
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。 
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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） 
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▲20.6 

▲8.3% 

▲3.0% 

▲12.5% 

+0.8% 

▲19.1% 
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▲23.2% 
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▲27.2% 
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▲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
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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)

(％)
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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
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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 
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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。 
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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 

34 



35 

【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。 
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