シン ポ ジウム

第６回 中 部 の 未来を考える会
３月1 8日( 水 ) ､ 中 経 連は国 の 出 先 機 関６局と連 携を図り、総 合 的・広 域 的な地 域づくりを検 討する
「第６回中部の未来を考える会」を名古屋市内にて開催した。当地域の行政・経済界や一般公募者等、
約400名が参加した。
冒頭、三田会長は「わが国が抱える課題の中で
も、“少子高齢・人口減少”は、経済規模の縮小や生
活水準の低下を招くだけでなく、
このまま放置すれ
ば、多くの市町村が存続の危機に直面することが想
定され、
まさに国益に係わる重要な課題である。政
府は昨年末、
まち・ひと・しごと創生“長期ビジョン”
と“総合戦略”を閣議決定し、自治体は、平成 27 年
度中に地方版の人口ビジョンと総合戦略を策定す
る。今後国を挙げた人口減少や地方創生に対する

隆夫氏による講演、第２部のパネルディスカッション

取り組みが期待される。中経連としても、中部圏の

では、引き続き小峰氏がコーディネーターを務め、

発展のため、関係者とともに全力で取り組んでいく」

国の出先機関６局の局長がパネリストとして参加

と挨拶した。

し、
「 個性あふれる中部圏の創生に向けて」
をテーマ

第１部では、法政大学大学院政策創造研究科教
授、日本経済研究センター理事・研究顧問の小峰

第１部
講師

な議論が交わされた。

講演「人口減少とこれからの地域」

法政大学大学院政策創造研究科教授
日本経済研究センター理事・研究顧問

小峰

隆夫

氏

［講師プロフィール］
1947年生まれ、埼玉県出身。1969年東京
大学経済学部卒業後、経済企画庁入庁、
1993年調査局内国調査第一課長、1999
年調査局長、2001年国土交通省国土計画
局長などを経て現職。
近著に『日本経済論の罪と罰』、
『 最新日本

要な 2 . 07 に及ばない。出生率低迷の最大の要因
は、未婚率が高いことである。
これまでの対策は、
子ども手当や保育施設の整備といった子育て支援
策が中心であったが、出生率の向上には結婚・出
産を促す対策が必要である。
昨年末に閣議決定された
「まち・ひと・しごと創生
長期ビジョン」では、
「 2060 年に１億人程度の人口

経済入門
（第４版）』、
『 人口負荷社会』。

を確保」
との目標が示された。
これは、2030 年まで

■ 講演要旨 ■

当厳しい目標である。

はじめに

近年、様々な業種で人手不足が顕在化している。

その背景にある人口問題は、簡単には解決せず長

に出生率を2 . 07に向上させることと同義であり、相

人口問題の基本的視点

将来の人口減少の予測の確度は高い。つまり、

期的に続くと考えなければならない。昨年、
日本創

人口減少は確かな未来であり、予想される課題が

成会議が発表したレポートでは、人口減少により、

起こる可能性は高い。

多くの自治体が消滅する可能性が指摘され、地方
の危機感が高まった。
日本の合計特殊出生率は1 . 43で、人口維持に必
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に、各局の取り組みや他局との連携等について活発
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人口問題の最大の課題は、人口に占める働く人
の割合が低下する“人口オーナス”であり、経済や
社会保障に様々な負の影響が生じる。特に、2025
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年頃から団塊の世代が後期高齢者に入り、社会保

一極集中というより、中部は名古屋、九州は福岡な

障制度の維持が難しくなる。

どブロックの中心都市に、都道府県では県庁所在
地に、市 町 村では中心 部に人口や産 業が集 積す

人口オーナスがもたらす５つの困難

る、多層的集中というべきである。

人口オーナス下では、
「 人手不足等による労働制

分散ありきではなく、各自治体が個性を活かして

約」、
「 引退世代の増加に伴う貯蓄率の低下や金

競い合い、地域の魅力を集積・向上させることによ

利上昇等の資金制約」、
「 現役世代の減少による

り是正を進めることが望ましい。

社会保障の行き詰まり」、
「 人口規模が小さい地域

東京の出生率が低いことが問題視されるが、東

ほど人口減 少 率が高いことによる地 域 経 済の疲

京と周辺の県を含めた出生 率は全 国 値と大 差な

弊」、
「 高齢有権者比率が上昇し、政策が高齢者寄

い。
これは、結婚・出産を機に、生活コストの高い東

りになることによる民主主義の機能不全」などの問

京から周辺部に転出していることによると考えられ、

題が発生する。

東京から地方への人口移動が単純に出生率の向
上につながるものではないと考えられる。

人口オーナスへの対応

人口オーナスへの基本的な対応としては、
「働き方

経済の潮流と集積の利点

の見直し等による生産性・効率性の向上」、
「女性や

集中によって得られるメリットがある。

高齢者等の社会参画推進による働き手の増加」、

サービス産業は、人口が多いほど多様な産業が

「安定的な社会保障システムの構築」、
「 製品・サー
ビスの高付加価値化」
などの施策が考えられる。

成り立つ、規模の経済性が働く産業である。
ＩＣＴの発達で、遠隔地でも情報入手が可能とな
り、人は分散していても良いとする考え方があるが、

地域から見た人口変化

人口減少は全ての地域で同じように進むのでは

逆に、対面により得られる知識である
「暗黙知」の
価値が向上し、人が集中する傾向にある。

なく、人口規模が小さい地域ほど減少率が高くな
る。
また、高齢化の進展と高齢者の増加は必ずしも
比例しない。大都市圏の高齢者は今後大きく増加

これからの公共投資の方向

財政はこの先確実に厳しくなる。
ＰＦＩの活用等、

するが、地方では既に増加しており、それほど増加

効率的な公共投資と厳格な事業評価が一層求め

しない。介護需要も同様であり、2040 年には大都

られる。
また、人口構成の変化により、学校の代わり

市圏の介護需要は2010 年に比べ、約２倍になる。

に介護施設が必要になる等、社会資本ストックに

これらを踏まえた福祉行政を行うべきである。

対するニーズも変化することから、
これらを踏まえた

また、地方から大都市圏への人口移動が進むと、

インフラの再整備も必要である。

地域間格差がさらに拡大することが懸念される。
地域政策のパラダイム転換

中部圏の人口変化

中経 連の「中部 圏の人口減 少に関する調 査 報

地方創生の議論には、人口減少と地域活性化が

告」によれば、中部圏の人口も全国と同様の傾向で

密接に関連する。
これからの地域政策には、国主導

減少する。将来の人口シェアの愛知県への集中が

型から地方主導型への転換、地域資源を活かした

予測される中、愛知県の後期高齢者数は、2040 年

個性的な発展等、今までとは違う発想が求められる。

には2010 年と比べ、82 . 3％増加する。
これらは、確かな未来の確かな課題である。地域

一極集中是正論について

東 京 への一 極 集中が 問 題といわれているが 、
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第２部

パネルディスカッション「個性あふれる中部圏の創生に向けて」
財務省東海財務局長

野俣 光孝 氏

国土交通省中部運輸局長

八鍬 隆 氏

国土交通省中部地方整備局長

井内 摂男 氏

経済産業省中部経済産業局長

水間 史人 氏

農林水産省東海農政局長

木村 総務省東海総合通信局長

長谷川 浩一 氏

木村 順吾 氏

総務省東海総合通信局長

パネ リスト

小峰 隆夫 氏

法政大学大学院政策創造
研究科教授︑
日本 経 済 研 究
センター理事・研究顧問

コー ディネ ー タ ー
■ 発言要旨 ■

活用した過疎対策事業等も行っている。
財務省・財務局が中心となり、関係者と連携して

ＩＣＴの普及展開に注力している。徳島県では、既

国有財産の最適利用を進めている。航空機産業振興

存の古民家や廃工場を改修してＩＣＴインフラを整

のため、名古屋空港に隣接する国有地を、
ＭＲＪを開

備し、都会と遜色ない職場環境を用意した。そこに

発する三菱重工業㈱に愛知県を通して売却した。

企業がサテライトオフィスを開設し、都会からの移住

沖縄と東海地方の経済が好調である。円安によ

者増加や雇用創出の効果が生まれている。時間や場

り、沖縄は観光客が増加し、東海地方は製造業を

所にとらわれない柔軟な働き方をＩＣＴの利活用によ

中心に活気がある。金融が新産業の創出や創業を

り可能とする、
テレワークの推進にも取り組んでいる。

支援できればと考えている。
この地域は中小企業で

教育、医療、農林水産など、他省庁が所管する分
野でも活用されている。
「 昇龍道」については、観光

も海外進出意欲が旺盛であり、それを金融機関が
支える仕組みが重要である。

庁と連携し、Ｗi-Ｆi環境の整備に取り組んでいる。
中部圏は製造業が盛んだが、それを補完する手
段としてＩＣＴを利活用するべきである。人口減少

水間 農林水産省東海農政局長

農林漁業者の所得向上、雇用確保、都会からの

下でいかに効率と効果を上げていくかが課題であ

人の流れの創出を目的に、国内外の需要拡大、生

る。従来型の取り組みが限界を迎えつつある中、製

産現場の強化、農山漁村のにぎわいの実現を目指

造業が盛んな地域であればあるほど、
ＩＣＴとの融

した施策を展開している。
日本食ブームを追い風に

合が効果的になるものと考えている。

して、海外に向けての食文化・食産業の展開と農林
水産物・食品の輸出を一体的に推進している。

長谷川 財務省東海財務局長

地方創生では、ばらまき予算にならないよう、
ＰＤ

入等を促進することで生産性の向上を図り、若者

ＣＡをしっかり行う必要がある。金融面でも、地銀や

や企業の参入を推進している。地域資源を最大限

信金に対し、地域の総合戦略策定への協力や、企業

に活用し、福祉・教育・観光等と連携した都市住民

のライフステージに応じた経営課題への支援を要請

との交流や定住を推進している。

している。また、地域振興のため、財政融資資金を
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農地の大区画化などの基盤整備や新技術の導
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などを推進している。
６次産業化の推進に向け、出
融資を行うファンドを創設し支援している。
農業の担い手は高齢化が進んでいるため、担い

「道の駅」
の整備を通じた地域振興策も強化している。
この地域は、地縁血縁の結びつきが強いと感じ
る。地域づくりは地縁血縁を大事にすることが必要

手への集積・集約化や新規参入者の確保を進める

であり、出生率の向上にもつながるのではないか。

とともに、農業に異分野の技術・ノウハウを導入し、

名古屋には大きな道路が多いが、人間の生活と道

作業の効率化や省力化を図ることを推進している。

路に隔たりを感じる。歩道を利用したカフェテリアの
展開など商業空間を加えることにより都市の魅力

井内 経済産業省中部経済産業局長

が増すのではないか。

地域の戦略産業と位置付けている。
この地域には

野俣 国土交通省中部運輸局長

自動車、航空機、ヘルスケア、環境の4 本柱を東海

優れた技術を持つ中小企業が多い。競争力を保て
るよう、人材育成や技術開発を支援している。
また、

ニアの開通を見据えた名古屋駅、岐阜県駅周辺の

自治体や経済界と連携した国際化戦略や、地域の

整備や、中部国際空港の活性化が必要である。地

産業防災・減災を目的に
「地域連携ＢＣＰ」の策定

域の公共交通では、四日市あすなろう鉄道や、岐阜

支援、普及活動も行っている。

市のＢＲＴ
（Ｂｕｓ Ｒａｐｉｄ Ｔｒａｎｓｉｔ）
など、
この地方

セミナーの共催や情報交換など、各局とは緊密に
連携しながら事業を行っているところ。例えば、中部

2015.5

他局との連携施策では「昇龍道」が挙げられる。
中部国際空港の利用拡大をはじめ、広域観光周遊

活動に、国税局、
ＪＥＴＲＯと一緒に協力している。

ルートの形成をしっかり行うことが必要である。名

当局としては、日本酒を飲む器（酒器）を日本酒と

古屋のホテルが不足しており、早急な整備が必要

併せてＰＲすることによって、
日本酒と陶磁器の販路

である。
また、名古屋港周辺を横浜港や神戸港のよ

開拓、各産地の知名度向上を支援している。

うに整備すれば、
さらに魅力あふれる都市になる。

中部圏は、武将を活用した地域おこしや、独特の

この地域は、様々な産業が盛んであり、愛知県を

食文化など、魅力あふれる地域である。いずれ襲い

中心に富裕層が多い印象があるが、その割には近

かかる人口減少を前に、海外の富をどう取り込む

郊都市の駅前などの賑わいが不足している。観光

か、
もっと考える必要がある。それには多様性を受

客を呼び込むため、
もっと色々なことにチャレンジし

け入れるマインドが必要であり、子どもたちには国

てほしい。
また、高齢者が歩いて元気に暮らせるま

際的な視野を養ってほしい。

ちづくりを目指してほしい。

八鍬 国土交通省中部地方整備局長

コーディネーター総括

会基盤の整備がまだまだ必要である。南海トラフ巨

るが、円安に相当助けられている。昔のような大量

大地震や豪雨・土砂災害などへの対応も急務であ

輸出の時代には恐らく戻らない。

この地域は、アベノミクスの恩恵を最も受けてい

る。インフラの老朽化対策や、地域から要望の多い

日本の強みは、
ものづくりに加え、正確な鉄道運

東海環状自動車道などの高速道路ネットワークの

行等に見られる丁寧なサービスがあり、
これらを組

整備を進めている。

み合わせて考えることも必要である。

災害時の陸上交通網や航路の確保のオペレーシ

経済が好調な今こそ、将来を見据え、地域の独自

ョン計画を進めており、各地域で総合的な防災訓練

性や資源を活用し、関係者が連携しながら考え、行

も進めている。関係者が連携することで総合的な施

動していく必要がある。

策が可能となる。
また、各省庁の支援事業を活用し、
中経連

には先進的な事例が多い。

運輸局等が発足させた「昇龍道日本銘酒街道」の

中部圏の持続的な発展のためには基本的な社
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中部圏の交流拠点機能を高める必要がある。
リ

（企画部

久保田 孝重）
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