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 通勤・就労状況の変化、人口減少、市町村合併の影響等により、2000年から2005年にかけて、経済圏の数は減少                        
（271経済圏→243経済圏）。特に、東京周辺部において、経済圏が減少。 

 なお、直近の経済圏については、2010年の国勢調査に基づき、現在、調整中。更なる減少が見込まれる。 

地域 2005年国勢調査ベースの経済圏（243経済圏）※青字は、2000年の国勢調査ベースから変更のあった経済圏 

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） 

「経済圏」の変化 

地域 2000年国勢調査ベースの経済圏(271経済圏)※赤字は、2005年の国勢調査ベースでは変更のあった経済圏 

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、芦別、
士別、名寄、根室、千歳、滝川、深川、富良野、倶知安、岩内、余市町、美幌、遠軽、静内町 
（28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、水沢、一関、釜石 
＜宮城＞仙台、石巻、気仙沼、古川、白石 
＜秋田＞秋田、能代、横手、大館、湯沢、本荘、大曲 
＜山形＞山形、米沢、鶴岡、酒田、新庄、長井、東根、南陽 

＜福島＞福島、会津若松、郡山、いわき、白河、原町、喜多方、二本松（41経済圏） 

北関東 

＜茨城＞水戸、日立、古河、下館、水海道、常総、つくば、鹿嶋、波崎 
＜栃木＞宇都宮、足利、栃木、佐野、小山、真岡、大田原、矢板、黒磯 
＜群馬＞前橋、桐生、太田、沼田、館林、高崎、伊勢崎、富岡 
＜埼玉＞秩父、本庄、熊谷、行田、羽生（31経済圏） 

南関東 
＜千葉＞館山、銚子、木更津、津佐原 
＜神奈川＞小田原 
＜山梨＞甲府、富士吉田（7経済圏） 

東京 東京特別区、瑞穂町（2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、五泉 
＜富山＞富山、高岡、魚津 
＜石川＞金沢、七尾、小松、輪島、加賀 
＜福井＞福井、敦賀、小浜、武生 
＜長野＞長野、松本、上田、岡谷、飯田、諏訪、伊那、佐久（30経済圏） 

東海 

＜岐阜＞岐阜、大垣、高山、関、土岐 
＜静岡＞静岡、浜松、沼津、熱海、伊東、島田、富士、掛川、御殿場、袋井 
＜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、松阪、尾鷲、上野（31経済圏） 

近畿 

＜滋賀＞彦根、長浜、近江八幡、守山、八日市、野洲、水口町 
＜京都＞京都、福知山、舞鶴 
＜大阪＞大阪 
＜兵庫＞神戸、姫路、洲本、豊岡、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、福山、三次、因島 
＜山口＞下関、宇部、山口、萩、岩国、徳山、防府（22経済圏） 

四国 

＜徳島＞徳島 
＜香川＞高松、丸亀、観音寺 
＜愛媛＞松山、今治、宇和島、八幡浜、新居浜、伊予三島 
＜高知＞高知、中村（12経済圏） 

九州 

＜福岡＞北九州、福岡、大牟田、久留米、飯塚、田川、大川 
＜佐賀＞佐賀、唐津、鳥栖、伊万里 
＜長崎＞長崎、佐世保、島原、大村、福江 
＜熊本＞熊本、八代、人吉、水俣、玉名、山鹿、本渡 
＜大分＞大分、中津、日田、佐伯、津久見 
＜宮崎＞宮崎、都城、延岡、日南、高鍋 
＜鹿児島＞鹿児島、鹿屋、枕崎、川内、名瀬、国分 
＜沖縄＞那覇、石垣、名護、沖縄、平良、読谷（45経済圏） 

2 注：「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。 



「都市雇用圏」の基準 

  「都市雇用圏」は、「日本の都市圏設定基準」に基づく手順に従い、国勢調査を用いて、複数段階の設定作業を
経て決定される。今般、当面の分析の単位とする「経済圏」としては、2005年の国勢調査に基づき、アップデートさ
れたものを採用。 
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＜第１ラウンド＞ 
 

・ 人口集中地区の人口が1万人以上の中心市町村候補を抽出。候補間の通勤率を算出し、他市町村への通勤率が 
10％を超えるものは、候補から除外。 

・ 中心候補に対する通勤率が10％を超える通勤率を持つ市町村を、１次郊外市町村に設定（複数に通勤している場
合は、最大の候補の郊外とする）。 

・ １次郊外市町村に対する通勤率が10％を超える市町村を、２次郊外市町村に設定。 
・ さらに、２次郊外市町村に対する通勤率が10％を超える市町村を３次郊外市町村に、３次郊外市町村に対する通勤
率が10％を超えるものを４次郊外市町村として、該当市町村がなくなるまで作業を継続。 

＜第２ラウンド＞ 
 

・ 郊外市町村のうち、①従業常住人口比が１以上であり（＝常住人口よりも従業人口の方が多い）、かつ、人口集中
地区の人口が10万以上、又は、属する中心都市の人口集中地区の人口の３分の１以上であるものを中心都市として
扱う。 

＜第３ラウンド＞ 
 

・ 中心都市の範囲が変わったことを踏まえて、第１ラウンドの通勤率を再計算し、郊外市町村を再設定。 
・ 再設定された郊外市町村について、第２ラウンドの判定を実施。中心都市の範囲が再び変更された場合は、第３ラ
ウンドを繰り返す。 

出所：金本良嗣・徳岡一幸「日本の都市雇用圏設定基準」『応用地域学研究』No.7, 1-15,(2002)より作成。 



定住自立圏 地方中枢拠点都市 国土形成計画 

趣旨 

 都市機能がスピルオーバーしているよ
うな「中心市」と、それと密接な関係を有
する「近隣市町村」とが、定住自立圏形
成協定を結び、連携・協力することによ
り、圏域全体で必要な生活機能を確保
し、地方圏への人口定住を促進する。 

 地方圏において、人口減少社会に
おいても人々の暮らしを支える都市を
「地方中枢拠点都市」と位置づけ、そ
れを中心とした圏域を形成することで、 
住民が安心して生活できる基盤を維
持していくことを目指す。 

 全国に複数の広域ブロックを設置し、
国・地方公共団体・経済団体等が連携・
協力することで、地域戦略を描く。その上
で、各ブロックが相互に交流・連携し、活
力ある国土を形成していくことを目指す。 

単位 

中心市（39市） 
 人口5万人以上（少なくとも4万人超）、
昼夜間人口比率1以上の市。 
 
近隣市町村（延べ373団体） 
 中心市と近接し、経済、社会、文化又
は住民生活等において密接な関係を有
する市町村。 
 
定住自立圏（79圏域） 
 中心市と近隣市町村が、定住自立圏
形成協定を締結して形成。 

地方中枢拠点都市（61市が該当） 
 地方圏の指定都市、中核市、特例
市、人口20万以上の市のうち、昼夜
間人口比率1以上で、圏域を支える都
市。三大都市圏内の都市は除く。 

広域ブロック（8圏） 
 都道府県単位での参加により、構成さ
れる区域。 
   東北圏：人口1,210万人、域内総生産  43兆円 

   首都圏：人口4,240万人、域内総生産194兆円 

   北陸圏：人口   310万人、域内総生産  12兆円 

   中部圏：人口1,720万人、域内総生産  77兆円 

   近畿圏：人口2,090万人、域内総生産  82兆円 

   中国圏：人口   770万人、域内総生産  30兆円 

   四国圏：人口   410万人、域内総生産  14兆円 

   九州圏：人口1,335万人、域内総生産  44兆円 
 

所管省庁 
総務省 
（2009年4月～） 

総務省 
（2012年6月、地方制度調査会が答申） 

国土交通省 
（2008年7月に「国土形成計画（全国計画）」を閣議
決定、平成21年8月に「広域地方計画」を決定） 

複数の自治体が構成する枠組み 
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 （人口動態） 
将来の人口推計については、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月推計）の2030年時

点における市町村別データを経済圏毎に集計。 
 
 （「日本の地域別将来推計人口」 における推計方法） 
 

2010年の男女別・年齢５歳階級別人口（90歳以上まで）を足下（基準人口）として、市町村毎に、男女別・5歳階級別で2010年
から2040年まで、5年毎に推計。それぞれの推計式は、以下のとおり。 
 
 【男性】 
  ・ 人口（2010＋5ｘ年、男性、0～4歳）＝人口（ 2010＋5ｘ年、女性、15～49歳）×子ども女性比（※1）×男性割合 
       ・ 
  ・ 人口（ 2010＋5ｘ年、男性、25～29歳）＝人口（ 2010＋5（ｘ-1）年、男性、20～24歳）×（生残率（※2）＋純移動率（※3）） 
       ・ 
  ・ 人口（ 2010＋5ｘ年、男性、90歳以上）＝人口（ 2010＋5（ｘ-1） 、男性、85歳以上）×（生残率＋純移動率） 
 
 【女性】5歳階級毎に、男性の場合と同様の推計を行う。 
 
※１ 子ども女性比 ：0～4歳の男女計の人口と、15～49歳の女性人口の比率。出生率の代替指標として用いられる。 
※２ 生残率 ：ある年齢（ｘ）の人口が5年後にｘ＋5歳となるまでに死亡しない確率。 
※３ 純移動率：ある地域における移入人口と移出人口の差を表すもの。実績値は、封鎖人口（転出入が一切ないと仮定した理

論値）と実際人口との差である純移動数を求め、その実際人口に対する比として算出。2005年から2010年の
実績値を元に、将来的には人口移動が収束するとの仮定（2015年から2020年にかけて２分の１まで定率で縮
小する）を置いて将来値を推計。 

 
    →いずれも過去トレンドをベースに、将来動向や地域格差を反映するなどの調整を行い、市町村別に設定。 

分析・推計の方法（ポイント）① 

 2030年を視野に入れ、一定の前提の下、経済圏毎に、①人口動態、②実質成長率、③産業・就業構造の変化等を推計。 
 経済圏毎の全体及び産業別の実質ＧＤＰ、就業者数については、原則として、最近のトレンドを勘案し、将来の姿を機械

的に推計。 
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分析・推計の方法（ポイント）➁ 
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 （就業者数） 
  以下の３つのステップで、2030年の経済圏毎の全体及び産業別の就業者数を推計。 
 
＜第1ステップ＞市町村別・産業別の就業者数 
  2010年「国勢調査」の市町村別・産業別就業者数について、総務省「就業構造基本調査」の都道府県別・産業別就業
者数の最近のトレンド（02年、07年、12年の3時点から算出）を勘案し、2030年まで延伸して推計。 

 
＜第２ステップ＞産業別の就業者数（全経済圏）の調整 
  第１ステップで得られた市町村別・産業別就業者について、産業別に、全経済圏分の市町村の就業者数を合計。そ
の足下から2030年までの伸び率について、労働政策研究・研修機構「平成25年度労働力需給の推計」の「経済成長と
労働参加が一定程度進むケース」における産業別の伸び率と合わせる形で調整。 

 
＜第３ステップ＞市町村別の就業業者数（全産業）の調整 
  2010年「国勢調査」の市町村別就業者数（全産業）について、同調査の市町村別就業者数（全産業）の最近のトレン
ド（00年、05年、10年の3時点から算出）を勘案し、2030年まで延伸して推計。その足下から2030年までの伸び率に、第
１及び第２ステップまでで得られた市町村別就業者数（全産業）の伸び率を合わせる形で調整。 

 
 （実質ＧＤＰ・実質成長率） 
  
 2012年「経済センサス」の市町村別・産業別名目ＧＤＰについて、「国民経済計算」の産業別ＧＤＰデフレーターにより
実質化した上で、 
 ＜パターン①＞ 人口減少に伴う就業者数の変化のみを勘案するケース 
 ＜パターン②＞ 人口減少に伴う就業者数の変化に加え、生産性の変化を勘案するケース 
に区別して、それぞれ、2030年の経済圏毎の全体及び産業別の実質ＧＤＰを推計。 
 なお、生産性については、2030年まで、資本投入の寄与をゼロと仮定し、「都道府県別産業生産性データベース：R-
JIPデータベース」から算出した都道府県別・産業別のTFPの変化率の最近のトレンド（97年～07年）を採用。 



 （歳出） 
 

  ・総務省自治財政局「市町村別決算状況調（2010年）」における普通会計歳出決算の総計額を基準とした上で、人口動態と 
   歳出の関係に着目し、高齢者比率と人口密度を説明変数として推計。 
 
  ・具体的には、 2010年度時点の市町村別の一人当たり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る 
        
       ln𝐸𝐸𝐸 t  = 𝑎 ∗ ln𝑂 𝑡 + b ∗ ln𝑂 𝑡

2 +  C ∗ ln𝑃𝑃 𝑡 + 𝑃 ∗ ln𝑃𝑃 𝑡
2 + 𝐸 + θ 𝑡  

       Exp：１人当たり歳出額 O:65歳以上人口比率 Pd：人口密度 θ：誤差項 
 

  ・物価上昇率は年率平均+1.0%と仮定し、上記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年度の一人当たり歳出額を推計し、経済圏毎に集計。 

 
 （地方税収） 
 

・将来の地方税収については、総務省自治財政局「市町村別決算状況調（2010年）」における地方税、地方消費税交付金等(＊)  
 を基準とした上で、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%）を乗じて推計し、経済圏毎 
 に集計。 

      
  (＊)地方税収として、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を集計対象としている。 
     
  ・消費税については、2014年度：8%、2015年度：10%（下期の引き上げを想定）を前提として、引き上げに係る地方消費税分の 
   一部を税収に上乗せして推計。 
 
 （財政収支） 
 

・上記により得られる税収と歳出の差分を単純に算出。 

 
    

分析・推計の方法（ポイント）③ 

 2030年度を視野に入れ、一定の前提の下、経済圏毎に、①歳出、②地方税収、③財政収支等を推計。 
 経済圏の歳出、税収は、当該経済圏を構成する市町村の推計値の合算値とする。 
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2010年 
又は 

2012年 

2030年 

総人口 実質GDP 就業者数 

  2012年 2030年 

三大都市圏 42.3% 43.5% 

500-100万人 18.6% 19.2% 

100-40万人 17.4% 17.4% 

40-20万人 9.0% 8.5% 

20-10万人 8.2% 7.5% 

10万人未満 4.5% 3.9% 

  2012年 2030年 

三大都市圏 53.8% 57.1% 

500-100万人 16.8% 15.6% 

100-40万人 13.9% 13.3% 

40-20万人 6.7% 6.0% 

20-10万人 6.0% 5.7% 

10万人未満 2.7% 2.3% 

  2010年 2030年 

三大都市圏 43.5% 45.3% 

500-100万人 18.7% 19.0% 

100-40万人 16.8% 16.5% 

40-20万人 8.8% 8.2% 

20-10万人 7.9% 7.2% 

10万人未満 4.3% 3.7% 

三大都市圏 
500-100万人 
100-40万人 
40-20万人 
20-10万人 
10万人未満 

地域経済の変化 

8 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）等から推計。 



高齢者比率（2010）

(％)

 40
 35
 30
 25
 20
-50

 

9 

 2030年にかけては、全ての経済圏において、経済圏の人口に占める高齢者（65歳以上）の比率が上昇。 
 2030年に、高齢者比率が40%以上となる経済圏は45（19.0%）。 
 人口減少率と高齢者比率の上昇幅の間には、負の相関関係が見られる。小規模な経済圏ほど、人口の減少幅

が大きく、高齢化の進展も著しい。 

人
口
の
増
減
率 

高齢者比率の変化 

＜経済圏別高齢者比率、人口減少率等の関係＞ 

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）から作成。 
注：横軸は高齢化率の変化幅（右に行くほど、高齢者比率の上昇幅が大きくなる）、縦軸は人口減少率（下に行くほど、人口減少率が大

きい）、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。 

高齢者比率（2010） 

区分(%) 
経済圏数 
（構成比） 

～40 0(0.0%) 
40～35 5(2.1%) 
35～30 38(16.0%) 
30～25 95(40.1%) 
25～20 82(34.6%) 

20～ 17(7.2%) 

高齢者比率の変化 

高齢化率2030年

(％)

40
35
30
25
20
15

 

注：全経済圏の高齢者比率（加重平均）は、22.4%（2010）、及び31.1%（2030）。 

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。 

区分(%) 
経済圏数 
(構成比) 

～40 45(19.0%) 
40～35 75(31.6%) 
35～30 87(36.7%) 
30～25 26(11.0%) 
25～20 4(1.7%) 
20～ 0(0.0%) 

高齢者比率（2030） 


	【資料３】参考資料集
	参考資料集
	スライド番号 2
	「経済圏」の変化
	「都市雇用圏」の基準
	スライド番号 5
	分析・推計の方法（ポイント）①
	分析・推計の方法（ポイント）➁
	分析・推計の方法（ポイント）③
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	「域内市場産業」と「域外市場産業」
	産業別の成長力の違い（パターン②）
	製造業の実質成長率と事業所密度
	スライド番号 18
	グローバルニッチトップ企業
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	農業の輸出入の状況
	農業分野における取組事例
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	観光分野における取組事例
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	地方部における医療・介護サービスの供給体制の見直し
	スライド番号 34
	地方部における医療・介護サービスの供給体制の見直し
	スライド番号 36
	経済圏の歳出


