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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 

7 



 



 



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） 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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。 
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