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本コンファレンスの問題意識 １ 

現在、地方は、以下の３つの大波に襲われ苦悩している 

  

  ①年齢構成のバランスを欠いた急速な人口減少 

   

  ②グローバル型大企業の脱地方拠点 

   

  ③中央からの支援の減少  
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①年齢構成のバランスを欠いた急速な人口減少 
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人口 
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【日本全体】 



  

今後も、地方での総人口、労働人口減少が急 
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【都市型（1都1府5県）】 【地方型】 
千人 千人 

（推計） （推計） 

出所：総務省『国勢調査』、国立社会保障・人口問題研究所『将来推計人口』（2013.3推計よりFRI作成） 
都市型は東京、千葉、埼玉、神奈川、愛知、大阪、福岡の計、地方型はそれ以外。 
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今までも、誰もが、日本の人口減少問題を漠然とは感じていた 

  （しかし見てみぬふり。深い追求は無かった） 

本年6月：日本創生会議・人口減少問題検討分科会報告の衝撃 

＊ポイント： 

人口再生産を担う若年女性(20～39歳)が50%以上減少すると、
出生率が上昇しても人口維持は困難 

＊若年女性人口が2010年→2040年で50％以上減少の自治体           

     →896自治体（49.8％） 

＊そのうち2040年に人口1万人以下になる自治体 

     →523自治体（29.1％） 

 

⇒具体的数値と自治体名の明示で、強い危機感醸成 

⇒真の解決に向けた機運が生じた 

なぜ、急に人口減少の危機感が広まったのか 
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（出所：
http://www.kahoku.co.jp/toh
okunews/201405/20140509_
73012.html） 

急峻な山岳地方中心に、生産や生活の場から変化 
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②グローバル型大企業の脱地方拠点 
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海外投資額/国内投資額割合の推移 

〈計画） 

（連結海外設備投資額）/（単体国内設備投資額） 

出所：日本政策投資銀行資料 

2010年以降、投資が急速に海外シフト 



  

国内の工場立地もあまり増えない（期別，電気業除く） 

出所：経済産業省資料 

地方の発展には、撤退可能性が高い大企業工場誘致から、
地方の中小企業育成へ転換が必要 
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③中央からの支援の減少 

出所：財務省資料 

億円 

減少する公共事業関係費 
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本コンファレンスの問題意識 ２ 
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地方を襲う３つの大波から派生する問題は何か？ 
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自立の必要性が高まる 

地方を襲う大波 派生する問題

●年齢構成のバランス ●消滅可能性の高まり
　　を欠いた人口減少 ●労働人口の急速な減少

　：人手不足、賃金上昇
　　人口依存的サービス業不振
●次世代担う若者のﾊﾟﾜｰ
　　創造性減少
●人口増加前提に作った
　分散的な施設、インフラの
　余剰化
　

●グローバル型大企業 ●企業競争力牽引力の弱まり
　　の脱地方拠点 ●雇用・付加価値・税収の

　　減少

●中央からの支援の ●地方財政の悪化
　　減少



  

問題が生じる根本原因は何か？ 

世
界
の 

工
場 

 

成
熟
型
先
進
国 

欧
州 

米
国 

日
本 

   
 

ＡＳＥＡＮ 
ＢＲＩＣｓ 

：ﾊｲﾃｸ人材招聘型 
（都市型国家の一部） 

？？？ 

:軍・学＆ﾊｲﾃｸﾍﾞﾝﾁｬｰ、金融、ﾌｧﾌﾞﾚｽ型分業 
＝天才牽引・世界市場制覇型 

:ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、地方の中小機械企業・ﾆｯﾁﾄｯﾌﾟ志向、観光、農業･林業、
再生ｴﾈﾙｷﾞｰ＝伝統･地域資源に立脚型 

：ｺｽﾄﾘｰﾀﾞｰ 

：価値ﾘｰﾀﾞｰ 
：その国独自 
  の強みに 

立脚 

＊歴史的に、どの先進国も、世界の工場ベースに大成長するフェーズから、      
  それが終焉し、「成熟型先進国」への転換が必要に 
＊しかし、日本はいまだ転換できていない（特に地方のあり方が描けていない） 
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日本の転換の難しさと、転換への方向 

世
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工
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本    

 

ＡＳＥＡＮ 
ＢＲＩＣｓ 

欧州(ドイツ）型を
目指す 

：地方天然資源･
成熟した文化資源
を活用し、地元企
業の高品質･細や
かなｻｰﾋﾞｽが加味
された分野で自立

的に生きる 

：ｺｽﾄﾘｰﾀﾞｰ 

：価値ﾘｰﾀﾞｰ 
：その国独自  
 の強みに 
 立脚 
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：大量の補助金・   
 公共投資、継続的 
 な企業誘致を実施 
：量的な成長、格差 
 少ない社会構築に  
 大成功 

：結果的に、地方の 
 自立力、創造力を 
 奪った 

民族国家の
色彩強い日
本は、天才
牽引、世界
市場制覇型
は合わない 

挑戦 挑戦 挑戦 挑戦 



  

改善の余地大きい日本の中小企業 
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出所:経済産業省『2012年版中小企業白書』 

％ 



  

本コンファレンスが目指すもの 
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「成熟型先進国における地方」構築に向けた 
解決の方向性と成功のポイントを提言したい 
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地方を襲う大波 派生する問題 解決の方向性

●年齢構成のバランス ●消滅可能性の高まり
　　を欠いた人口減少 ●労働人口の急速な減少 ●生産性向上

　：人手不足、賃金上昇 　：新陳代謝、優良企業への集約
　　人口依存的サービス業不振 　：ロボット化
●次世代担う若者のﾊﾟﾜｰ ●地方の子育て好環境活かす
　　創造性減少 　：職住近接、祖父母近住
●人口増加前提に作った ●余剰施設の再活用、再構築
　分散的な施設、インフラの 　：空き家、耕作放棄地等
　余剰化 　：コンパクト化、集約化

●グローバル型大企業 ●企業競争力牽引力の弱まり ●地方中小企業の自立化
　　の脱地方拠点 ●雇用・付加価値・税収の 　：世界ニッチトップ型志向

　　減少 　：新たな指導システム構築
　：ｺｽﾄﾘｰﾀﾞｰ型から高付加価値型へ
●新産業育成
　：見過ごしていた地域資源の活用
　　天然･人材・文化観光資源
　：地域独自の強み発揮
●エクイテｨ文化の涵養

●中央からの支援の ●地方財政の悪化 ●脱公共投資・補助金依存
　　減少 　：身の丈にあった生活に

　：自立･自助、共助の覚悟
●徹底した効率化･合理化
　：実態、無駄の見える化



  

本コンファレンスでのご報告カバー範囲と報告者 

■重要な課題は多面的に亘る。本コンファレンスでは以下の 

  課題をカバー 

 ＊「地方に存在する汎用的な天然資源」を活かした新産業の創出 

  （梶山研究員、遠野市 大里氏） 

 ＊過剰になった施設･インフラをどう活かし、再構成するか 

   空き家の利活用､コンパクトシティでの事例（米山研究員）  

 ＊「地方に存在する特産品などの地域資源」を活かした 

   新産業創出と、地方自立に向けた「エクイティ文化」の涵養 

  （榎並研究員）  

 ＊地方の実態の見える化と合理的意思決定の支援 

  （富士通研究所 千葉研究員） 
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報告テーマ選定理由とパネルの論点 

■テーマ選定の理由 

 ：まだあまり議論されていない、注目されていないが重要と思われる 

  論点  

 ：国の対策、「まち、ひと、しごと」に対応 

  ただし、バラマキ型でない自立的対処法を提言 

 

■成功のポイントは何かを、パネルで議論したい 

 ：地方変革における人材の問題 

 ：地方活性化における自治体の役割 

 ：新産業育成をどうやるか 

 

               乞うご期待！ 
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