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はじめに  

 今人口がとにかく大幅に減ってきています。これまで日本は人口がずっと増えるなかで

経済の活性化とかまちづくりとかをしてきたんですけれども、いよいよ人口が本格的に減

っていくという時代を迎えて、今後どういうふうに各自治体の政策を立てていったらいい

のかということが、地方創生を始めとして今検討されているところです。 

 今日お話しようと思うのは、まず全国的にどういうことが検討されているかということ。

それから、私の職場がある奈良市はどちらかというと大阪市の衛星都市という感じですけ

れども、奈良市とか吉野、それから奈良県の南部の方の中山間地域といいますか完全な山

村集落があるところで、いろいろと地方創生がらみの計画策定に関係していますので、そ

の辺の実際やっていることも含めてお話をしようかと思っています。ただ、栃木とはちょ

っと状況が違うかもしれないので、その辺については、どこかでやっていることをそのま

ま持ってきて地方創生がうまくいくというわけではないので、参考にしながら考えていた

だいたらよいのではないかと思っています。 

 

1 人口減少は不可避 

○ 人口の推移（予測） 

 人口についてはいろいろお話を聞かれていると思いますが、日本の人口減少がどれだけ

深刻なのかということをまずご理解いただくことが一番重要かなと思います。出生率とい

うのは、およそ女性が一生の間に産む子どもの数と考えていただいていいんですけれども、

その出生率を 2.07に維持することができると、海外からの移民とかを考えなくても、だい

たい人口は長期的に維持できます。これはもちろん先進国の水準です。発展途上国に行き

ますと、医学的に厳しい面があるので、そうはいきません。 

 それで、出生率が 2.07 まで回復したら、人口が減る減るといわれているけれども、減ら

ないのではないかという疑問が時々出されます。図表１－１が日本の総人口の推移です。

20世紀になった時に日本の人口は大体 4400 万人だったんです。20世紀の間に日本の人口

は爆発的に増えました。20世紀の 100年間の日本の人口増加率は、先進国で 1位です。先

進国で 1位のスピードで日本の人口は増えましたが、日本の統計上初めて人口が減ったの
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が 2004 年で、２万人弱です。それから増えたり減ったりして 2008年がピークでした。2009

年から日本の人口は減少過程に入っています。昨年１年間でだいたい 27 万人が減ってい

ます。27万人というと、そこそこの大きさで、中核市にほぼ匹敵するくらいの人口が 1年

間で減ったことになります。今後この勢いで人口がずっと減っていくとどうなるかという

と、これは国立社会保障・人口問題研究所の予測ですけれども、前の前の国勢調査を基に

した将来人口予測の中位予測で、だいたい 100 年後には 100 年前の人口に戻って 4300 万人で

す。 

これは最悪のケースではありません。最悪のケースは、低位予測で 3000 万人台です。最

も確率の高い予測で 4000 万人台ということです。確率が高いというのは、出生率が今のま

まの水準で推移するというのが前提です。ここでは移民は想定されていません。移民がど

れだけあるかによって、もちろん変わりますが、今の日本は移民政策を本格的に採ってい

ません。日本が去年 1 年間で受け入れた難民は 11 人です。移民政策とかをとらずに出生

率が今のままでいくと、だいたいこのくらいに人口が減ってしまうということです。この

ままいきますと、21世紀の日本の人口減少率は、先進国で１位になります。20世紀は日本

の人口増加率は先進国で１位だったんですけれども、このままいくと、21 世紀は日本の人

口減少率は先進国で１位になります。 

○ 人口増減の国際比較  

日本の合計特殊出生率は 1.42 です。先進国で

も低いところもありますけれども、少子化対策で

成功したのがフランスなんです。フランスは、合

計特殊出生率をほぼ２近くまで上げています。図

表１－２の人口増減の国際比較のグラフを見て

いただくと、日本は先進国の中で最も人口が減っ

ていく国になりそうです。 

図表１－１ 総人口の推移 

図表１－２ 年平均人口増減

率 
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○ 人口減少の予測 

では、人口減少がどんなふうに予測されているかというと、2013年の出生数は 103万人、

死亡数は 125万人で、人口減少数が 22万人でした。2014 年の出生数は 100 万人ちょっと、

死亡数は増えて、人口減少数が 27万人でした。今後どうなっていくかというと、高齢化が

進むので亡くなる人は増えていきます。2024 年で 151万人くらい亡くなって、2030年にな

ると 161 万人です。要するに、団塊の世代が段々亡くなっていって 2049 年までは年間 160

万人くらいが亡くなっていくという予測です。今より亡くなる方が年間 35 万人くらい増

えるということです。 

 それに対して、生まれてくる方はどんどん減っていきます。おそらく今年は 100万人を

切ると思います。放っておくとこのままどんどん減っていって、2023 年には 80 万人を割

り、2037 年には 70 万人を割って、2047 年くらいには 60 万人を割るというふうに減る一

方になります。それで人口がどのくらい減っていくかというと、去年が 27万人でしたが、

2040 年に 100 万人減になり、だいたい 2076 年まで毎年 100 万人以上減っていきます。そ

の結果、この 30数年間で 3000万人以上人口が減ってしまうことになります。 

○ 子どもを産む世代が減少 

先程申上げましたように、出生率を上げたら人口が減らないかというと、残念ながら日

本はそうではありません。2012 年で 40 歳の人が 198 万人います。団塊の世代の子供さん

たちです。30歳が 156万人、20歳が 121万人、10歳が 117万人、0歳の子供が 104万人と

年々人口が減っていきます。2042 年の頃には、年間 100万人の人口が減るんです。この頃

にどうなるかというと、今 10歳の人が 30 年後には 40歳になるので 115万人、42年に 30

歳になる人は 0歳の人ですから 100万人です。 

今日本で最も子供を産んでいる女性の年齢層は 30 代前半です。30 代前半それから 30 代

後半、20代前半というふうに多いんです。第１子を出産するのがだいたい 30歳から 31歳

くらいです。30歳、40歳くらいの年齢で見ると、現在よりも 30年後は、30歳代の人がだ

いたい 3割から 4割減ってしまうというのは残念ながら決まっています。今からどんなに

少子化対策をやっても、30 年後に 30 歳になる人は、もう既に生まれているんです。だか

ら今から少子化対策をやっても無理なんです。移民を大量に受け入れない限り、30年後の

30代の人は、もう今更増やしようがないんです。その人達が、３割、４割減るというのは

残念ながら今からもう決まっているんです。 

○ 人口減少は不可避 

日本では、ずっと子供が減り続けています。団塊の世代の子供さん達は第２次ベビーブ

ームですけれども、日本では第３次ベビーブームは起こらなかったので、ずっと子供が減

り続けているんです。だからこの 40年間で生まれてくる子供の数が半分に減っています。

その結果、将来的に 30 年後に子どもを産む女性の数が今の３分の２くらいに減ってしま

うというのは避けがたい事実なんです。今後いくら少子化対策を進めてもその年齢層は増

えません。子どもを産む世代が今後ずっと減っていくんです。出生率というのは１人の女

性が産む子供の数ですから、出生率を上げても、産む女性の方が減ってしまうので、今後

出生率を 2.0 まで上げたとしても、2040 年くらいの時に 100 万人減るはずの人口が 50 万

人くらいの減少にはなるんですけれども、人口減少がゼロになるということは考えられな

いんです。 
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どうしたら人口減少がゼロになるかというと、移民政策をとらなかったら、あと可能な

のは出生率を今の倍くらいにするんです。今 1．4ですから、それを 2.8 くらいまでに上げ

たら人口減少は止まります。2.8 というのは、今子供が３人いる家庭では６人産まなけれ

ばなりません。２人の家庭では４人です。皆さんの子供や孫の世代が、４人、５人、６人

と子どもを産むかというと、ちょっと考えられません。 

現実的に出生率を 2.8 まで上げられるかというと、例えば、子供３人産んだら１億円、

５人で３億円、６人で 10億円あげるとかの想定外の少子化対策をとれば別ですけれども、

普通に考えられるような少子化対策では不可能です。出生率 2.8というのは平均ですから、

何十年も前、農村で子供が 7人、８人もいた時代でしたら出生率は３を超えていました。

でも、そんな時代にもう一度戻るなどということは、おそらくありえません。 

そう考えると、人口が減らないというのは、残念ながら日本では今世紀中にはありえませ

ん。減る一方です。だから今重要なことは、人口が減るのは避けられませんから、いかに

減り方を少なくするかということです。それと、今までは人口がどんどん増えるなかで、

どうやって地域の活性化を進めるかという議論をしてきたんですけれども、むしろ、これ

からは日本全体で人口が減っていく中で、これからの地方政策をどうしていくかというの

が大きな課題になってくるわけです。 

 

２ 政府の施策 

○ 国土のグランドデザイン 2050 （2014年 7月） 

昨年、政府は「国土のグランドデザ

イン 2050」という国土計画を作りま

した。この計画の問題意識がどこに

あるかというと、このグラフは、今後

50 年間で今住んでいる地域がどう変

わるかというものです。一番左側の

19％は「無居住化」、無人になる地域

ということです。今後 50年後に今人

が住んでいる地域のだいたい 20％は

このままいくと無人になってしまう

ということです。それから、その右側

「人口 50％以上減少」という地域が

44％あります。合計で 63％、およそ

国土の３分の２が 50年後には人口が

半分以下になるということです。そ

してその右側は、人口が減るけれど

も減り方が 50％未満という地域で、

一番右側が人口が２％増加する地域

です。今後国土の中で、人口が増え地

域は２％、半分以下になるところが３分の２、ただし 19％は無人になるというのが今回国土

計画を作った時の大きな問題意識なんです。 
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下のグラフですが、日本全体で人口が減るけれども、人口規模別にどういうふうに人口

が減るかというものです。人口 1万人未満の町村になると、平均して半減です。政令指定

都市では、人口減少率が 15％くらいです。ということは、国全体では人口が減るけれども、

減り方が平均ではなくて、地方に行けば行くほど、大幅に人口が減るということなんです。

大都市も人口は減るけれども、減り方はかなり穏やかで、むしろ中小の都市になればなる

ほど人口が一気に減ってしまうということです。こういった状況の中で、日本の国土をど

うしていくのかということを考えているんです。 

○ 骨太の方針 2014、「50年後に 1億人を維持する」 

（※ http://www.mlit.go.jp/common/001050896.pdf  の P4） 

では、政府は今後の人口をどうしようと考えているかということです。上のグラフは去

年の骨太方針に出されたんですけれども、総人口の推移の一番下の線が将来人口予測です。

このまま推移すると日本の人口はここまで減ってしまうというものです。それで政府はど

ういう目標を設定したかというと、2013 年で 1.43 の出生率を 2040 年に 2.07 にするとい

うことです。2.07というのは、だいたい 1960年代から 70年代、ちょうど高度経済成長期

くらいの数字に戻すというのがこの目標です。2.07になると長期的に人口が安定するので、

そこまで戻したいということです。戻せるかどうかはなかなか大変ですけれども、戻した

いということです。 

それで、2040 年に出生率を 2.07まで戻すとどうなるかというのが「人口置換ケース２」

の線になります。今世紀末にはだいたい 9100 万人くらいで人口が安定するというふうに

なります。ずっと減るけれども、だいたい 2080年から 90 年くらいになると安定すると。

2040年に出生率を 2.07 まで上げることができれば、今世紀末にはだいたい人口 9000 万人

で安定するというのが、日本政府の大まかな目安です。これに失敗すると明治時代くらい

の水準に戻ります。このまま放っておくと 2050年くらいで、人口が１億人を割ります。人

http://www.mlit.go.jp/common/001050896.pdf#  のP4
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口が１億人を割るけれども、この時点で 1億人を維持したいんです。ただ、これが実現で

きても、今よりも 3000 万人以上人口が減りますから、かなりの人口減少です。2.07 まで

出生率を上げるというのは、1960 年代の水準ですからかなり大変です。かなり大変だけれ

どもそれが実現できたら、今世紀末に 9000 万人台で人口が安定するということになります。 

今こういう社会を目指して、政府としてどういうことをするかということをやっていま

す。人口減少が深刻になるのは間違いなく地方ですけれども、地方の人口減少を受けて、

どういう活性化策を取っていくかというのが地方創生です。 

 今日参加されて皆さんのところでも、既に人口ビジョンを策定済みのところもあるかと

思いますけれども、市町村レベルでは、今年度中に策定するところが多いはずです。だい

たい政府のこの考え方を念頭において、自分のところの市町村の人口をどのくらいに考え

たらいいのかを検討している段階ではないかと思います。 

○ 国土計画の目標－人口減少を踏まえ、日本の国土をどう作り替えるのか 

では、日本の国土をどう作り変えていくのかということです。国全体での人口減少はも

う避けられません。都道府県の中で将来人口が今後も増え続けるという目標を掲げている

のは沖縄県だけです。沖縄は出生率が非常に高いんです。そこ以外は全て人口減少の予測

を出しています。今までは、３大都市圏で人口がどんどん増えたし、国も全体として人口

が増えてきたけれども、人口が減っていくという時代の中で日本の国土をどう作り替えて

いくのか。それが今の国土計画とか都市計画の大きな目標になっているわけです。 

今まではとにかく人口が増えていたんです。今後は人口は間違いなく減ります。人口を

維持しようと思うと、出生率を倍にしなければいけないので、ほぼ不可能です。若しくは

移民を大量に受け入れるかですが、30年後に年間 100万人くらいの移民を受け入れたら日

本の人口を維持できますけれども、100万人というと人口の約１％です。10年続けたら、

移民が 1割になります。そしたら日本は多民族国家になります。日本が多民族国家になる

くらいの移民を受け入れていったら日本の人口は維持できますが、今の日本でそういう国

民的合意はなかなか得られないと思います。そういった物凄い移民政策を受け受け入れる

か、若しくは、子供３人の家庭が６人を産むか、そういうことができたら別ですけれども、

そうでない限りは、間違いなく人口は減ります。人口が減るなかで、どうやって日本の国

を今後数 10年 100年にわたって維持していくのか、そこが大きな課題になっています。 

 政府の考えは、これからは国際競争の時代なので、首都圏若しくは三大都市圏の国際競

争力をどう維持していくのかということです。首都圏の国際競争力が低下していくと、日

本全体が沈没する。だから、人口が減るけれども、その中で首都圏の国際競争力をどう維

持していくのかというのが政府の一つの大きな計画なんです。それがちょっと分りにくい

言葉ですけれども「スーパーメガリージョン」といます。何のことかというと、早い話が、

世界最大の都市圏を作るという考えです。 

人口が減るけれども、首都圏を中心に日本の国際競争力をどうすれば維持できるかとい

うのが一つの大きな柱です。もう一つは、特に地方圏で人口が大幅に減っていくわけです

が、地方圏で人口が大幅に減っていくと、今のままでは地方が維持できないわけです。長

期的に見て、人口が大幅に減っていくと、今のような生活を各地方で維持するのが非常に

困難になってくる。だから地方を再編成していかなければならないということです。どう

やって地方を再編成していくかというと、大きくいうと「自治体間の連携」と「コンパク
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トとネットワーク」というやつです。 

要するに、一つは人口が大幅に減るけれども、その中で東京を中心とした首都圏の国際

競争力をどうやって維持していくのか、もう一つは人口減少が避けられない地方では、今

のまま地方を維持していくのはかなり厳しいので、どうやって再編成しながら、生活を成

り立たたせていくのか、これが今回出されている大きな目標なんです。 

○ 国土のグランドデザイン 2050の問題点 

首都圏で国際競争力を維持するためにどうするといっているかというと、全国の人口の

ピーク時が 2008年で 1 億 2805万人です。三大都市圏が 6545万人、それ以外が 6260 万人

です。2050 年には、このままいくと、全国の人口が 9707万人、三大都市圏は 18％減で 5306

万人、それ以外は 29％減で 4401 万人、全国では 24％減です。全国的には人口がぐっと減

るんですけれども、大都市圏での人口の減り方は少なくて、それ以外のところが非常に多

いわけです。 

その結果、三大都市圏の人口比率が上がっていくという形になります。三大都市圏も人

口は減りますけれども。比率としては 51％から 54％に人口が増えていきます。 

○ スーパーメガリージョンの形成 

リニア中央新幹線が今のままいくと、2047年に東京大阪間を結ぶわけです。そうすると、

三大都市圏が１時間で結ばれることになります。考え方によっては、三大都市圏の一体化

が可能になるわけです。東京エリアでは、新幹線とかを使うと１時間で移動できると思い

ますけれども、リニアができると、東京・名古屋・大阪が鉄道で１時間で移動できるんで

す。この一体化した三大都市圏のことを「スーパーメガリージョン」と呼んでいるわけで

す。 

どんなふうに表現しているかというと「圧倒的国際競争力を有する世界最大のスーパー

メガリージョンが我が国を牽引し、大都市圏域は国際経済戦略都市となる」といっていま

す。個々の都市だけでみると日本の人口は減っていきます。首都圏も人口は減ります。東

京都だけでみると、今人口が 1300 万人です。上海市は 2300万人です。東京よりも 1000 万

人多いわけです。 

アジアでは韓国はもう少しで人口が減りはじめます。台湾ももう少しで減少になります

けれども、中国は 13億人の人口が 14億人くらいまで増えて、それから減ってきますが、

減るといっても 13 億、14 億です。ただ、中国は上海とか北京とか広州がありますけれど

も、結構距離が離れています。 

日本の場合は、東京・名古屋・大阪がリニアができると１時間で移動できるようになるの

で、今は首都圏と名古屋と大阪が別々の都市圏だけれども、リニアができて、それをうま

く繋げることができると、それが１つの大都市圏になります。１つの大都市圏になると、

5000 万人の人口を有するわけです。これは 20 世紀的な発想で人口が多ければそれでいい

のかということもありますけれども、5000万人の大都市圏ができると、間違いなく世界最

大です。アジア最大は上海ですけれども、上海は 2300万人です。三大都市圏が一体化する

と 5000 万人ですから、全体としては人口が減るけれども、リニアとかを重点に三大都市圏

を一体化するようなことができると、再び世界最大の都市圏ができて、それでかなりの国

際競争力を保持できるのではないかということです。もちろんリニアだけではなくて、空

港の整備とか港湾の整備とか再開発とかいろんなことを三大都市圏を中心に進めていくこ
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とで、国全体では人口が減っても三大都市圏の国際競争力を維持できるのではないかとい

うのが政府の一つの考えです。 

○ 地方圏の再編成、自治体間の連携 

ただ、三大都市圏でそういった人口を維持して国際競争力を維持しようと思うと、地方

はかなり大幅な人口減少にさらされてしまいます。そうなると、地方では今のような生活

が非常に困難になります。その対策として地方を再編成をせざるを得ないだろうというこ

とです。その再編成の一つの柱が、自治体間の連携です。何故、今回自治体間の連携とい

っているかというと、市町村合併の評判が余りにも悪くて、もう１回市町村合併をやると

いっても、おそらく乗ってくるところは非常に少ないと思われるので、市町村の枠組みを

残しながらどう連携を図っていくのかということが今重視されているわけです。 

・連携中枢都市圏 

その一つの大きな柱になっているのが、「連携中枢都市圏」といわれるもので、今本格的

な計画づくりが進んでいます。連携中枢都市圏というのは「複数の地方都市等がネットワ

ークを活用して一定規模の人口を確保し…相互に各種高次都市機能を分担し連携する」と

いうことで、概ね想定しているのは、中心となる都市が人口規模 30万人以上、政令指定都

市とか中核市です。該当するのは全国で 61あります。栃木県では宇都宮市が該当します。 

早いところは昨年度からモデル的に連携中枢都市圏の議論を始めていて、全国で 9 都市

が計画作りを始めています。比較的よくやっているのが姫路市とか西日本です。姫路市は

人口が 50 万人ですけれども、姫路市が周辺の町村と一緒になってだいたい都市圏として

は 150 万人くらいの都市圏を作るような形で考えています。 

 連携中枢都市圏というのは、中心となる都市と周辺の市町村が協約を結んでいくんです。

そして中心となる都市が全体としての経済成長を進めていくということです。個々の自治

体がバラバラにやるのではなくて、協約を結んで中心となる都市にいろんなものを集中さ

せて、そこが経済成長の中心部分を担っていく、そして政府も財政的支援をするというこ

とです。連携中枢都市圏をやるところには、地方交付税を２億円上乗せで出すとかで財政

措置をやっています。あと中心部に高度な都市機能を集積していきます。自治体ごとにい

ろんな都市機能を持つのではなくて、できるだけ中心都市に都市機能を集約していくんで

す。何故 30 万人かというと、30 万人だとだいたい百貨店とか救急医療とかのかなり高度

な都市機能が立地できるんです。30万人くらいの中心都市を設定して、周辺の市町村が連

携し合いながら一つの都市圏を作っていくということです。 

 では、周辺の市町村はどうなるかというと、連携中枢都市圏で実際に今やりだしている

のは、例えば図書館とかの公共施設の利用をその都市圏に住んでいる人だったら、誰でも

同じ市民のように使えるというような公共施設の利用での便宜を図り出しています。将来

的には、介護保険とかも周辺の市町村で維持するのが難しければ、中心都市がそういう業

務を担っていくとかで市町村としての独自性は残しつつも、連携中枢都市圏を作って一つ

の都市圏として経済成長や生活サービス、公共サービスを考えていこうというのが大きな

考え方です。 

・定住自立圏 

もう一つは、定住自立圏なんですけれども、これは余り動いていません。中心となる所

が人口規模５万人くらいの都市で、そこが中心となって定住自立圏を作るということで、
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計画は作っていますけれども余り動いていません。今の政府の重点は、連携中枢都市圏で

す。 

・都道府県の補完 

ただ連携中枢都市圏とか定住自立圏、どちらにも地理的な理由で属さないところがあり

ます。かなり山間部の農山村とかです。そういったところは今後人口が減っていくと、公

共サービスの維持が困難になっていきます。そこはどうするかというと、都道府県が補完

するんです。非常に小規模な自治体、農山漁村といったところでは、市町村単位で様々な

公共サービスを展開していくのがおそらく難しくなってくる。そういったところは、連携

中枢都市圏や定住自立圏からも外れているので、そこは都道府県が基礎自治体が担う機能

を担当していくということです。例えば、義務教育とか介護保険とかを都道府県が担当す

る。あと道路の補修とか、今まで市町村がやっていたけれども、都道府県が担っていく。

市町村という枠組みは残すけれども、今基礎自治体が担っている業務のかなりの部分を都

道府県が実際にやっていく。非常に限られた業務だけを市町村が行って、実際的な業務は

都道府県がかなり担っていくようなことが都道府県の補完ということです。 

平成の大合併でかなり合併したんですけれども、実際合併の評判が全然良くありません。

政府も人口が減るからといってもう 1回合併ができるかというと、かなり合併については

難しい。むしろ合併せずにこういう連携とか補完でやったほうが早く再編成が進むのでは

ないかということで、こういう再編成を掲げています。合併しないので基礎自治体は残る

のですが、今基礎自治体が担っている業務のかなりの部分は無くなっていきます。中心と

なる都市や都道府県が担うことによって、今の基礎自治体がやっている業務のかなりの部

分が無くなっていくということを今想定しています。 

○ 地方圏の再編成、コンパクトとネットワーク 

・コンパクトシティの形成 

それからもう一つは、「コンパクトとネットワーク」というものです。コンパクトシティ

というのは、よく聞かれているかと思いますけれども、市役所とか医療、福祉、商業など

のいろんな都市機能、居住機能を都市の中心部や生活拠点に誘導していくということです。

今まで人口が増えるとともにずっと市街地が拡大していったんですが、それをぐっと縮め

るというのがコンパクトシティです。 

日本で比較的よく注目されているのが、青森とか富山ですけれども、かつて拡がった市

街地をもう 1回ぐっと中心部に縮める計画を立てています。人口がぐっと減っていくので、

市街地をぐっと縮めようということです。発想でいうと単純といえば単純です。人口が増

えるときは、どんどん市街地が拡大したんです。人口が減ってきたから縮める、それを一

般的にはコンパクトといっているんです。ただ全ての集落を全部 1ヶ所に集めるというのは

現実的には無理なので、コンパクトにしながら中心部から外れた集落については、公共交通の

ネットワークで維持していこうということです。 

何故これを目指しているかというと、市町村合併の一つの大きな反省なんです。市町村

合併で確かにコスト削減は図られているんですが、市町村合併によるコスト削減というの

は基本的に人件費です。議員定数が減ったとか、同じような仕事を一つにしたとか、昔の

村役場が支所になってぐっと減ったとか、職員削減に伴う人件費の削減が市町村合併でで

きたんです。 
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しかし、さらに政府としてコストの削減を進めようとすると、人口が減っても、人々が

バラバラに暮らしているとコストが掛かるんです。だから、例えば介護保険なんかでも、

ヘルパーさんが訪問するにしても、人口が減ってみんながバラバラに暮らしていると移動

の時間がかかってしまうんです。人口減少に伴って本格的にコストを減らそうと思うと、

人々の住まいを 1ヶ所に縮めないとコストの削減にならないんです。公共施設も維持しな

ければならない。道路のメンテナンスもしなければいけない。介護保険でヘルパーさんも

遠くまで行かなければならない。そういったもののコストを削減しようと思うと、人口減

少とともにみんなが集まって暮らすようにしないとコストの削減が進みません。コンパク

トシティというのは、人口減少に伴って人々の住むところをぐっと縮めて行政コストを削

減していくというところにも大きな狙いがあるんです。 

・立地適正化 

具体的にどういうことが検討されだしているかというと、一つは「立地適正化」という

ことです。これはまだ法律が改正された段階で、計画を今立て出している自治体が大半で

す。立地適正化というのは、要するに、拡がった市街地を縮めるということですが、今年

の夏の時点で、190くらいの自治体が立地適正化ということを検討しだしています。 

ただ、立地適正化というのには強制力はありません。あくまでも誘導措置であって、強

制的に市街地を縮めるというのは日本の法体系ではありません。その誘導については、国

は財政的に支援するというふうになっています。かつて人口が増えたときに、乱開発を防

ぐために、市街化区域と調整区域の線引きをしましたけれども、ああいう強制力というの

はないんです。でも、今回、今ある市街地をぐっと縮めるという計画を立てた場合に、縮

めるといわれても、別にそこに住んでいても問題はないんです。縮めるといったからとい

って、みんなが引っ越さなければならないという強制力は一切ありません。ないんですが、

そういうことを進めるといった自治体については、国が財政的に支援をするという枠組み

を作っています。 

・公共施設総合管理計画 

それからもう一つは、公共施設総合管理計画です。これは、地方だけでなく大都市圏も

含めて全国の市町村で検討しています。何故こんな計画を始めているかというと、一つは

人口減少で、もう一つは老朽化、改修設計ということです。そういう中で、公共施設を今

後どういうふうに管理していくのか、その計画の策定を各自治体は義務付けられています。

みなさんの全ての自治体で作られていると思います。 

ただ実際は、公共施設の統廃合計画になっているところが大半だと思います。長期的に

公共施設をどうしていくかという計画ではなくて、この施設は耐震改修をしなければなら

ない、しかし予算がないからこれを廃止して別のところに持っていって、こっちをこっち

に移してとかいうような数合わせ的な計画が現実的には圧倒的に多いんです。場合によっ

ては、建設会社の仕事確保のためかと思われるような計画を作っているところもあります。

実際はあまりちゃんとした理念を持たずにこういう公共施設総合管理計画を立てている自

治体が大半です。 

大きな流れは、人口が減っていく中で、このままでは、公共施設の維持ができない。公

共施設は建物だけではなくてインフラも含めてですけれども、長期的に見て、公共施設を

どうしていったらいいのかを全市町村に考えなさいというのが総務省のだしている方針で
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す。 

・「小さな拠点」 

もう一つ、農山村で大きなポイントになっているのは「小さな拠点」といわれているも

のです。集落が散在するような地域を対象に店とか診療所とか日常生活に不可欠な施設を

集積させた地区を「小さな拠点」と呼んでいます。全国的に小さい拠点をどのくらい作る

かというと、おおよそ 5000 箇所です。今日本全体で、集落は５万くらいあります。５万集

落くらいあって、その 10 分の 1 くらいが小さな拠点になるというようなイメージです。

この小さな拠点というのは、だいたい今でいうと、役場があるところとか学校があるところで

す。そういったところに、いろんな施設を集積して、そこを小さな拠点に変えていくということ

です。 

小さな拠点を作って、周辺のそれ以外の集落はどうするのかというと、潰すわけではあ

りません。潰すわけではないけれども、小さな拠点となった集落と周辺集落をネットワー

クで繋いで、全体を維持していこうという考え方です。要するに今までのようにあちこち

にいろんなものを作れないから、小さな拠点にいろんな施設や公共サービスとか商業を含

めて集約させて、それ以外の集落はネットワークで繋いでいくという考えです。従来だっ

たら、どちらかというと合併した旧村単位くらいに学校があったり、公共施設があったり

したかもしれませんが、そうではなくて、おおよそ目処でいうと村ぐらいだったら小さな

拠点は 1ヶ所、そこにいろんなものを集約していく。今までだったら、施設を作る場合に、

旧村が三つあったら役場をここに置いたら学校はこちら公民館はあっちとかで、結構旧村

である程度配分していましたけれども、そうではなくて、小さな拠点に集めなさいと、そ

こと周辺をネットワークで繋いで、全体を維持していくというような感じになっています。 

 

３ 高齢化の問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 高齢化率の推移(日本) 

それからもう一つ押さえておかなければいけないのは高齢化の問題です。高齢化がどん

なふうに進むかということです。 

1950 年で 65才以上の高齢化率は、4.9％で、15歳未満の年少人口は 35.4％でした。2012

年では、高齢化率は 24.1％で、年少人口は 13％です。このままいくと、2055 年には高齢

化率が 40.5％、年少人口が 8.4％になります。高齢化率は既に日本は世界一です。国全体

で高齢化率が 40％台というのは世界中どこを捜してもありません。ダントツで日本がトッ

１９５０年（％） 

老年人口： ４.９（65 歳以

上） 

年少人口：３５.４（15 歳未

満） 

２０１２年 

老年人口：２４.１（65 歳以

上） 

年少人口：１３.０ 

２０５５年 

老年人口：４０.５ 

年少人口： ８.４ 
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プです。反対に年少人口比率は世界最低です。先進国の中で人口減少率が１位で、高齢化

率も１位、年少人口比率は最下位です。 

誰がこんな日本にしたんだという感じですけれども、残念ながら、日本は少子化対策を

しなければいけない、いけないと言い出してから 20年経ちますけれども、ほとんど成果を

上げていなくて、その結果極めて歪な構成になってしまいました。 

○ 高齢化の動向 

今後これだけ高齢化が進んでいくと、地方創生を考えていく場合も、この高齢化をどう

するのかが非常に大きな課題になることは間違いありません。ただ、高齢化の進み具合は

地域によってかなり違います。今後、高齢者が急増するのは三大都市圏です。一番高齢者

が増えるのは東京で、今の 1.8倍くらいになります。東京はこのままいくと、介護保険が

スタートした 2000 年と比べものにならないくらい高齢者介護が深刻になります。地域包

括ケアとかいっていますけれども、それどころではなくて高齢者施設とかが不足するのは

目に見えています。 

地方の都市部では、むしろ高齢化率は今後かなり維持されていき、その後は低下してい

きます。地方でも、農山村ではもう既に高齢化率が減りだしているところがあると思いま

す。私が関わっている奈良県でも、南部の吉野とかは、既に高齢化率が 40％とか、高いと

ころでは 50％になっていますが、そういったところでは、もう既に高齢者が減り始めてい

ます。 

ちなみに、「CC RC」というのを聞かれていると思いますけれども、高齢者が農山村に移

転しないかということです。よく新聞にも出てきていて、高齢者が暮らしやすい府県のナ

ンバーワンはどこかとか発表しています。要するに都市部では、高齢者施設が全然足りな

いから、高齢者に地方に行ってもらうということです。地方はこれから高齢者が減ります。

だから高齢者が減る地方で高齢者を受け入れてもらえないかということです。そういうこ

とを今検討しだしています。 

○人口減少はすでに始まっている 

人口減少は既にもう始まって

いるということです。今のとこ

ろ、かなり極端に人口が減ってい

るのは、北海道の炭鉱です。釜石

とか室蘭は製鉄です。この 20 年

間で 20数％から 50％の人口が減

っています。歌志内市というのは

全国で一番人口の少ない市です

けれども、かなり急速に人口が減

っています。夕張市はちょっと特

殊ですけれども、人口が６割減で

す。かなり極端に人口が減ってき

ていますけれども、この時代はま

だ人口減少というと、炭鉱とか製鉄の町でしたけれども、既にかなり広範囲に広がってい

っています。



 

13 

 

４ 地方創生の位置づけ 

○ 地方圏再編成を自治体自らが進める仕組み 

そういう中で、地方創生というのは、政府から見るとどういう位置付けになるかという

ことです。人口が大幅に減っていって、このままでは人口が維持できなくなるわけです。

ただ、三大都市圏はできるだけ人口を維持したいので、地方での人口減少がどうしても大

きくなります。そのため、人口減少が避けられないなかで、地方の再編成をせざるをえな

いわけです。ただ、地方の再編成をトップダウンで進めるとなかなか反発も強くなります。

それで、むしろ自治体自らが地方の再編成を進めていくような仕組みを作っていくという

のが地方創生だと考えてよいと思います。 

 要するに、地方創生というのは、人口が減っていくけれども、それに対して自治体とし

てどう対応していくのか、かつて竹下内閣の時にやった「ふるさと創生」とかは全市町村

に 1億円を配りましたけれども、今回はやる気のある自治体には財政支援するけども、や

る気のない自治体にはやらない。やる気のある自治体は総合戦略をきちんと作って、そこ

で効果が出そうな戦略を立てているところで、他の地域の見本になりそうなところを重点

的に財政支援していくということです。 

これはどういうことかというと、うまくいかなかったら、それは自治体の自己責任です

よということです。地方創生に失敗したら、それはやる気がなかったからうまくいかなか

ったとか、計画がまずかったからうまくいかないのであって、自治体の責任ですよという

ことです。 

 一方，この間ＴＰＰが大筋合意しましたが、ＴＰＰを進めながら地方創生が本当にでき

るのかといわれると甚だ疑問です。 

ただ、当初考えていたより地方創生の予算が少ない少ないと言われていますが、それで

も自治体としては、予算を取ってこなければいけないので、自治体が予算を取ってこよう

と思うと、なかなか表だった政府批判はしにくいということになります。 

地方創生というのは、要するに上から無理やりこういう方向に進めようというのではな

くて、自治体が自発的に地方の再編成を進めていくというものです。そういったものが、

今回出されている地方創生の大きな目的ではないかと思います。 

○なぜ地方で人口が減少するのか 

改めて確認しておきますと、日本で人口が減る最大の原因は出生率の低下です。出生率

の低下と最も関係があるのは、若者の雇用が不安定だということです。1990 年のバブルが

はじけたときに、若者の正規雇用の比率は 80％でした。今、20代の若者の正規雇用は 55％

ですから２人に１人は非正規雇用の時代になっているんです。自分の雇用が不安定で、安

心して子供が産めるかというと、そんなことはありえません。しかも、まだまだこれから

雇用を不安定にしようとしていますから、一方で雇用を不安定にしながら子供を産めとい

っても、なかなか難しいわけです。 

また、日本は諸外国と比べて子育てにかかる費用がとてつもなく高いんです。今度の計

画では、政府は国立大学の授業料を長期的に上げていって私立と同じ水準にするといって

います。国立大学の授業料が  １.５倍くらいに上がる予定なんです。私立大学の授業料

を国立大学並みに下げるように政府が財政負担したらいいと思うんです。国立大学に対す
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る財政負担を減らして私立大学の授業料と同じくらいに上げる予定なので、そんなことを

してしまったら、今でも大変なのに増々子育てにお金がかかってきます。いくら産めとい

っても、産んで誰が育てるのかということです。 

フランスで出生率が上がった最大の理由は、女性の就労と育児を両立させるように徹底

した少子化対策をしたことです。日本は女性の就労と育児の両立が極めて困難で、なかな

か簡単にはできません。そういう状況を根本的なところから改善せずに自治体の努力だけ

でやれといわれても、かなり厳しいと思います。 

また、首都圏の一極集中だって、現実的には地方では一次産業だけでは食べていけない。

国際化の中で製造業をやっていけない。商店街もショッピングセンターに喰われてどうし

ようもない。そういうことが広がっている中で、働くために大都市圏に出なければならな

くなっているわけです。そういう中で、地方の努力だけで雇用を増やせといわれても、1700

以上ある市町村みんながみんなそんなにうまくいくかというと、現実的には極めて厳しい

と思います。 

 ですから、地方で人口が減少しているのは、別に地方がさぼっていたからではありませ

ん。構造的な原因があるわけで、そこを変えずに地方の努力で地方創生をやって、人口を

増やして、もっと若者に来てもらえといっても、いくつかのところではうまくいくかもし

れませんけれども、それでやっていけるかというと、残念ながら極めて厳しいと思います。

雇用の不安定化は、まだまだ進みそうですし、ＴＰＰが実際に進んでいくと、第 1次産業

はますます厳しい状況に置かれてくると思います。製造業なんかもどんどん安いものが入

ってきますからますます厳しくなるわけで、そういうことを進めながら、地方自治体に地

方創生をやれといわれても、これは現実的にはかなり厳しいわけです。 

○ 地方創生の考え方は重要 

ただし、地方創生をただ批判しているだけでいいかというと、そうはならないわけです。

地方創生でいわれているのは、例えば地方で雇用を増やしなさいとか、地方の独自性を大

事にしなさいとか、再生可能エネルギーをやりなさいとか、観光開発をしなさいとか、若

者の I ターン Uターンを進めなさいとか、いろんなことをいっていますけれども、個々の

部分を取れば重要なことは沢山あります。構造的な問題を全然解決せずに自治体に押し付

けて、お前らやれと言っていてもなかなかできないわけですが、実際の個々の内容を見ると、

地方として、考えなければならないことは沢山あります。 

政府の今の大きな流れ、三大都市圏を最優先して人口の維持を図っていく、地方では大

幅な人口減が避けられないから再編成を進める、それも政府が無理やり進めるのではなく

て、自治体自らが再編成を進めるような仕組みを作る、一方では、雇用の不安定化とかＴ

ＰＰとかは今後も進めていく、そういう大きなところは改めていくようにしないといけな

いと思います。そういう大枠でのところの議論はきっちりとしていかなければならないけ

れども、ただ一方で、そうはいうものの、直ちに世の中が変わるわけではないので、実際

に地方創生でいわれている個々のメニューについては、頭から否定できるものばかりでは

ありません。考えて当然のものも沢山あります。 

今まで地方で雇用を増やすというと、20 世紀の間は公共事業をどんどんやっていました

けども、これから地方で公共事業で雇用を確保していくことが財政的にできるかというと、
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難しいです。だから、どうやって地方で雇用を確保するかというのを自治体が考えておく

ことは重要なんです。昔だったら、国会議員を使って補助金を取ってくるとか、中央との

パイプを強調するとか、それでいかにお金を取ってくるかというのが中心でしたけれども、

そうではなくて、自ら創意工夫して雇用を作っていくということ自身は重要なわけで、別

にそれを否定するつもりはありません。 

 地方創生というのは二面性があるんです。一方では、政府が地方再編成を進めるものだ

ということと、もう一方では中身は地方として考えなければならない重要なメニューも含

まれているので、そういうものについてはむしろできるだけ活用して、自治体が自分たち

でいろんな取り組みを進めていくということが必要だと思います。 

 

５．地方創生の状況 

○ 人口ビジョン、総合戦略の策定状況 

地方創生が本格的に取り組まれるのは来年度で、今年度は計画づくりです。市町村が作

るのは、人口ビジョンと総合戦略の二つです。今どんな状況になっているかというと、都

道府県については、39都道府県が策定済みです。市町村については、策定済みが 40％、残

りは年度内にほぼ全部が作ります。というのは、これを作っておかないと国からお金が降

りてくる可能性がほとんど無くなってしまうんです。ですから市町村はおそらくよほどの

ことガない限り作るはずです。 

内容については、まず先に人口ビジョンを作ります。市町村で将来どの程度の人口を確

保するのかというのが人口ビジョンです。総合計画を作る場合も将来の予想人口を出しま

すけども、今回の地方創生では、ともかく人口が減っていくわけです。放っておくと人口

が減るので、それに対して各自治体で将来どの程度の人口を確保していくのかということ

です。 

人口ビジョンを作って、その人口ビジョンを達成するために何をするのかというのが総合戦

略になるわけです。この総合戦略に基づいて、政府は予算を付けるというふうになります。都道

府県は既に作成済みで、栃木県でも既に作成済みですけれども、市町村でも策定済みのところ

については、どんな総合戦略を作っているのかをまずきちっと見ることが必要です。今策定中

のところは、現在、どんな議論が行われているのか。その辺をきちんと確認しておくことが重要

になってきます。 

○ 人口ビジョン  

まず、人口ビジョンを政府がどう考えているかというと、2060 年で 20％減というのが政

府の将来人口予想です。都道府県で既に策定みのところで見ると、2060 年時点で人口を増

やすといっているのは沖縄県だけです。沖縄県は日本で最も少子化が進んでいない地域で、

2060 年の時点で 21％増やすということで、現在の 139 万人を 168 万人にしたいというの

か沖縄県の計画です。それ以外は、39都道府県が策定していますけれども、全て人口減少

です。一番人口が減るビジョンを作ったのは秋田県で 44％減、108 万人が 61 万人になり

ます。44％ですからほぼ半減です。2060 年というのはかなり先ですけども、これまでの自

治体の計画で人口半減というのを出した自治体は、おそらくないと思います。今都道府県

の中で人口が一番少ないのが鳥取県で、58万人です。鳥取県は 26％減で、2060年には 43
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万人になるだろうということです。  

人口減が 10％以下というビジョンを作っているのは３つの県で、千葉県が 7％、愛知県

が 6％、滋賀県が 9％です。それ以外は、全部 10％以上の減少です。栃木県は 24％減にな

っています。今 200万人ですけれども、2060 年には 152万人、だいたい人口が４分の３に

なるという人口ビジョンを策定しています。これはあくまでも県全体です。県内の市町村

はどんな計画を立てているかは分りませんけれども、もう既に立てているところがいくつ

かあると思いますので、立てているところはどんな予想か分るかと思います。 

ちなみに 39 都道府県トータルでみると、政府が作っている 20％減ぐらいに今のところ

収まります。国全体で 20％減だけれども、沖縄県を除いたら大都市周辺の減少幅が少なく

て、地方での減少幅がかなり大きくなって、栃木県の場合は、全国平均よりも少し多めに

人口減の想定をしているということになります。 

各都道府県が何を根拠にこういう数字を出しているのかは、それぞれの人口ビジョンに

は必ず書いてありますけれども、かなり希望的な観測になっています。だから実際はもっ

と減る可能性があります。栃木県がどうかはわかりませんけれども、予定通りいっても４分

の３です。栃木県でも、多分宇都宮とかは減り方が少なくて、周辺にいくとぐっと減るという

形になると思います。 

○ 市町村の人口予測 

市町村については、例外はありますけれども、多くのところは 2030年に出生率を 1.8に

して、2040 年に 2.07、2.1にしています。これは結局、政府の目安と揃えているところが

多いということです。無難といえば無難なんですけれども、ただ、政府と違うのは、政府

は国全体で考えますから社会増減というのはありません。しかし、市町村の場合は 2040 年

くらいで、社会増減をゼロにしたいというところが、ほとんどです。一部のところは変え

ていますけれども、だいたい政府の数字と合わせています。2040年に今の町村レベルで出

生率を 2.1にするというのは、そんな簡単なことではありません。 

ただ、人口が 9000 人くらいの私が関わっている町があります。政府のような数字の立て

方では市民が見て分らない、出生率を 2.1 にするとかいっても、何のことがよくわからな

いわけです。それで、もっと分りやすくしろというのが市民から出ていて、面白いと思っ

たのは、１校しかないその町の小学校で、2060年の時点で各学年最低でも２クラスは確保

するというのを目標にしたんです。その方が分りやすいでしょ。今は２クラスか３クラス

あります。今後人口がずっと減っていくと、１クラスになり、最悪の場合は複式学級にな

りかねません。だから目標としては、全学年で２クラス以上確保する。そのためには、ど

ういう出生率にしなければいけないか、そのためには社会増減をどうしなければいけない

か、まず先にこれを決めて、それから具体的な目標を立てているところもあります。ただ、

これをやるためには目標がかなり高くなってしまって本当にできるのかなという気がしな

いわけではありません。 

こういう別の目標を定めて、それに必要な出生率はいくつかと計算しているところもあ

ります。私の知っているところで、出生率の一番高い目標を設定したのは 2.2 です。何を

根拠に設定したかよく分りませんけれども、かなり高いも目標です。いずれにせよ、多くのとこ

ろは、だいたい政府の出生率と揃えているところが多いということです。 
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○農山村の小規模自治体はかなり厳しい 

ただ、特に農山村の小規模自治体は、かなり厳しいと思います。町長さんとか村長さん

が、それを見て改めてびっくりしています。何にびっくりしているかというと、2040年に

出生率を 2.1にするというのは、だいたい国の目安でした。2040年に 2.1にしてそれを維

持すると、国レベルでは、今世紀末にだいたい 9000万人で人口が安定するんです。いま 1

億 2700 万人ですから、9000 万人に減って安定するんです。ところが、町村レベルでいう

と、国と同じように 2040 年に 2.1 で、しかも、その時点で社会増減をゼロにしたとして

も、将来的には人口は半分から３分の１に減ってしまうんです。だから国と同じことを達

成しても、今も既に若い人が極端に減っていて、そういうところで国と同じ目安の目標を

達成したとしても、しかも社会増減をゼロにしたとしても、将来的には、人口が半分以下

から３分の 1くらいに減ってしまうんです。 

出生率を 2.1にして、しかも社会増減をゼロにするというのは極めて高い目標なんです。

社会増減がゼロになるくらいだったら日本の過疎化は起こっていなんです。日本では延々

と過疎化があって、その問題を解決できずにきて、今から急に過疎を解決するといってい

るわけです。仮にそれをやっても、人口は今の半分から３分の１になってしまうんです。

だからこんなに高い目標を達成しても、なおかつ人口は、今の３分の 1くらいになってし

まうので、なんか凄い高い目標を掲げて努力して、それで２割とか３割減だったらいいで

すけども、２分の１とか３分の 1になるんです。ですから、町村レベルではかなり厳しい

です。目標をそこまで設定して、それができてもかなり厳しいというのが今の現状です。 

 しかも、放っておいたら人口が減っていくわけです。人口減の３分の２から４分の３は

社会減です。少子化対策を一生懸命やるという計画を立てているところが沢山ありますけ

れども、子供を産んで出生率を 2.1に回復していくというのは確かに重要ですけれども、

人口減少の大きな割合を占めているのは社会減、転出超過です。だから少子化対策だけで

は解決できないんです。 

要するに、東京とかの都市部にどんどんどんどん集中していく首都圏への一極集中、そ

こを何とかしない限り、社会増減ゼロという目標は達成できないし、目標が達成できなか

ったら、仮に出生率が 2.1 まで上がっても、人口は大幅に減ってしまいます。だから地方

にとっては、出生率を上げるということも重要だけれども、人口だけ考えれば、それ以上

に重要なのは社会減を喰い止めるということなんです。でもそれが現実的にはなかなか難

しいんです。 

しかも、地方、特に農山村の場合は、高齢者の減少が始まってきているので、高齢者施

設で働いている若者の雇用が減ってしまうんです。市町村合併とかで、役場の職員が以前

と比べると減って、公共事業も減って、今地方で以前に比べると雇用を支えているのは、

高齢者介護関係なんです。ところが、地方で今後高齢者が減っていくと、そこでの雇用が確保

できなくなるんです。そうすると、高齢者の減少はイコール若者の雇用が失われるということ

でもあって、そういう意味では、かなり厳しい面が沢山あります。 

ですから、今、奈良県の吉野の方でやっているとなかなか展望が出ないんです。ほんと

うに目標も高いうえに、今までできなかった事をそんなに急に本当にできるのかというこ

とです。しかも、ＴＰＰも今からやっていくわけですから、本当にそんなにできるのかな
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と思うんですけれども、でもそれをしなかったら、それこそ先程申上げたように 2060 年の

時点では、２割の地域は消滅、44％が半減なんです。だからすごく厳しいわけです。 

○ 自治体のがんばりだけで達成するのは難しい  

ですから、人口ビジョンは、きっちり考えれば考えるほど自治体の頑張りだけでは達成

するのは難しいんです。できる範囲で頑張ればいいんですけれども、国の根本的なところ

を変えていかないと、自治体の頑張りだけで地方を何とかしていくというのは、極めて難

しいです。地方創生で、やる気のないところは駄目だとか、失敗したのは自分達の計画が

まずかったからでは済まないんです。国全体の方向性をどうするのかということをきっち

りと考えないと、自治体だけで頑張れ、頑張れ、頑張ったところは支援するということだ

けでは、ちょっと大変だなという感じがしています。目標を達成しても人口が減ってしま

うんです。だから、そもそも国際競争力を確保するために三大都市圏での人口の減少を抑

えるとか、そういうそもそもの大枠を本当にそれでいいのかどうか、その辺はきちんと考

えておく必要があると思います。 

 

６ 総合戦略の方向性 

○ 雇用の確保 

それから総合戦略の方向性ですが、特に地方の農山村若しくは地方都市では、雇用の確

保というのが一つの大きな方向です。いくら若い人を確保するといっても、雇用がなけれ

ば若い人が来るはずがありません。今までの政策は基本的に「外貨獲得型」でした。観光

客を増やすとか、企業を誘致するとか、特産物を開発するとか、別に悪いわけではありま

せんけれども、やったらいいんですけれども、どこにいってもみんな同じことをいってい

ます。 

特産物もやったらいいんです。６次産業化もいいんです。でも、全国どこに行ってもジ

ャムとか佃煮とかがあります。そんなにジャムとか佃煮ばかりでは儲かりません。それか

ら、企業誘致ですが、製造業がなかなか来てくれないので、事務所とかＩＴ関係の企業と

かの誘致もやっています。ＩＴ関係の企業であればインターネットを使って地方でも十分

やっていけるということで誘致できているところもあります。それから芸術家ですね。別

にそういうことを批判するわけではありません。やっていただいて結構なんですけれども、

だいたい、芸術家で食べていける人は日本の人口の極一部です。しかも日本の文化行政は、

ヨーロッパに比べると、ものすごく財政支援が低いです。そんな国で、ＩＴ企業は増えて

はいますが、全雇用者から見れば、ＩＴ企業で働いている人というのはごく一部です。 

 残念ながら観光客もそうです。特に今体験型の観光が重視されています。やってもいい

んですけれども、体験型の観光だけが増えるわけはありません。 

 ですから、いわゆる外貨獲得型というのは、競争も厳しいし、やってもいいんですけれ

ども、リスクも高いんです。そんなに全ての日本の地方でみんな観光客の誘致で成功して、

ＩＴ企業が来て、芸術家が来て、６次産業化が成功するかといったら、どう考えても無理

です。 

○ 地域内での経済循環を創り出し雇用を確保する 

むしろ重要でないかと思うのは、外貨を獲得するよりも、自分の地域から外に出ていっ
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ているお金をどう防ぐかをやる方がよほど重要だと思います。 

どういうことかというと、地域で雇用が生まれるかどうかは、地域の中でどれだけお金

が回るかで決まるんです。よく一般的にいわれるのは、外部の観光客に来てもらって、お

金を落としてもらう、そして 6次産業化を図って都会の人に売る、そういうことはやって

いいんですが、都市部にいる人を地方に呼んできて、外部の人にお金を落としてもらうと

いうのはそんなに簡単にはできません。成功したらいいですけれども失敗する可能性も沢

山あります。それよりも、もっと確実にできるのは、今地域から外部に出ていっているお

金をできるだけ外部に出さないで、地域の中で循環させていくという方が、一般的にはやりや

すいんです。 

私は女子大ですから、よく地元の人から、学生さんを是非連れて来てもらって、村に昔

から住んでいる高齢者が思いつかないような斬新なアイデアを出して欲しいと言われます。

それで学生を連れて行きますけれども、村の人が一生懸命考えて出てこないものを突然学

生が行って斬新なアイデアが出るかといったら、まあ無理です。外貨獲得型といっても、

アイデア勝負なんです。だいたいアイデアも出尽くしています。外貨獲得型で斬新なアイ

デアを考えてもいいですけれども、それよりも自分のところの地域をもう一回見直すとこ

ろからやった方がいいと思います。 

奈良県では結構温泉が出ます。温泉も熱いのがどんどん出てくるんだったらいいんです

けども、比較的最近掘った温泉は 20度から 30度くらいの冷泉が多いんです。温めないと

温泉にならないんです。もちろん温泉の成分は含んでいます。小さな村ですけれども２ヶ

所温泉があって、両方とも重油で温めています。重油で温めるのに年間だいたい 1000 万円

使っているんです。重油は中東から必ず買ってくるわけで、別に村のお金を回りまわって

中東に渡す必要はないわけです。奈良県の吉野という所は、ご存知のように昔はヒノキと

かスギで、日本三大美林の一つで林業が盛んなところです。ところが今、林業は全く駄目

で、切ってもほとんど採算が合わないので放ったらかしていまして、政府の補助金で間伐

した木を放ったらかしているんです。食料自給率は 39％ですけども、木材の自給率は 20％

です。80％は海外から輸入しているんです。日本は国土の 70％が森林です。その日本の森

林で自給している木は 20％なんです。補助金だけ貰って放ったらかしているんです。もっ

たいないんです。 

だから、今何を考えているかというと、地域の小さな工場でチップを作れるようにした

らどうかということです。大規模な工場でチップとかペレットを作ろうと思うと、かなり

大変だし、どこかに 1ヶ所大きな工場を造ると、そこまで運ばなければなりません。運ぶ

ためにまたコストが掛ります。小さな工場を作って、今まで放っておいた村の木をチップ

にして、そのチップを余所に売ろうと思うと、また販路を開拓しなければなりません。そ

れは大変です。そうではなくて、村の中で使っている重油とかをチップに代えていくんで

す。それだけだったら計算ができるんです。別に重油だけではなくて、公共施設とかいろ

んなところで使っている石油とかをチップに置き換えていくんです。それはよそに売るの

ではないので、自分の村の中で計算ができるんです。今まで外に出ていったお金を村の中

で回すんです。それがきっちりできると、例えば重油 1000万円をチップに変えたら、おそらく

1人くらいの雇用は確実にできます。そういう雇用を積み上げていけるかどうかなんです。 
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結構農山村でも野菜とか米を外部から買っている人が村の中でも多いんです。もちろん

自分で作っている人もいます。私が関わっているところで調べてみると、ホテルとか民宿

でも最近は地元で採れたものも使っていますけども、それでも外部のものを結構使ってい

ます。野菜なんかでも、農山村にいったら、大量に作って大量に売ろうと思うと大変なん

です。そんなことを考えなくて、村の中で消費される野菜を村で作るくらいで十分なんで

す。外に売って外貨を稼ごうと思うと大変で、村の中で売れる量、そういうのをきちんと

作って地域内で農産物が循環するようにしていくんです。 

例えば、ホテルとか民宿、高齢者施設、学校とかが定期的に村の中で作った野菜を確実

に使っていくことができると、じゃあ野菜を作ろうかというふうになっていくと思います。

だから、別に外に売らなくてもいいと思うんです。その代わり、村の中は優先的に村の中のも

のを買っていく。もっと村の中で食料が流通していくようにするんです。 

食料とエネルギーというのは人間が生きていくうえで基本です。日本の地方は、やりよ

うによっては、食料と再生可能エネルギーは自給力を 100％に近づけることができます。

計算上、日本でエネルギーを 100％以上自給しているのが 54市町村くらいあります。地方

というのは、土地があるし、日本の場合は山がいくらでもありますから、再生可能エネル

ギーの宝庫なんです。そういうものをきちんと位置付けて、今まで石油や重油に消えてい

たお金を村の中で回していくという仕組みができると雇用が生まれてきます。 

外部からお金を稼ぐというのは大変です。外部に売るとか観光客を呼んでくるとか、そ

れはそれでやったらいいし、できるところは追及したらいいんです。でもそういうところ

ばかりに目を向けるのではなくて、今村から外に出ていっているお金を村の中に留める。

村の中で循環させる。それがきっちりできてくると、雇用は１人２人しか生まれませんが、

そういうことを積み上げていくということが大変重要なんです。 

今、奈良で問題になっているのは獣害で、イノシシとかシカです。これを今補助金で獣

害対策をやって、獲ったイノシシやシカをだいたい使わずに放置しています。もったいな

いんですが、何故できないかというと、処理施設が地域にないんです。奈良県のガイドラ

インでは、獲ってから１時間以内に処理しなければいけないんです。遠くに 1ヶ所くらい

処理施設があっても処理できないんです。だから補助金もらって、シカとかを撃つけれど

もそれで終わりなんです。獣害というのは、イノシシやシカを減らすということも重要な

んですけれども。それを食べれば、一石二鳥なんです。 

今、ジビエというのがブームになっていますが、イノシシとかシカの肉を作って売るの

は大変です、日本ではまだジビエを食べる習慣があまりありませんので、売れといわれて

も販路がないのでたちどころに計画が行き詰まってしまうんです。だいたい今人件費も含

めて、コストはイノシシで 100グラム 800 円ぐらいです。100グラム 800円ならサーロイ

ンステーキが買えます。だからそんなに簡単に売れないんです。ジビエ、ジビエと言って

いて、ある程度消費が増えているけれども、牛肉や豚肉に比べると、微々たるもので、そ

んなジビエをどんどん獲って、それを加工して売れるかというと売れません。だから外部

に売るとか、観光客を呼んできてジビエ食べてもらうとかいっても、そんなに次々と売れ

るわけではありません。それよりも、今村の中でイノシシとかシカの肉を消費できるよう

な仕組みができたら、外に売る必要はないんです。 
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奈良県の南部の方でも、その村に処理施設がないから、今の時期だと、ホテルなどでは

ボタン鍋など出すんですけれども、全部外部から肉を買っています。それを内部で獲れた

肉を使えるようにすれば、内部で取ったイノシシやシカをその村の中のホテルで客に出す

ことができます。それだったら、買い取ってくれるのが村の中のホテルです。だからイノ

シシやシカの肉を処理して、それを余所に売るということを考えると大変なんですが、地

域の中で循環させるという仕組みを作っていくというのが今非常に重要です。 

特に日本の農山村は、人も出て行くけれどもお金もどんどん出ていっているんです。だ

から今外に出ていっているお金を食い止める。それができるかどうかが、雇用を地域で確

保していく一つの大きなポイントです。アイデア勝負で外貨獲得型をするのもいいけれど

も、成功した 1 箇所の良い事例の背後には 99 箇所くらい失敗しているところがあるんで

す。むしろ失敗しているところの事例の方が重要だと思うんですけれども、だいたい成功

しているところの事例を紹介するんです。外に売って儲けるというのは、そんなに簡単じ

ゃないんです。しかもみんなやっているわけです。だからそれよりも、自分の地域から外

に出ているお金を喰い止めるということはやりようによってできます。 

その柱は自然エネルギーと食料だと思います。食料と自然エネルギーというのは全ての

基本です。それが地方では、かなり可能性が高いと思います。東京とか大阪で自然エネル

ギー100％と言ってもそれはどう考えても無理です。でも地方ではそれができるんです。計

算上は 100％できますけれども、実質自給は無理ですが、各地方でそういうことが本当に

できていけば、日本のエネルギー政策全体に影響を与えることができると思います。一発

勝負で大儲けするよりも少しずつ積み上げていって、人口が１万人とか２万人くらいのと

ころだったら一つの事業で２人３人の雇用が確保できるだけでも、画期的なことです。そ

ういうことを沢山積み上げていく取り組みを、各地域の特性を見ながら、同じことをやっ

ても地域が違えば大丈夫だと思います。だから自分達の地域で、今どれだけ外部に出てい

っているのか、どうすればそれを喰い止められるのか。その可能性はどこにあるのか、そ

ういうことをきちんと見ていくということが、今非常に重要ではないかと思います。 

○ 転出を防ぐ 

それからもう一つは、若者の転出を防ぐということが重要で、これができなかったら地

方創生は無理です。 

若者転出という場合、どんな時にどんな理由で転出するのかを奈良市で調べたんですが、

３つの大きな要因があることがわかりました。最大の要因は結婚です。結婚の時に出て行

くんです。その次は仕事の都合で出て行く。もう一つは住宅購入の時です。これが 20代、

30代の若者が転出する最大の３つの理由です。 

奈良市の場合は、仕事で出て行く人と仕事で入ってくる人両方います。でも、明らかに

出て行く人と入ってくる人の差が大きかったのが結婚です。結婚の時に出て行く人と結婚

によって入ってくる人で 10 ポイントくらい違うんです。そこが若者の流出の最大の原因

になっています。じゃあ、何故結婚によって奈良から出て行くかというと、結婚して直ぐ

住む家というのはだいたい民間の賃貸住宅ですが、奈良の場合は、若者が住めるような民

間の賃貸住宅が極めて少なくて、民間の賃貸住宅を捜すと駅から遠いかとか不便なところ

しかありません。要するに、今まで奈良市の対策は、ファミリー向けの住宅対策が圧倒的
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に多かったんです。住宅購入とか若しくはそれ以外でも、ファミリー向けの住宅対策でし

た。ところが結婚の時は、ファミリー向けの住宅対策では全然合わないんです。むしろ安

い民間の賃貸住宅が便利なところにあるかどうか、それが若者が結婚に伴ってその地域に

留まるか出ていくかの大きな分岐点になっているわけです。今までのファミリー向けの住

宅対策を進めながら、結婚したての若い人たちを対象にした住宅政策をどう展開していく

のか。そこに住宅政策上一つの穴があったということが分かって、その対策をどう進める

か今検討を始めています。 

もちろん若者にどんどん転入してきてもらったらいいんですが、雇用を増やさない限り

転入はしてきません。全国的に見ると、若者の転入が増えている地域もあります。どんど

ん転入してきてもらうのも重要ですが、まず、転出を防ぐことが重要です。奈良市という

のは大阪に通勤する人が多いんですけれども、もうちょっと吉野の方にいきますと、大阪

への通勤が難しいんです。そこでも若者の流出があるんですが、そこの様子はまたちょっ

と奈良市とは違います。どう違うかというと、農山村の転出というのは、隣のちょっと大

きい地方中心都市くらいに出ていく人がすごく多いというのが分りました。その大半は、

結婚というよりも仕事なんです。仕事を得るために、出て行く若者が多いんですが、その

若者達は、東京都とか大阪に行かずに、どちらかというと、近くの周辺の地方都市に留ま

っている人がかなり多いというのが分りました。 

周辺の都市に留まっているのはどういうことかというと、元の村とか町には親がまだ暮

らしているとか、若しくは家が残っているとか、そういう場合、何かお祭りとかがあると

直ぐに戻ってこれるんです。だから、むしろそういったところでは、直ぐ近くに仕事を捜

すために転出している若者が多いところでは、住居は移しているけれども、いくらでも地

域と連携が取れるようなところに行っているわけです。そういった人たちを第二の市民と

いうか、そういう形で常に繋がりを付けておくんです。 

農山村では、ほとんど転出超過なんですが、唯一転入が上回っている年齢層があるんで

す。それは 50 代後半です。それは周辺の地方都市に仕事を求めて引っ越していた人が 50

代後半くらいに Uターンして戻ってくるんです。それは元々の家が地元にあって、子供た

ちが独立したから地元に戻るんです。そういう人たちは、若い時からずっと地元と繋がり

を持ち続けていたんです。50代後半というのはまだ元気です。そういった人たちが、村に

戻ってきて何をやるかというと、新たな仕事を村でやり始めるんです。先日聞いた話では、

木工を始めたと言っていましたが、若い人を東京とかから呼んで来るのもいいんですけれ

ども、でもそれは競争が激しいんです。全国全てのところで、I ターンとか U ターンみん

な必死です。でも元々村に住んでいた人が、若い時に仕事を求めて周辺の都市に出ていっ

た人が、55 歳とか 60 歳くらいになって、また戻ろうかというのは、かなりの確率で U タ

ーンが期待できます。だからそういった周辺の都市に転出している人が多いようなところ

では、そういった人たちへの対策を考えていく必要があると思っています。 

○ 教育問題 

それからもう一つ、若者の定着を促していく上で大きなのは教育問題です。特に人口減

少が厳しいところでは、ポイントになっているのは高校教育です。小中学校というのは、

幸か不幸か市町村合併とかがあって小学校の統廃合とかいろいろあるし、今後はスクール
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バスを使ってもよいということになったので、少なくとも今のところ小中学校教育は、どん

なに子どもの数が減っても、全国的にそれなりに確保されていきます。 

厳しいのは高校教育です。今の高校教育というのは、真面目にきちんとやったら大体都

会で働く子どもをつくってしまいます。本来は、学校教育というのは地域で働き続けたい

という子どもをどうつくっていくかということをやらなければいけないんです。しかし、

今の標準的な教育というのは、普通に真面目に学べば都会に行って働くようになってしま

います。だから、地域の高校が生き延びていこうと思った場合に、その高校を出た子ども

たちが大学とかで都会に行った場合に、一旦都会で就職しても、もう一度自分達の地域に

戻ってくるような子供を育てることができるかどうか、それが地方の学校教育にとっては

最大の課題になっています。それをせずに、通常の学校教育だけを一生懸命追及している

と、卒業したあとみんな都会で働いてしまいます。標準化すればするほど、都会で働きや

すくなるんです。今までの学校教育は、都会で働きやすい子供を一生懸命つくってきたわ

けです。もちろんそれは大事で、どこに行っても同じことを学べるというのは大事だけれ

ども、それだけをやってしまうと、一生懸命教育しても、みんな都会に出ていって働くよ

うになってしまいます。 

 それと同時に、今高校教育で注目されているのは、インターネットでもずっと紹介され

ていますけれども、島根県海士町の地域教育です。ここでは地域教育を徹底してやってい

るんですけども、地域教育だけでは実際やっていけないんです。今の親とか子供たちは、

やはり大学受験を考えています。いい大学に進学しようと思うといい高校に行きたい。農

山村の高校ではいい大学に行けない。そういう状況が現実的に存在していて、その状況を

放っておいて、いくら理念だけを掲げても無理なんです。 

それで海士町は結局どうしたかというと、学校教育をきちんとやりながら夜間は実質的

な塾をやったんです。それで、海士町というのは離島が多いわけですが、本土の高校に行

かなくても、離島の高校で国公立とか慶応とか早稲田に行けるだけの学力を付させるとい

うのを徹底的にやったんです。その結果、実際に慶応とか早稲田に子供たちが行って、そ

れだったら地元の高校で慶応とか早稲田クラスの学力が付くんであれば、わざわざ引っ越

して本土の高校に行かなくてもいいじゃないかというふうに親や子供の意識が変わってい

ったんです。 

一方では、理想的な地域教育をきっちりとしなければなりません。それをしなかったら、

せっかく子供たちを地域で育てながら、みんな都会で働くようになってしまいます。それ

では駄目だと。でも、理想だけ掲げても、受験がある中ではやっていけないと。だからそ

の辺を両方追求して、海士町は高校の入学者がずっと減っていたんですけれども、今は増

えています。一時廃校に直面したけれども、入学者が増えて廃校を免れているんです。小中

の教育も大事だけれども、特に高校教育をどうしていくのか。大学までやろうと思うと、大学が

ある都市というのは数が知れていますから、大学教育を全ての市町村で考えるというのはちょ

っと無理があります。高校教育までをどう考えていくのか。そこは、子供たちをその地域で育て

られるかどうかの一つの大きなポイントになるので、非常に重要ではないかと思います。 

 

７ 地方創生で重要なこと 
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地方創生で、いろんなアイデアを出すのは重要です。でも、まず何が重要かというと、

日本の人口減少が極めて深刻です。それで、市民が議員さんや行政の人も含めて、このま

ま事態が推移したら自分達の市町村が消滅するかもしれないと、冗談ではなく本当にそう

いうことに直面しているんだという深刻さをまず理解するところから始めないといけませ

ん。何とかしてくれるだろうという考えでは何ともなりません。 

 そのうえで何が重要かというと、誰かに任せておいては無理です。誰か中央とのパイプ

が太い市長さんを当選させたら良いとか、偉い国会議員さんに頼みにいったら何とかして

くれるだろうとか、そういう時代ではありません。また、お金を出せばコンサルタントが

何とか作ってくれるだろうというのも無理です。やはり、そこに住んでいる地域の人達が、

自分達の地域についてみんなで議論するということをやらないと駄目です。もう無理だと

か、誰かにやってもらったらいいかとか、そんなふうになってしまうと、どうにもなりま

せん。やはり地域全体で、いろんなところで、この地域をどうしていくのかということを

議論するような仕組みをつくっていくんです。だから、地方創生で重要なのは、少しでも

多くの市民が、行政であれば行政の職員がみんなで議論する。みんなでどうやったら解決の

方向が得られるのか考えていくことなんです。 

一発逆転ホームランは残念ながらありません。誰かを呼んできて、アイディアを聞いて、

それをやったらうまくいくのかというと、そんなことは無理です。そんなことでできるく

らいだったら、みんな困っていません。残念ながら、日本全体で人口が増えている時代で

あれば、まだ可能性があったかもしれませんが、日本全体の人口が減り出しているので、

誰かを呼んできて考えてもらったらいいとか、何か若い人のアイディアを活かしてとか、

そんなことを言い続けている間にどんどん時間が経ってしまいます。そうではなくて、そ

の地域に住む人達が知恵を出し合って、しかも外貨獲得ではなくて、できるだけ自分達の

地域でお金が廻る工夫をしていくんです。外に売って儲けるのを考えてもいいですけれども、

それは大変だしリスクもあります。それよりも、今外に出ていっているものを内部に留めると

いうのは、やりようによっては、かなり可能なんです。ですから、そういう発想で考えていくと

いうことが、重要ではないかと思います。 

 そうは言っても、それだけではやはり限界があります。そういうことをやりながら、政

府の全体的な今の政策を変えるように各地方が政府に働きかけていく必要もあります。小

泉構造改革が一旦止まった大きな理由の一つは地方の反乱です。小泉構造改革を進めたら

地方が潰れてしまうかもしれない。それが地方の反乱という形になって小泉構造改革が一

旦止まったんですが、今また、アベノミクスでそれ以上の構造改革が進み出していますけ

れども、改革すべきところは改革したらいいんです。けれども、それが今のところは、残

念ながら地方切り捨て、地方の再編成、そういう形でかなり地方にいろんなしわ寄せが掛

かってくるような形で進み出しています。そこを全体として変えていかないと、個々の自

治体の努力だけでは、限界があります。だから、各自治体が自分たちのことをやりながら

いろいろ考えて、全体として政府の政策を変えていくようなことも考えていく必要がある

のではないかと思います。 

 

〇一人一人の市民が考え、行動するようになれば、生き残る可能性が出る 
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（本稿は、当日の講演録を基に事務局が作成したもので、文責は事務局にあります。） 


