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第1章 人口減少時代の到来と少子化問題



・1920年（第1回国勢調査）の総人口は5,596万人、1967年には1億20万人と1億人を超えた。
・2010年の総人口（日本人と外国人の合計）は1億2,806万人。同年の外国人人口は164.8万人。
・2014年10月の総人口（推計）は1億2,709万人。この4年間で約97万人の減少。

この97万人はおよそ和歌山県全体の人口に相当。
・なお速報ベースであるが、2015年1月の総人口は1億2,702万人で2014年1月比で△22万人。
・また人口動態統計の年間推計によると、2014年度の自然減（出生数－死亡数）は△26.8万人。



人口ピラミッド（2010、2060年）

（参考）
2014年7月の65歳以上人口は26.1％、

75歳以上人口は12.6％となっている。

⾼齢化と年齢構造



総人口のピークは？

実際には2015年の国勢調査による補正人口が公表されないと正確なことは⾔え
ないが、2008年12月の1億2,810万人が総人口のピークであったのではないか？



将来人口推計（2012年）

 出生率（TFR）の仮定は1.35（前回は1.26）
 1995年生まれの生涯未婚率は20.1％
 平均寿命は男84.2年、⼥90.9年
 2060年の総人口（外国人含む）は8,674万人
 2060年の65歳以上人口の割合は39.9％、また75歳以上人口の割合は26.9％
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図 将来推計人口の結果比較

2012年推計

2006年推計

2002年推計

1997年推計



群馬県の将来推計人口



群馬県の将来推計人口（続）



4市1町の将来推計人口



4市1町の将来推計人口（続）



群馬県・4市1町の出生率



人口ピラミッド：群馬県



人口ピラミッド：4市1町



群馬県のコーホート変化と人口移動



・1967年以前では合計特殊出生率は置換え⽔準を超えており、将来の人口増加が⾒込まれていた。
・1975年以降は継続的に人口の置換⽔準を合計特殊出生率が下回り、将来的には人口減少がもたらされることになる。
・出生率低下が⼀般に認識され始めた1980年代後半よりも10年以上前、現在からすれば35年前から、実際に少子化が生じて
いたことになる。
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図 合計特殊出生率の推移

1961年に戦後初めて2.0

を割り込む。

戦後直後の合計特殊

出生率は4.54

丙午による一時的な低下

1975年以降、恒常

的に2.0を下回る。

1.57ショック（1989年）

2005年の1.26は過去最低

2013年は1.43

近年の出生率の微増は団塊

ジュニア世代の効果で、⻑続

きするか疑問。一時的なもの

とみられる。

静⽌粗再生産率



諸外国の出生率の推移



アジア諸国の出生率
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少子化の要因
1.結婚⾏動の変化：晩婚化
 ⼥性の初婚年齢：1980年25.2歳

⇒2000年27.0歳⇒2013年29.3歳
 25〜29歳未婚⼥性の割合：1980年

24.0％⇒2000年54.0％⇒2010年
60.3％

 30〜34歳未婚⼥性の割合：2010年
34.5％

 生涯未婚率（50歳時点の未婚者の比
率）：1990年男性5.6％、⼥性4.3％
⇒2010年男性20.1％、⼥性10.6％

2.社会経済の環境変化
(1)子どもを持つことのコストの上昇
(2)⼥性の働き方の変化に伴う、出産と育
児の両⽴を可能とする社会システム・制
度の不備
(3)結婚や出生などに対する価値観の変化
(4)若年層を中⼼とした雇⽤情勢の悪化
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少子化対策は必要か？
 個人の視点からすると、子どもを持つかどうかはその個

人が判断すべきことであって、社会政策として少子化対
策に取り組む必要性は本当にあるのか、という意⾒もな
いわけではない。

 子どもは社会の宝であるというように、子どもはその親
や家族だけのものではなく、社会全体にとっても有益な
存在である。子どもの数が減少すれば、労働⼒の減少や
社会保障制度の持続可能性に影響を及ぼすことになる。
そうした意味で、子どもは公共財的な性格、あるいは正
の外部性を持っているとみなすことができる。

 もし公共財的な性格を有しているならば、子どもを育て
るための支援として租税を投入することが是認される。
それが少子化対策の根本の考え方である。



⼥性の社会進出と出生率
・1970年での出生率と⼥性の労働⼒率の間に
は負の関係が⾒られるが、1985年になると両
者の関係は消失している。さらに、2000年で
は反対に両者に正の関係が現れるようになっ
ている。したがって、この30年間に負から正
へ、⼥性の労働⼒率と出生率の関係は⼤きく
転換したことになる。
・その理由としては、就業と育児の両⽴支援
が出生率向上にとって好ましい結果をもたら
したのではないかと推測される。

・都道府県別にみても20-49歳⼥性の就業率と
出生率（TFR)の間には正の関係が⾒られる。

出所：内閣府「少子化社会白書」（2005年度版）
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少子化対策と出生率



少子⾼齢・人口減少社会の課題
 経済成⻑と労働市場

⇒労働⼒人口の減少、貯蓄率低下、技術進歩鈍化etc.
 社会保障制度

⇒社会保障給付の増⼤、財源の確保、世代間公平性etc.
 社会的多様性

⇒コミュニティの維持、社会的活⼒etc.
 地域・都市構造

⇒地方の⾼齢化、限界集落、コンパクトシティetc.
 家族のありよう

⇒単身化、家族規範の変化etc.



20-64歳人口比率が上昇している時代は，⾼齢者や子どもが少なく，働き⼿も多かった（人口ボー
ナス）。⼀方，20-64歳人口比率が低下する時代は，⾼齢者が増加し，働き⼿が減少することを表
している（人口オーナス）。

経済成⻑率の推移



人口減少と経済成⻑の⾒方

短期の景気循環は、需要側が主役になる。
人口要因は短期的にはそれほど大きな影響
はない。

⻑期の経済成⻑は、生産側（供給側）から
考える必要がある。⇒「トレンド」を捉え
る。

α=0.355、技術進歩率は年0.6％



図は、1985〜2010年にかけてのOECDに加盟している20カ国のパネル・データをもとに、
OECDが測定している生産性（多要素生産性）と⾼齢化の関係を検証したものである。図は、横
軸に65歳以上人口比率、縦軸に多要素生産性の進歩率をとって両者の関係を検証したものであ
る。その結果をみると、⾼齢化の進⾏は有意に生産性にマイナスの影響を与えていることがわか
る。このことから、供給⾯から⾒た経済成⻑の源泉としての生産性向上も、このままの趨勢では
期待できないことになる。
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図 社会保障関係費の推移（決算ベース）

社会保障関係費（十億円）：左軸

社会保障関係費/一般歳出：右軸

• 1980年度の社会保障関係費は8.17兆円、⼀般歳出に占める割合は18.8％、2012年度では社会保
障関係費は29.2兆円、⼀般歳出に占める割合は30.1％に増加。

• 社会保障関係費はトレンドを持って増加。その⼀方、⼀般歳出に占める割合は1990年代以降上昇。
→1990年代以降、予算において社会保障関係費の伸びを抑えられていないことを⽰している。



社会保障給付費の将来⾒通し

厚生労働省「社会保障に係る費⽤の将来推計について」平成23年6月2日





（参考）経済財政運営と改革の基本方針2014 について
（「人口急減・超⾼齢化」16の克服）

デフレ脱却・経済再生の先に、もう⼀つ超えなければならない⾼いハードルがある。現在の日本は、
「人口急減・超⾼齢化」へ確実に向かっている。この流れを変えなければ、持続的・安定的な成⻑軌
道に乗っていくことはできない。

人口急減・超⾼齢化の流れを変えることは容易でなく、流れが変わっても効果が現れるまで⻑期間
を要する。人口急減・超⾼齢化の流れを変えられない場合には、経済規模が収縮し、縮小スパイラル
に陥るおそれがある。そこに⾄っては、もはや回復は困難となろう。従来の少子化対策の枠組みにと
らわれず、福祉分野以外にも、教育、社会保障、社会資本整備、地方⾏財政、産業振興、税制など、
あらゆる分野の制度・システムを若者・子ども世代や次の世代のためになっているか、結婚しやすく
子育てしやすい環境を実現する仕組みになっているかという観点から⾒直し、2020 年を目途にトレ
ンドを変えるために抜本的な改革・変革を推進すべき時期に来ている。

希望通りに働き、結婚、出産、子育てを実現することができる環境を整え、人々の意識が⼤きく変
わり、2020 年を目途にトレンドを変えていくことで、50 年後にも１億人程度の安定的な人口構造
を保持することができると⾒込まれる。

（望ましい未来像に向けた政策推進）
人口急減・超⾼齢化への流れを変え、望ましい未来像に向けた改革・変革を進めていくことにより、

以下のような道筋が描かれる。
① 人口急減・超⾼齢化に対する危機意識を国⺠全体で共有し、50 年後に１億人程度の安定した人口
構造を保持することを目指す

（以下、省略）



（参考）「選択する未来」委員会 最終報告書

 人口が50年後においても１億人程度の規模を有し、将来的に
安定した人口構造を保持することを目指すべきである。

 ⼀つは、若者の希望がかなえられることが⼤切だということ
である。現在と50年後の中間点くらいまでに、もし希望通り
に９割の若者が結婚して２人超の子どもを産み育てる状況が
実現したとすれば、人口減少のスピードは⼤きく緩和され、
50年後の人口は１億人程度となり、その後人口の減少は収ま
ると推計される。

 少子化対策（家族関係支出）については、2020年頃を目途に
早期の倍増を目指す。



（参考）まち・ひと・しごと創生⻑期ビジョン
Ⅲ．目指すべき将来の方向
１．「活⼒ある日本社会」の維持のために

 人口減少に⻭⽌めをかける。
出生率が人口置換⽔準（2.07）に回復することが人口が安定する必須の条件。

 若い世代の希望が実現すると、出生率は1.8程度に向上する。
国⺠希望出生率1.8は、OECD諸国の半数近くが実現。我が国においてまず目指すべきは、若

い世代の結婚・子育て希望の実現に取り組み、出生率の向上を図ること。

 人口減少に⻭⽌めがかかると、2060年に１億人程度の人口が確保される。
2030〜2040年頃に出生率が2.07まで回復した場合、2060年には総人口１億人程度を

確保し、2090年頃には人口が定常状態になると⾒込まれる。

 さらに、人口構造が「若返る時期」を迎える。

 「人口の安定化」とともに「生産性の向上」が図られると、2050年代に
実質GDP成⻑率は、1.5〜２％程度が維持される。



第2章「地方消滅」と「まち・ひと・しごと」創生



ストップ少子化・地方元気戦略
日本創成会議・人口減少問題検討分科会

2014.5.8

基本的な姿勢
 「不都合な真実」を正確かつ冷静に認識する
 対策は早ければ早いほど効果がある
 基本は「若者や⼥性が活躍できる社会」を作ること

である



極点社会の論理



希望出生率1.8
 希望出生率：国⺠の希望が叶った場合の出生率
• 結婚をして子どもを産みたい人の希望を阻害する要因（就業と育児

の両⽴困難、保育施設の不⾜、若者の就業難・非正規化等）の除去
• 希望出生率はあくまでも「評価指標」であり、国⺠に押し付けるも

のではない

 2010年時点でOECD諸国ではそのほぼ半数の国でTFRが1.8を超えている。
 また2013年では、沖縄県のTFRが1.94、宮崎県が1.72であるなど、達成可

能な範囲にあると考える。



基本目標
 将来において人口を安定的に維持できる⽔準である「人口置換⽔準

（出生率＝2.07もしくは2.1）」を視野に入れる。
 夫婦の平均理想子ども数が2.42人であることなどを考慮すると、国

⺠の希望という点で⻑期的には視野に置きうる⽔準である。





基本目標の実現
 「基本目標」が実現するかどうかは、20歳代の結婚・出産の動向が

⼤きく関わる。

 2025年出生率＝1.8は、20歳代後半の出生率がオランダやデンマー
ク並みになれば可能となる。日本は有配偶率と出生率の相関が⾼い
ことから、20歳代後半の有配偶率（現在約40％）が60％程度に上
昇し、30歳代以降の有配偶率もそれが反映すれば実現可能と考えら
れる。

 出生率=2.１は、20歳代前半以降の出生率がアメリカやフランス並
みになれば可能となる。そのためには、日本の20歳代前半の有配偶
率（現在8％）が25％程度、20歳代後半が60％にまで上昇し、それ
以降の有配偶率もそれを反映することが⼀つのメドとなる。

 上記のケース以外にも、夫婦当たりの出生数（出生⼒）が⾼まれば
出生率は向上する。



出所：Anna d'Addio and Marco d'Ercole(2005), ”Trends and Determinants of Fertility Rates in OECD Countries”, OECD

• 国連開発計画(UNDP)が公表している
ジェンダー・エンパワーメント指数
(GEM指数)

• GEM指数が⾼い国ほどTFRが⾼い。観
測された結果から、GEM指数が0.1ポイ
ント⾼まればTFRは0.15ポイント上昇
する。

• この関係が成⽴すると仮定すれば、わが
国のGEM指数は2009年で0.567であり、
スウェーデン(0.909)並みに⾼まれば、
TFRは1.8〜1.9程度になる。

出所：加藤(2011)「世代間格差」



第二の基本目標
地方から大都市へ若者が流出する『人の流れ』を
変える。『東京一極集中』に歯止めをかける。

（１）地方から大都市への若者流出がもたらしたこと

①若者の流出は地方の人口減少の最大原因である。

 日本は、若年層を中心に地方から大都市（東京圏）への「地域間移動」が
激しく、戦後３度にわたって地方から大都市圏に大量に人口が移動した。
このことが、地方の人口減少の最大要因である。

 この「人口移動」の特徴は、移動した対象が一貫して「若年層」中心であっ
たことである。将来子どもを産む若年層を「人口再生産力」とするならば、
地方は単なる人口減少にとどまらず、「人口再生産力」そのものを大都市
圏に大幅に流出させることとなった。



第二の基本目標
②このままでは、多くの地域は将来消滅するおそれがある。

 地方はこのまま推移すると、多くの地域は将来消滅するおそれがある。人口の
「再生産力」を表す簡明な指標として「若年女性（20～39歳の女性人口）」の状
況をみると、若年女性が高い割合で流出し急激に減少するような地域では、い
くら出生率が上がっても将来的には消滅するおそれが高い。

 地域間の人口移動が将来も収束しないと仮定して独自に推計してみると、若年
女性人口が2040年に５割以上減少する市町村は869（全体の49.8％）に達し、そ
のうち人口１万人未満は523（全体の29.1％）にのぼる結果となる。

（２）『人の流れ』を変えることを基本目標に

①「人の流れ」を変えることは日本全体の「出生率向上」にもむすびつく。

 人口過密の大都市は、住居や子育て環境や地域での孤立などから出生率が低
いのが一般的である。各種データを見ても人口密度が高いほど出生率が低い
という相関関係が認められる。地方から大都市への「若者流入」は日本全体の
「人口減少」に拍車をかけていると言える。

②「東京一極集中」に歯止めをかけ、東京圏は「国際都市」へと発展。





転入超過数＝-15.2+23.61×東京圏有効求人倍率の比率 1985-2011年
(-6.90)(11.2)



（参考）人口移動と経済環境

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局「参考資料」



都道府県別出生率（2013年）



人口密度と出生率の関係



人口推計の考え方

 社人研推計(2013)の考え方
「本推計では、原則として、純移動率が平成17（2005）→平成22（2010）
年以降、平成27（2015）→平成32（2020）年にかけて0.5 倍まで定率に縮
小すると仮定する（平成22（2010）→平成27（2015）年は約0.707 倍）。
平成32（2020）年以降の期間については0.5 倍まで縮小させた値を⼀定とす
る。」（「日本の地域別将来推計人口 平成25年3月推計」報告書p.6及び
p.9）

 日本創成会議での試算
「国⽴社会保障・人口問題研究所（社人研）が公表している「日本の地域別将
来人口（平成25年３月推計）」は、人口移動率が将来的には⼀定程度に収束
することを前提としている。地域間の人口移動が将来も収束しないと仮定して
独自に推計してみると、若年⼥性人口が2040年に５割以上減少する市町村は
869（全体の49.8％）に達し、そのうち人口１万人未満は523（全体の
29.1％）にのぼる結果となる。」
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近年の人口移動

東京圏（埼⽟、千葉、東京、神奈川） 中京圏（愛知、岐阜、三重）

関⻄圏（京都，⼤阪，兵庫，奈良） 地方圏

資料：総務省「住⺠基本台帳移動報告」

近年、再び人口移動は活発化の兆しを⾒せている。



人口移動が収束するケース
（社人研推計（2013））

2010～2040年にかけて「20～39歳女性人口」が減少す
る自治体

人口移動が収束しないケース





論点1 地方の少子化をどう改善するか
 産みやすさへの支援

出生率の引き上げ、少子化対策
→ 具体的な政策は後述

 “数”の確保
若者の地方定住、都市部からのJターン等
雇⽤の創出

キーポイントは
「⾼学歴⼥性の雇⽤と生活満⾜感の向上」



日本創成会議における少子化対策
①若年世代の経済的基盤の確保
ア．「若者・結婚子育て年収500万円モデル（仮称）」の検討
イ．若者の雇⽤・生活の安定化

②結婚・妊娠・出産の支援
「出会いと結婚」の機会づくり、妊娠・出産に対する支援 等

③子育ての支援
ア．「待機児童」の早期解消等
イ．身近な子育て拠点の整備
ウ．男性の育児・家事参加の推進
エ．ひとり親家庭への支援

④企業における「働き方」の改革
ア．育児休業の拡充等
イ．子育てと仕事が「両⽴」する働き方の実現
ウ．企業の姿勢・実績に対する評価と支援

⑤多子世帯への支援
ア．多子世帯の経済的支援
イ．子どもが多いほど有利となる税・社会保障



論点2 東京一極集中をどう考えるか
 「集積の経済」のメリット

人口移動では⼀人勝ちの東京圏（雇⽤、教育等）
国際⾦融都市、2020年東京オリンピック

 子育てしやすい東京へ
出生率は都道府県でワースト1
⻑い通勤時間、⾼い未婚率

東京の強さを削ぐことではなく、地方を強くする
ことがポイントである。



東京と地方：集積の利益と混雑・人口密度
 東京 経済： 集積の利益＞混雑現象

出生・育児環境： 集積の利益＜混雑現象
 地方 経済： 集積の利益＞混雑現象



論点3 拠点をどこにおくか
 キーワードは「選択と集中」、コンパクト化

 多層多重的な集積（ヒエラルキーを持った多地域での集
積）が必要

ブロック拠点都市（「札仙広福」）
1）地方中枢拠点都市（総務省）→周辺拠点市→基幹集落
2）⾼次地方都市連合（国交省）→小さな拠点
3）地域活性化プラットフォーム（内閣府）

 平成の⼤合併とは何だったのか？
・市町村数：3,232（H11.3.31）⇒1,730（H22.3.31）
・⾯的な拡⼤（コンパクト化ではない）、合併特例債利⽤による財政悪化、
⾏政の非効率化



地方創生二法（2014.11成⽴）



地方創生 ⻑期ビジョンと総合戦略(2014.12)
 「まち・ひと・しごと創生⻑期ビジョン」
→人口の現状と将来の姿を⽰し、今後目指すべき将来の方向を提⽰
 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
→今後５か年の目標や施策の基本的な方向、具体的な施策を提⽰



まち・ひと・しごと ⻑期ビジョンと総合戦略



（参考）平成26年度補正予算
総額 3兆1,180億円（経済対策の規模は3兆5,289億円）

地方創生関連
・地域住⺠生活等緊急支援のための交付⾦ 4,200億円

地域限定の商品券2,500億円、地方活性化の後押しのための交付⾦1,700億円
・ものづくり・商業・サービス革新事業 1,020億円 他

参考



「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」の策定に向けた人口
動向分析・将来人口推計について （2014.10）



第3章 人口減少時代の地域づくりと
自治体の役割



地方振興策の歴史
 1962年「全国総合開発計画（⼀全総）」

都市の過⼤化の防⽌と地域間の均衡ある発展
1962年「新産業都市建設促進法」→企業の地方分散

 1969年「新全国総合開発計画」
苫小牧東部開発計画、⻘森県のむつ小川原開発計画

 地方の時代：⼆度の⽯油ショック、1970年代後半

 1977年「第三次全国総合開発計画（三全総）」
定住構想、⼀村⼀品運動へ（⼤分県）

 重厚⻑⼤産業から情報通信の地方⽴地へ
1983年「テクノポリス法」



地方振興策の歴史（続）
 1987年「第四次全国総合開発計画（四全総）」

多極分散型国土の形成
⺠間活⼒を活かした東京圏の再整備

 1988-89年「ふるさと創生事業」
市町村に⼀律１億円を配る

 2002年「都市再生特別措置法」
規制緩和による都⼼部の⼤規模な再開発
首都機能移転計画の棚上げ

 2006年「道州制のあり方に関する答申」（地方制度調査会）
 2006年「道州制特区推進法」

→ その後進展なし（事実上の棚上げ？）



国土交通省「国土のグランドデザイン2050」平成26年7月4日資料



都道府県別75歳以上人口の割合

出所：日本の地域別将来推計人口（平成25（2013）年3 月推計）



これまでの地域の活性化とその限界
1）産業誘致・雇用の創出

→縮小する国内需要、拡⼤する海外市場に対応可能か

2）地域資源の利用（特産品、観光その他）
→継続可能か？ 雇⽤を生むか？

3）文化・歴史等の発信
無形資産（歴史）の発信 → 経済効果はあるのか
ハコモノの建設（博物館等）→ 財政逼迫

4）農村、自然環境等の保全
→誰が負担するのか？



“地方活性化”の限界
 市町村の限界

生活圏と市町村⾏政区域との齟齬
市町村単位での自⽴はもはや困難

 ⼀村⼀品運動の限界
特産品ひとつで地域を活性化するには限界がある
⼀村⼀品活動がすべて成功したわけではない

 企業誘致の限界
企業の⽴地戦略はグローバル化の視点で⾏われている。
従来型の企業誘致には限界がある。

 ⼤学誘致の限界
⼤学は質の時代を迎え，⼤学であればいいというわけではない
18歳人口減少により，⼤学経営そのものが難しい



参考：若年⼥性人口が増加している六つ自治体のモデル
 産業誘致型
代表例：⽯川県川北町（ジャパンディスプレイ）、⿃取県日吉津村（王子製紙・イオン）

 ベッドタウン型
代表例：福岡県粕屋町（福岡市）、群⾺県吉岡町（⾼崎市、前橋市）

 学園都市型
代表例：愛知県日進市（名古屋商科⼤学、愛知学院⼤学、椙⼭⼥学園⼤学等）

 コンパクトシティ型
代表例：⾹川県⾼松市丸⻲町

 公共財主導型
代表例：京都府⽊津川市（関⻄⽂化学術研究都市）、⼤阪府⽥尻町（関⻄国際空港）

 産業開発型
代表例：秋⽥県⼤潟村（農業）、福井県鯖江市（中小製造業）、北海道ニセコ町（観光）

澤⽥・⾼⼭(2014)「地域が活きる6モデル」、増⽥編著『地方消滅』第6章



自治体間競争－ゼロサム・ゲームと自治体の疲弊
自治体Aにおける⼤型商業施設or⼤学等の誘致

近隣自治体Bも同様の施設の誘致

⼀定の商圏，通学圏内の経済・人口を奪い合う
“ゼロサム・ゲーム”

圏域の経済・人口は有限であり，それぞれの
自治体が疲弊するだけの結果に終わる。



階層と連携
 自治体間の階層・ヒエラルキー

東京 県庁所在市 県内の第⼆，第三位都市
近隣市町村 周辺（あるいは限界）村落

上位ヒエラルキーの利点
→集積の経済・規模の経済・ニッチ市場etc.

自治体（都市）間の提携・ネットワーク化

地方都市Aと周辺市町村 地方都市Bと周辺市町村
連携・ネットワーク

コンパクト化 コンパクト化



コンパクトシティーとその課題
 地方都市と周辺市町村との提携・ネットワーク化の推進

 コンパクトな中心部＋周辺部とのネットワークの形成
1）コンパクトシティーによる都市機能の集約化

重複を避けた効率的な機能の配置
集積効果を想定した中⼼部の開発

2）周辺市町村とのネットワーク化
ネットワークの整備：交通，情報…
⾼齢者の移動⼿段等の確保

 課題
• 既存の居住者との権利関係
• 周辺住⺠の中⼼部への移動 →どうインセンティブをもたせるか？
• 地価：中⼼部の上昇と周辺部の低下



内閣府：地域活性化プラットフォーム



コンパクトシティーとネットワークのイメージ

（現在）成り行きにしたがった人口・建物等の凝集 （目標）各地域にふさわしい人口・建物等の凝集

出所：中部経済連合会「人口減少時代に適応した新しい地域社会づくり」平成22年10月



富山市コンパクトシティー構想
 7市町村の合併：⾯的な広がり，中

⼼部を作る必要性があった。
 必ずしも市⺠全員が⾞を使えるわけ

ではない（路⾯電⾞ポートラム，
ネットワークの整備の必要性）。

 市街地の活性化の必要性。

→コンパクトシティの推進



⾼松市



アウターでは都市化を抑制、⻘い点線から
外の区域では原則として開発を認めない。

⻘森市のコンパクトシティー



「国土のグランドデザイン2050」（国土交通省）
 理念
（１）多様な選択ができる国土をつくる（ダイバーシティ）
（２）連携革命により新しい集積の形をつくる（コネクティビティ）
（３）災害と正⾯から向き合い、粘り強くしなやかに対応する（レジリエンス）

 ２０５０年の目指すべき国土の姿
・重層的な拠点とネットワークにより、多様な集積を形成
・地方の多様性が⼤都市の国際競争⼒を支え、また⼤都市で生まれるイノベーショ
ンが地方に環流され、⼤都市と地方が相互に「対流」

 地方都市
・コンパクトシティ
（市役所等を中⼼とする街なかの機能の再整備）
（街なかと周辺部を交通ネットワークでつなぐ）
（住宅は時間軸を考慮して徐々に集約）
（まちづくりと持続可能な地域公共交通ネットワークが⼀体化）



新たな「国土のグランドデザイン」



⾼次地方都市連合（国交省）：30万人以上の集積

国土交通省「国土のグランドデザイン2050」平成26年7月4日資料



地方中枢拠点都市
1）首都圏、⼤阪圏、名古屋圏の3⼤都市圏以外で，①人口20
万人以上，②昼夜人口比率1以上の都市
2）⾼度医療、福祉、人材育成などの機能を集中
3）拠点都市と周辺市町村が広域連携する「集約とネット
ワーク化」

地方中枢拠点都市と定住自⽴権構想の2段構え

出所：総務省HP

定住自⽴圏

指定都市



国土交通省「国土のグランドデザイン2050」平成26年7月4日資料





地方創生の条件
 キーポイントは「雇⽤創出・生活満⾜」

 「⾼学歴・20-39歳⼥性」の活⽤

 拠点都市への集積支援（選択）

 周辺市町村は「コンパクト化」（集中）

 バラマキの排除と効率化



これからの自治体の課題
 自治体間の連携／広域⾏政と役割分担

 30年後を考えた自治体連合と新たな集約

 ⾯的な合併から機能⾯の合併へ

 都道府県・市町村という枠組みの再考

 残る自治体と消滅する自治体



ご清聴ありがとうございました。


