均的な移動距離の変化率（2010年-2030年） 

日常生活を支える飲食料品小売業の変化 

注：2030年の事業所数は、人口及び人口密度を説明変数として、以下の式より重回帰分析で推計。人口密度は人口を総面積で除して算出。Lnは自然対数。 
Ln（事業所数2030年）=a1×（Ln（人口）^2+a2×Ln（人口）+a3×（Ln（人口密度））^2+a4×Ln（人口密度） 

出所：総務省「国勢調査」（2010年）、総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」（2009年）等 

飲食料品小売店の減少率（2010年-2030年） 

-4.0%

-6.3%

-9.4%

-13.1% -13.8%
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0.0%

三大 500-100 100-40 40-20 20-10 10未満

(万人)

400
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0

500

1,000

1,500
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2,500

三大 500-100 100-40 40-20 20-10 10未満

移動距離（2010年、左軸）

移動距離の延長分（2010年-2030年、左軸）

移動距離の延長率（右軸）

(m)

(万人)
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 クリーニング店についても、最寄店までの平均的な移動距離が拡大。 
 小規模な経済圏では、徒歩での訪問が事実上困難（時速4kmの歩行で所要時間１時間以上）になることが懸念される。 

住民の最寄りのクリーニング店までの 
平均的な移動距離の変化（2010年-2030年） 

日常生活を支えるクリーニング業の変化 

クリーニング店の減少率（2010年-2030年） 

-4.6%
-6.9%

-10.8%

-15.5% -15.9%

-21.6%-24.0%

-20.0%

-16.0%

-12.0%

-8.0%

-4.0%

0.0%

三大 500-100 100-40 40-20 20-10 10未満

(万人)

820
1,678 2,073

2,618
3,256

4,896

174

364
494

753

940

1,809

21.2% 21.7% 23.9%
28.7% 28.9%

36.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

三大 500-100 100-40 40-20 20-10 10未満

移動距離（2010年、左軸）

移動距離の延長分（2010年-2030年、左軸）

移動距離の延長率（右軸）

(m)

(万人)

注：2030年の事業所数は、人口及び人口密度を説明変数として、以下の式より重回帰分析で推計。人口密度は人口を総面積で除して算出。Lnは自然対数。 
Ln（事業所数2030年）=a1×（Ln（人口）^2+a2×Ln（人口）+a3×（Ln（人口密度））^2+a4×Ln（人口密度） 

出所：総務省「国勢調査」（2010年）、総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」（2009年）等 
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 診療所についても、最寄りの診療所までの平均的な移動距離が拡大。 
 人口10万人未満の小規模な経済圏の場合は、受診に当たり、自家用車や公共交通機関を利用することが必要になると見られる。 

住民の最寄りの診療所までの 
平均的な移動距離の変化（2010年-2030年） 

（参考）日常生活を支える診療所の変化 

診療所の減少率（2010年-2030年） 

-4.5%
-6.9%

-11.8%

-16.8% -17.2%

-22.8%-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

三大 500-100 100-40 40-20 20-10 10未満

(万人)

635
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移動距離（2010年、左軸）

移動距離の延長分（2010年-2030年、左軸）

移動距離の延長率（右軸）

(m)

(万人)

注：2030年の事業所数は、人口及び人口密度を説明変数として、以下の式より重回帰分析で推計。人口密度は人口を総面積で除して算出。Lnは自然対数。 
Ln（事業所数2030年）=a1×（Ln（人口）^2+a2×Ln（人口）+a3×（Ln（人口密度））^2+a4×Ln（人口密度） 

出所：総務省「国勢調査」（2010年）、総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」（2009年）等 



 一部の地域では、買い物弱者対策など、地域コミュニティの担い手としての役割を果たしながら、商店街の活性
化に取り組む事例も見られる。 

 買い物弱者対策としては、｢路線バス等の運行・支援｣、「地元商店助成・支援」、「宅配、配達サービス等の支
援」、「買い物ボランティア、代行等の紹介・支援」等の必要性が指摘されている。 
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買い物弱者対策 

買い物弱者に対して自治体が重要と考える施策／うち実施率 

2%

5%

4%

17%
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17%
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8%
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33%
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26%

14%

33%
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11%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

大型店・郊外型店対策

総合計画・都市マス

への考慮・反映

共同・地域店舗などの

出店・運営

地域づくり等、

地域活動の補助・支援

直売所などの出店・運営

地域の支援組織紹介・活動支援

空き店舗対策の実施・支援

中心市街地対策の実施・支援

バス券等、

外出支援・送迎サービス

配食サービス等の実施・支援

移動販売車導入・運営・支援

高齢者・地域見守り協定

などの支援

買い物ボランティア、

代行等の紹介・支援

宅配、配送サービス等の支援

地元商店助成・支援

路線バス等の運行・支援

うち「実施」と回答 うち「未実施」「不明」

66%  

44%  

43%  

41%  

29%  

28%  

25%  

24%  

24%  

20%  

24%  

23%  

12%  

18%  

9%  

5%  

出所：平成24年度商店街実態調査報告書（中小企業庁委託事業）、平成24年度「中心市街地活性化施策の効果分析事業」（経済産業省委託事業）、 
    農林水産政策研究所「食料品アクセス問題の現状と対応方向」（2010） 

（＊）各市町村が、食料品アクセス問題の解決に重要と
考える施策の内訳／重要と答えた施策のうち、各市
町村が自ら、実際にその施策を実施している割合。 

※1,118自治体による複数回答 
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出所：株式会社ローソンプレスリリース、株式会社セブン＆アイホールディングスHP、株式会社ファミリーマート・株式コメヤ薬局プレスリリース 

 
セブンミール （株式会社セブン・ミールサービス） 
○ セブン-イレブンの弁当・惣菜の 
  開発・製造技術、物流と店舗網の 
  インフラを活用し、独自に開発した 
  食事宅配サービスを全国展開。 
○ セブン-イレブン・ジャパン本部が 
  地域活性化包括提携協定に締結 
  することで、買い物の不便の解消に貢献。 
○ セブン-イレブンの店舗は、自治体から住民への各種情報提

供の場としても活用されている。           

既存のノウハウを活用した食事宅配サービス 
 
ローソン神石高原町 （広島県神石高原町） 
○ 神石高原町とローソンは、2011年8月に、「ローソン神石高原

町店」を開設。過疎地域等自立活性化推進交付金（総務省）等を

活用し、周辺に福祉施設や就業場所としての農場を開設、コン

パクトシティモデルの構築を目指している。 

○ この取組に加え、2012年から、店舗への来店が困難な高齢者

や、遠方の住民を対象に、移動 販売及び注文配達を実施。 

○ 実務は、ローソン神石高原町店を経営する第三セクターとロー

ソンから委託を受けた町内の事業者が実施。その際、 町が指

定した高齢者世帯に対して、声掛けや安否確認を実施。 

○ この取組を通じて、官民連携の下、小規模高齢化集落におけ

る買物困難者と高齢者への支援を進めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

限界集落での移動販売・注文販売サービス 

 
ファミリーマート＋コメヤ薬局 （石川県） 
○ コンビニエンスストアの利便性とドラッグストアの専門性、両者

の商品力を兼ね備え、日常生活支援を強化した新たな形の店舗

として、2013年に展開を開始。 
○ 医薬品登録販売者の資格 
 を持つコメヤ薬局の店員が常駐し、 
 いつでも風邪薬等を購入できる 
 機会を提供。 
○ 人口減少により閉店したスーパーマーケットの近隣への立地等

を通じて、主婦や高齢者を中心とした集客を見込んでおり、社会・

生活インフラ企業としての小売業態の実現を目指す。               

日常生活支援要素を強化した一体型店舗 

コンビニエンスストアと連携した買い物弱者対策の取組事例 
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小売・生活関連サービス分野・コンパクトシティ形成の取組事例 

 
コンパクトシティ戦略（富山県富山市） 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 富山市の市街地は、全国有数の道路整備率と強い戸建志向

の影響で低密度に拡がっており、自動車の使用も多く、路線バス

を筆頭に、公共交通機関の利用者が減少した。 
○ スプロール化に歯止めをかけるため、富山市では、2002年から、

コンパクトなまちづくりの取組を開始。 
○ 高齢化に伴い、将来、自動車社会の交通弱者が増加すること

をにらみ、鉄軌道駅等の徒歩圏に居住や都市機能を集中させる、

「お団子と串の都市構造」を形成している。 
 
出所： 富山市ＨＰ、国土交通省第3回都市再構築戦略検討委員会資料 

公共交通を軸とした行政による街のコンパクト化 
 
魚町商店街 （福岡県北九州市） 
○ 有休物件の所有者と入居希望者を仲介する「株式会社北九州

家守舎」が、街中の遊休物件をリノベーション。 
○ 不動産所有者と賃料の適正化に向けた交渉 
 を行うことで、賃料の引き下げも実現。 
○ 商店街のマネジメント役となり、活性化に貢献。                

地域企業と連携したリノベーション 

 
有限会社 中央タクシー （宮城県大河原町） 
○ 通常のタクシーに加え、車椅子に乗ったまま乗車できるタク

シーを導入。 
○ 地域の歩行困難者が自由に移動できるという社会価値を生み

出すとともに、この取組が口コミで評判となり、 
 利用者の増加や囲い込みといった企業価値 
 を創造した。           

CRSV(Creating and Realizing Shared Value)の実現 

 
アエルいさはや （長崎県諫早市） 
○ 2005年9月、諫早サティが撤退し、近隣商店 
 街が施設及び土地を取得。市民へのアンケー 
 ト調査を実施し、必要な機能と事業規模を検討 
 した。 
○ その結果、従来の4階建てから3階建てにダウンサイジングし、

身の丈に合った施設に建替え、地域の活性化を図った。            
 

建替えによる施設規模の適正化 

出所：平成25年版中小企業白書（2013年、経済産業省）、大型空き店舗の再生戦略（2012年、経済産業省） 
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【主な施策のアイデア】 

① 中心市街地における商業機能の集積促進 

 中心市街地活性化法の認定を受けた地域等において、民間事業者による土地等

の取得に対する支援、中心市街地において、商業・居住の複合施設の建設を促進す

るための借地権制度の活用を促進する。 

② 地域のニーズを踏まえた商店街再生の取組に対する支援制度の充実 

 地域の社会的課題の解決やコミュニティの維持に資する活動を通じて再生に取り

組む商店街に対して、活動に係る経費を自治体、地域の事業者等が分担する仕組み

の構築を行う。 

③ 地域の生活を支えるサービスを提供する法人による事業活動の促進  

 地域のコミュニティ生活を支える事業を行う法人や、それを統括する法人に対する

資金供給や経営支援のため、事業性、サービス提供の質、社会的貢献等の観点から

活動の「見える化」を図るほか、信用保険の適用も含め、資金面・人材面での支援を

通じて、その事業の拡大を支援する。  



 



（２）域内市場産業 ②地域において高齢化に対応する医療・介護（1/2） 
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1. 2030年にかけて、「医療・介護」分野の実質ＧＤＰや就業者数のシェアは拡大。今後、高

齢化が急速に進む都市部や、周辺地域の小規模な経済圏では、「医療・介護」は、地域

の雇用を支える重要な産業になると見込まれる。 
 

2. 需要見込みやサービスの提供体制には、地域間で大きな違いが見られる。都市部では、

提供体制に不足が見込まれる一方で、地方部では、高齢者自体が減少し、提供体制に

余裕が生ずる地域もある。 



（２）域内市場産業 ②地域において高齢化に対応する医療・介護（2/2） 
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1. 医療・介護分野での需要拡大は、国民負担の増大を招く。地域では、それらの需要見込

みに応じて、公的部門の見直し・効率化を行うべきではないか。また、市町村単位、企業

単位等で分立する医療保険の保険者について、保険者の立場から病床の機能分化を

後押しするなど、その機能を強化することも検討するべきではないか。 
 

2. 医療・介護の提供体制が過大となる地域では、関係機関間の連携や再編・統合も進める

ことも考えられる。その際、医療法人、社会福祉法人等の異種法人間での連携・統合を

円滑化するとともに、その適切な運営を担保するガバナンス強化の観点から、新たな「法

人」を創設することも検討するべきではないか。 
 

3. 医療・介護の提供体制に不足が見込まれる都市部から、提供体制に余裕が生ずる地方

部への移住を促し、移住先地域における「医療・介護」分野の産業の活性化、雇用の維

持・拡大につなげることは考えられるか。 
 

4. 予防や健康増進の分野を中心として、ＮＰＯを含め、民間サービスの新規参入を拡大す

ることによって、質の向上やサービス提供の効率化を目指すべきではないか。そのため

には、自治体、医療機関、企業、大学等、金融機関の連携が重要ではないか。 



 2030年にかけて、大半の経済圏（202/237）では、医療・福祉分野の就業者数が増加。 
 都市部において、その増加幅が大きくなる一方で、地方部の一部の経済圏では、就業者数が減少する。 
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医療・福祉分野の就業者数及び実質ＧＤＰに占めるシェアの変化 

出所：総務省「国勢調査」（2010年）、総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」（2012年）、総務省「就業構造基本調査」、RIETI「都道府県別産業生産性データベース」及びJILPT「労働力需給の推計」（2013年度）から推計。 

医療・福祉　就業者数年平均変化率
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医療・福祉 就業者数変化率（年率平均） 
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 今後、高齢化が急速に進む都市部では、医療・介護の需要の増大が見込まれる一方で、既に高齢者自体が減少している自治

体が存在する地方部では、需要の減少が見込まれる。 
 医療・介護サービスの提供体制を見ると、西日本を始めとして、地方部では供給力が高い一方で、都市部では供給力が不足す

る状況となっている。 

二次医療圏の医療費総額の変化推計 
（2010年－2040年） 

二次医療圏の人口当たり病床数の偏差値 

出所：第9回社会保障制度改革国民会議 増田寛也委員、高橋泰委員提出資料 

地域における医療・介護の需給 

老健・特養・高齢者住宅の収容可能人数の偏差値 

(％)

160
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 40

 

二次医療圏毎 介護費総額の変化推計 
（2010年－2040年） 
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 【主な施策のアイデア】 

① 医療・介護、生活支援サービスの連携の促進 
地域医療ビジョンの策定、関連機関におけるＩＴ投資の促進等を通じて、医療機関、

介護施設等の機能分化、ネットワーク化を進め、地域において、急性期医療から在宅

介護・生活支援サービスまでを一体的に提供する体制を構築・強化する。 
 
② 保険者機能の強化 

市町村単位、企業単位等で分立する医療保険の保険者について、都道府県レベル

での連携等を図りながら、都道府県による「地域医療ビジョン」の策定プロセスに積極

参画し、地域の医療需要の見通しに応じて、医療機能の分化を働きかけるなど、その

機能を強化することを検討する。 
 

③ 医療・介護の再編・統合を進めるための新たな「法人」の創設 
医療・介護分野において、医療法人、社会福祉法人等の異種法人間での連携・統合

を円滑化するとともに、その適切な運営を担保するガバナンス強化の観点から、新た

な「法人」の類型を創設することを検討する。この「法人」については、公共交通、小

売・生活関連サービス等の日常生活を支える事業を含め、地域コミュニティを一体的

に支える仕組みとして活用することも、併せて検討する。 
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 【主な施策のアイデア】 

④ 医療・介護に係る「住所地特例」の見直し 
 医療・介護の提供体制に不足が見込まれる都市部から、提供体制が過大となる地

方部への移住を促すため、医療・介護に係る「住所地特例」の拡充策について、検討

を行う。 
 
⑤ 予防・健康増進分野における民間サービスの育成 

 産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度の活用、予防・健康増進サービ

スの品質評価を行う仕組みの創設、健康事業への投資対効果を明確にするための従

業員の健康状態の指標化等を通じて、民間ビジネスの新規参入を促進するとともに、

それらの質の向上やサービス提供の効率化を図る。 
 

⑥ 地域におけるヘルスケア産業創出のための環境整備 
医療機関、企業、大学等が参加するヘルスケア産業の創出支援のための協議会を

各地域に立ち上げる。自治体や企業・保険者と連携しつつ、グレーゾーン解消制度の

活用成果の共有等や、事業者間のマッチング、医療関係者と事業者とのネットワーク

構築を促すとともに、事業者に対して円滑に資金供給を行う枠組みを整備する。 



（２）域内市場産業 ③地域のエコシステムを支える地域金融(1/3) 
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1. 地方銀行、信用金庫等の地域金融機関は、それらが営業エリアとする地域

と一蓮托生の関係にある。 

2. しかしながら、地域金融機関は、デフレの継続、公的信用保証による貸付

け等を背景に、域内の中堅・中小企業の収益力や将来性に対する目利き

機能が低下しているとの指摘がある。 



• 地方銀行は、都市部や近隣県における貸出を拡大しており、優良先への貸出競争が激
化している。 

• その結果、高格付先（優良先）では、取引銀行数が増加し、貸出金利も低下している。 

出所：帝国データバンク“SPECIA”などにより日本銀行作成。 
  注：１．高格付は信用評点上位25％点以上、低格付は下位25％未満、中格付はそれ以外の企業。 
    ２．左図は貸出金利の09年度から11年度の変化幅。 
    ３．中図の高格付先の取引銀行数は１社あたり平均。 
    ４．右図は08年度から11年度の平均値。 

貸出金利の変化幅 高格付先の取引銀行数 高格付先の貸出利回り 

（年度） 
（取引銀行数、行） 

高格付 中格付 低格付 

（％pt） （行） （％） 
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（２）域内市場産業 ③地域のエコシステムを支える地域金融(2/3) 

1. 「域外市場産業」の中核となるグローバルニッチトップ企業やベンチャー企

業の育成が重要。地域金融機関には、中長期の成長資金を安定的に供給

するとともに、海外進出を含め、新たな事業展開に対する支援を強化するこ

とが期待されるのではないか。 

2. 政府系金融機関においては、メザニンなどのエクイティ性資金の供給を含

め、民間金融機関が取りにくいリスクを積極的に取ることを通じ、民間金融

機関による中長期かつ安定的な成長資金の供給等を補完する役割を積極

的に果たしていく必要があるのではないか。 
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1. 「域内市場産業」に対しては、その収益力のチェック等を通じて、実効性のあ

る経営改善を支援する役割を強化すべきではないか。また、地域の資金を

域内で「再投資」し、地域コミュニティの維持・安定に資する企業、ＮＰＯ等を

支援することが期待されるのではないか。 

2. 地域金融機関には、域内経済の縮小を視野に入れ、目利き能力の向上、コ

ンサルティング能力の向上の観点から、様々な取組を検討することが求め

られるのではないか。また、その際には、事業会社の取引が広域に及ぶこ

とを考慮した検討も必要ではないか。 

（２）域内市場産業 ③地域のエコシステムを支える地域金融(3/3) 
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【主な施策のアイデア】 

① 貸出先の海外進出支援のためのプラットフォームづくり 

 グローバルニッチトップ企業やその候補の海外進出支援のため、政府系金融機関

等を活用し、成長マネーを供給する。また、共同海外拠点を設置し、取引先事業会社

の海外展開を促す共通のプラットフォームとしつつ、人材を集約化することで、海外進

出を支援する。 

② 地域における再投資の仕組みづくり 

 地域の資金を域内で再投資することを促進するための、マッチングファンド等の仕組

みについて検討する。 
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【主な施策のアイデア】 

③ 地域企業の再生局面における再生支援・経営支援強化 

 事業再生局面において、地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）や、ＲＥＶＩＣが出資を

するファンドによる再生支援の活用を促す。また、銀行法上の議決権保有規制（いわ

ゆる５％ルール）の特例の拡大を通じた経営支援強化を通じて、再浮揚等を促す。 

④ 地域金融機関（地銀・信金・信組）の目利き能力の向上等の機能強化 

域内経済の縮小を視野に入れ、目利き能力の向上、コンサルティング能力の向上の

観点から、様々な取組を検討。 

⑤ 地域の生活を支えるサービスを提供する法人に対する資金面での支援 

地域のコミュニティ生活を支える事業を行う法人や、それを統括する法人に対する資

金供給や経営支援のため、事業性、サービス提供の質、社会的貢献などについて活

動の「見える化」を図り、案件審査や信用保険制度の適用を行う際に活用できるように

する。 



 



Ⅲ．地域経済の持続可能性確保に向けた政策対応 
 

３．地域経済の持続可能性を支える地方行財政制度 



３．地域経済の持続可能性を支える地方行財政制度（1/3） 
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1. 2030年度にかけては、高齢化の進展に伴い歳出が拡大する一方で、税収は伸び悩み、

経済圏の財政収支は悪化。一人当たりの財政収支で見ると、生産性が向上し、プラス成

長が実現する場合でも、大半の経済圏（193／237）で、赤字幅が拡大。 

2. 経済圏を構成する自治体は、財政の厳しい先行きを想定し、早期に行政サービスの効

率化や財政健全化に取り組むべきではないか。 

3. 自治体には、地域が強みを持つ「戦略産業」の活性化を通じて歳入増を図るとともに、Ｎ

ＰＯを含む民間事業者との協働、他の自治体との連携を進めることにより、行政サービス

の効率化に取り組むことが求められるのではないか。 

 



３．地域経済の持続可能性を支える地方行財政制度（2/3） 
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 ＜民間との協働＞ 

1. 人口集積は、小売・生活関連サービスの生産性向上のみならず、歳出の拡大抑制にも

寄与。財政健全化の観点からも、「集住」を進めることが必要。自治体が、用途・容積率

規制の緩和、バス等の公共交通網の見直し等を通じて、コンパクト・シティを形成する取

組に対する支援を強化するべきではないか。 

2. 医療・介護分野において、異種法人間の連携・統合を円滑化する新たな「法人」は、バス

等の公共交通、小売・生活関連サービス等の日常生活を支える事業を含め、地域コミュ

ニティを一体的に支える仕組みとして活用することも考えられるのではないか。その「法

人」に対する適切なガバナンスを確保すれば、自治体の直営又は第三セクターによる運

営よりも、事業運営の効率性を高めることが期待できるのではないか。 

3. 将来にわたり必要なインフラを維持・整備する場合には、「選択と集中」の観点から、更

新や新設の要否を精査するとともに、ＰＰＰ、ＰFＩの活用等により、コストの低減を図るべ

きではないか。 



３．地域経済の持続可能性を支える地方行財政制度（3/3） 
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 ＜自治体間の連携＞ 

1. 経済圏内の他の自治体、近隣の地域の拠点都市や都道府県等の中から、産業活性

化、観光振興、医療・介護、インフラの整備・更新等の課題に応じて、それぞれ適切な

連携相手を選択した上で、地方自治法に基づく協議会、一部事務組合等の手法を活

用しながら、行政サービスの共同化を進めるべきではないか。連携・共同化の延長とし

て、自治体同士の合併も視野に入れるべきではないか。 

2. 行政サービスの共同化や合併に取り組む自治体を後押しする地方行財政制度の在り

方についても、検討するべきではないか。 



経済圏の財政収支① 
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 2030年度にかけては、総じて、一人当たり財政収支が悪化。小規模な経済圏ほど、収支の赤字幅の拡大が大きい。 
 生産性が向上すれば、収支の赤字幅は幾分縮小。ただし、その改善幅には、経済圏の規模により、ばらつきが見られる。 

＜規模別・パターン別の一人当たり財政収支の変化＞ 

出所：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」 （2013年3月）、総務省「市町村別決算状況調」 、総務省「国勢調査」（2010年） 、総務省「市町村別決算状況調」等 から作成。 

○歳出 
 2010年度時点の経済圏を構成する市町村別の歳出額を被説明変数、同時点・同市町村の高齢者比率と人口密度を説明変数とする回帰式を求めた上で、物価上昇率は年率平均+1.0%と仮定し、回帰式で得られ
る係数と、2030年度の市町村別高齢者比率、人口密度から、2030年度の歳出額を推計。 

○地方税収 
 2010年度時点を基準に、経済圏別の実質GDP成長率、税収弾性値（1.0）、物価上昇率（年率平均+1.0%）を乗じて、2030年の市町村別の地方税収及び地方消費税交付金を推計。地方税収は、地方税収（地方税、
地方譲与税、地方消費税交付金、利子割交付金、ゴルフ利用税交付金、自動車取得税交付金及び軽油取引税交付金）＋地方消費税交付金で計算。 

○財政収支 
 単純に、地方税収から歳出を引いて算出。地方交付税交付金、国庫支出金等は、「地方税収」には含めていない。 
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2010 2030パターン① 2030パターン② 

(万人) 

(千円／人) 

変化幅 三大 500-100 100-40 40-20 20-10 10未満 

2010-2030 パターン① ▲ 45.6 ▲ 79.0 ▲ 78.5 ▲ 123.8 ▲ 152.1 ▲ 260.2 

2010-2030 パターン② 10.3 ▲ 32.3 ▲ 16.8 ▲ 72.1 ▲ 82.2 ▲ 222.6 

       ■ パターン①（青） 人口減少に伴う就業者の変化を勘案（生産性は据え置き）    ■ パターン②（緑） 人口減少に伴う就業者の変化及び生産性の変化を勘案 



 

  

経済圏の財政収支② 
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 2030年度にかけて、生産性の向上を勘案しても、 大半の経済圏（193／237）において、一人当たり財政収支が悪化。 

 全ての経済圏で見ると、24.4%の悪化（単純平均）。小規模な経済圏ほど、赤字の拡大幅が大きく、33.6％の悪化（単純平均）。 

一人当たりの財政収支（2010 千円／人） 同（2030 パターン①  千円／人） 同（2030 パターン②  千円／人） 

出所：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」 （2013年3月）、総務省「市町村別決算状況調」 、総務省「国勢調査」（2010年） 、総務省「市町村別決算状況調」等 から作成。 

全経済圏の一人当たり財政収支（単純平均）は▲291千円/人 全経済圏の一人当たり財政収支（単純平均）は▲414千円/人（パターン①）、 ▲360千円/人（パターン②） 

＜2010年度＞ ＜2030年度 パターン①＞ ＜2030年度 パターン② ＞ 

経済圏数 構成比 経済圏数 構成比 経済圏数 構成比
▲800～ 0 0.0% 32 13.5% 23 9.7%

▲800～▲700 1 0.4% 20 8.4% 22 9.3%
▲700～▲600 6 2.5% 19 8.0% 20 8.4%
▲600～▲500 22 9.3% 31 13.1% 21 8.9%
▲500～▲400 39 16.5% 39 16.5% 40 16.9%
▲400～▲300 63 26.6% 46 19.4% 35 14.8%
▲300～▲200 80 33.8% 39 16.5% 46 19.4%
▲200～▲100 26 11.0% 9 3.8% 19 8.0%

▲100～0 0 0.0% 2 0.8% 6 2.5%
0～ 0 0.0% 0 0.0% 5 2.1%

2010年 2030年① 2030年②
区分（千円/人）



出所：総務省「市町村別決算状況調」（2010年）、総務省「国勢調査」(2010年)より作成。 

• 一人当たりの財政支出は、人口密度、高齢化率等との相関が高い。 
• 小規模な自治体では、今後、人口減少に伴い、財政が厳しくなる可能性あり。 
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人口密度と住民一人当たりの行政コスト 
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 人口が郊外化すれば、道路、上下水道等のインフラは拡大。 
 人口減少下では、住民一人当たりのインフラの維持管理・更新費用の増加が見込まれ、自治体財政が逼迫され

る可能性あり。 
 自治体内での「集住」を促し、都市機能をコンパクトにまとめることは、インフラを維持するためのコストの低減を

通じて、財政健全化を進める観点からも有益。 

まちの外縁の拡大が自治体財政に与える影響 
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人口集中地区（ＤＩＤ）面積の拡大と 
都市インフラ整備量の推移 

（札幌市） 

（昭和60年＝100） 出所：札幌市「主要指標長期時系列」 
出所：国土交通白書2012 国立社会保障・人口問題研究所 

住民一人当たりの社会資本維持・管理費用の推移 
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