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■ 安倍政権の最重要課題である「地方創生」が動き始めた。今後、地方創生に向けた対策

が具現化するかどうかは、主役である地方側の動きにかかっている。 

■  地方創生を図るには、地域に魅力ある就業機会を増やすことが鍵となる。地域活性化

の方法には、①地域の内部資源を活用した内発的な産業活性化、②企業誘致、③財政依

存、の 3通りがあるが、地域が持続的発展を遂げるための王道は内発的な活性化である。 

■  内発的な発展を遂げている地域の事例に学べは、成功の秘訣として、さまざまな主体

の「連携」と地方創生の担い手となる「人材の育成」が挙げられる。 

■  ICTの発展によって地方に立地することのハンディキャップは縮小している。ICTの

進化に伴い、地方都市でも創造的人材を集めれば、地域を活性化させることが可能にな

りつつある。 

■  近年、若い世代の間で「地元回帰」の兆しがあり、これをとらえて U・I ターンの受

け皿づくりに注力して移住者獲得で成果をあげている自治体もある。 

■  地域の内発的発展の方向性としては、①農業の 6次産業化を推進し新興国に輸出する

方策、②訪日外国人旅行者（インバウンド）需要の取り込み、が有望である。 

■  今後、企業にとっては地方創生絡みで多くのビジネスチャンスが発生する。各自治体

が魅力を高めるためのアイデアを競い合う中で、地域の課題解決のための新しい事業展

開や自治体関連ビジネスに商機を見出す企業が増えると予想される。 

 

 

 

 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 
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はじめに 

安倍政権が最重要課題の一つに掲げる「地方創生」が動き始めた。2014年 11月に「まち・

ひと・しごと創生法」など地方創生関連 2 法が成立し、同年 12 月には地方創生の「長期ビジ

ョン」および地方創生の 5カ年計画である「まち・ひと・しごと総合戦略」が閣議決定された。

これを受け、各地方自治体は 2015年度中を目処に、「地方版総合戦略」を策定することになっ

た。2015 年 6 月には、税制優遇などで企業の地方移転を促す改正地域再生法など地方創生関

連 2法が成立した。 

今後、地方創生に向けた対策が具現化し、成果をあげるかどうかは、主役である地方側の動

きにかかっている。本稿では、「地方創生」が地域活性化につながるために何が必要か、企業の

ビジネスチャンスがどこにあるかといった点について考察してみた。 

 

衝撃の「自治体消滅論」 

安倍政権が「地方創生」を打ち出すきっかけになったのは、民間有識者らで作る「日本創成

会議」の人口減少問題検討分科会（座長：増田寛也・東京大学大学院客員教授、元総務相）が

2014年 5月に発表した、いわゆる「増田レポート」である。そこで「2040年に若年女性の減

少により全国の 896市町村（全体の 49.8％）が消滅の危機に直面する」といった試算結果が発

表された（図表１参照）。同レポートの事実認識や方向性が、政府の地方創生政策へと受け継が

れている。 

「増田レポート」が打ち出した「自治体消滅論」は、人口減少のインパクトに対する危機感

を国民が共有する契機となった点で重要な意味があった。日本は、高齢者の割合が高まって、 

 

 

若年女性人口

が５割以下に

減少

896自治体

49.8%
３割以上５割

未満減少

619自治体

34.4%

３割未満減少

269自治体

15.0%

維持・増加

15自治体

0.8%

１万人以上５

万人未満

316自治体

全体の

17.6%

５万人以上

１０万人未満

40自治体

全体の2.2%

１０万人以上

17自治体

全体の0.9%

１万人未満

523自治体

全体の

29.1%

「消滅可能都市」（896自治体）の

人口規模別にみた内訳

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月推計）」 をもとに、日本創成会議・人口減少問題検討分科会が試算

「消滅可能性都市」

消滅の可能性が

高い自治体

図表１ 若年女性人口の増減率で分類した自治体の内訳 （「消滅可能性都市」の構成比）
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働く人の割合が低下する人口オーナス期1に入っており、高度経済成長期に設計された現行の経

済運営方式を維持していくことが難しくなっている。そんな厳しい現実を国民に思い起こさせ

てくれた。 

同時に、「自治体消滅論」は、全国の自治体に消滅しないための対策の議論を促すきっかけと

なった点でも、大きな意義があったといえる。 

 

地域の問題解決につながるか 

 一方、今回の地方創生政策の打ち出し方には弊害も指摘されている。「自治体消滅論」で気力

が萎えてしまった上、十分な覚悟や準備がない中で、「地方版総合戦略」の策定を国から急かさ

れた。このため、国から有効と認定されやすい計画づくりに追われ、画一的な政策が拙速に導

入され、地域の問題解決のために真に必要な政策が置き去りにされる心配がある。 

また、こうした鳴り物入りの政策の場合、国や地方が財政資金を投入する領域がハードや公

共事業中心になりがちで、広く浅くお金を使うだけのバラマキに傾く可能性もある。現に、2014

年度補正予算の緊急経済対策で地方創生のために新設された交付金事業の活用方法を見ると、

プレミアム付き商品券の発行など、即効性を狙った人気取り的なメニューが多く並んでいる。 

 これらの懸念はあるものの、アベノミクスの地方創生が地方経済活性化のためのまたとない

チャンスであることは間違いない。これから本当に地域の課題解決につながる地方創生政策が

講じられていくかどうか注視していきたい。 

 

地方の就業機会を増やすことが鍵 

地方圏から大都市圏への人口流出が戦後ほぼ一貫して続いている大きな理由の一つに、地方

には仕事が少ないこと、すなわち就業機会の不足という問題がある。地方経済は、全国的に雇

用創出力が減少している 1 次、2次産業のウエイトが高いため、就業機会の不足がさらに深刻

になっている。 

 地方の停滞の主因が就業機会不足による人口流出にあると考えられる以上、人口流出を止め、

地方創生を図るには、地域に魅力ある就業機会を増やすこと、すなわち「質の高い雇用の創出」

が鍵となる。 

したがって、地域産業活性化による雇用創出の取り組みこそが、地方創生の最重要課題であ

る。このため、地方創生の総合戦略で示された国レベルの 4つの基本目標の第 1番目は、地方

における安定した雇用創出とされており、2020年までの 5年間で地方に累計 30万人の若者向

け雇用を生み出すという数値目標が掲げられた（図表２）。 

 

内発的な産業活性化が王道 

地域活性化の方法には、大きく分けて、①地域の内部資源を活用した内発的な産業活性化、

②企業誘致、③財政依存、の 3通りがある。 

企業の立地戦略がグローバルな視点で行われる時代になったことや、特定の企業・工場に依

存した地域経済が脆弱であることを踏まえれば、企業誘致による活性化には限界がある。また、

先進国最悪の財政状況にある日本では財政依存も持続可能ではない。結局、地域が自立し、持 

                                                   
1 人口オーナスとは、人口が経済発展にとって重荷となった状態を指し、生産年齢人口が急減すると同時に、
高齢人口が急増する事態のこと。オーナス（onus）は英語で重荷や負担を意味する。 
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図表２　地方創生総合戦略における政策の４つの基本目標

① 地方における安定した雇用を創出する

　2020年までの5年間で地方に累計30万人分の若者向け雇用を創出する

② 地方への新しいひとの流れをつくる

　2020年に東京圏から地方への転出を4万人増やし、地方から東京圏への転入
　を6万人減少させる

③ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

　2020年に結婚希望実績指標を80％、夫婦子ども数予定実績指標を95％に
　向上させる

④
時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守ると同時に、地域と
地域を連携する

　「小さな拠点」を整備し、「地域連携」を推進する

出所 ： 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」 をもとに作成
 

 

 

続的な発展を遂げるためには、企業誘致や財政に頼った外来型の開発ではなく、内発的な産業

活性化を進めるしかない。 

近年、日本でも地域の課題は内発的な産業活性化によってしか解決できないという認識が

徐々に浸透してきた。これを受け、住民や自治体が当事者意識を持って内発的に地域おこしを

進める取り組みが進み始め、「地域おこし協力隊」2（総務省）など、それを支える制度が各地

で導入されている。 

 

人口増への貢献が大きい企業誘致 

企業誘致に頼った地方振興には限界があると指摘したが、そうは言っても、企業誘致が今な

お有効な活性化手法であることは確かである。その証拠に、「増田レポート」で示された若年女

性増加率（2010 年→2040 年）上位 18 市町村の都市類型をみると、ほとんどすべて産業誘致

や大学誘致などの外部依存型であり、内発的な産業開発型は新潟県大潟村（2位）ただ 1つと

なっている（図表３）。 

つまり、人口減少に歯止めをかける効果が大きいのは圧倒的に企業誘致など外部依存型の開

発である。したがって、有利な立地条件を持つ自治体にとっては、今後も企業誘致が活性化策

の有力な選択肢になる。例えば、石川県川北町では、企業誘致の成功による安定した財政基盤

を支えに、子育て支援策や福祉政策を次々と打ち出した結果、若年女性人口増加率が 15.8％と

全国最高となっている。 

 しかし、多くの地方にとって、企業誘致など外部依存型の開発の成功確率は低い。地域資源

の有効活用による内発的開発に取り組むことが王道になる。地域の中にある様々な産業基盤、

農業や観光などの有形無形の資源をどう生かすかが鍵となろう。 

 

                                                   
2 都市地域から地方に住民票を移動し、生活の拠点を移した者を、地方自治体が「地域おこし協力隊員」とし
て委嘱する制度。隊員は、一定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域お

こしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援などの地域協力活動を行う。これにより、その地域への

定住・定着を促す。2014年度には全国で 444自治体がこの取り組みを実施し、1,511人の隊員が活動している。 
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図表３　若年女性増加率上位18市町村の人口変動と都市類型

（単位：％、人）

若年女性増減率 生産年齢人口

（2010年→2040年） 2014年台帳 増減率14/09 増減率14/09

石川県北川町 15.8 6,264 3.4 0.1 産業誘致型

秋田県大潟村 15.2 3,284 -0.4 -3.7 産業開発型

福岡県粕屋町 11.3 44,249 7.8 3.1 住宅団地型

宮城県富谷町 8.3 51,006 10.5 6.5 住宅団地型

富山県舟橋村 7.5 3,070 2.7 2.9 住宅団地型

鳥取県日吉津村 6.8 3,435 5.0 1.6 産業誘致型

福岡県志免町 4.8 45,276 5.9 1.9 住宅団地型

大阪府田尻町 3.8 8,440 4.0 3.7 公共財主導型

京都府木津川市 3.7 71,811 4.9 -1.3 公共財主導型

群馬県吉岡町 1.9 20,185 5.7 3.4 住宅団地型

愛知県日進町 1.8 84,830 6.7 3.5 学園都市型

埼玉県吉川市 1.7 67,595 5.0 -0.3 住宅団地型

愛知県幸田町 1.3 38,482 6.2 1.7 産業誘致型

埼玉県滑川町 0.8 17,311 5.9 -0.3 住宅団地型

愛知県みよし市 -0.4 58,088 4.4 2.7 産業誘致型

奈良県香芝市 -1.8 77,585 4.5 0.7 住宅団地型

愛知県高浜市 -2.4 43,914 4.3 3.3 産業誘致型

佐賀県鳥栖市 -2.4 70,830 5.1 2.4 産業誘致型

（備考） 都市類型は、増田寛也「ストップ『人口急減社会』」『中央公論』2014年6月号32頁、その他は東洋経済新報社『地域経済総覧』による。

出所 ： 高寄昇三 『「地方創生」で地方消滅は阻止できるか』 2015年 59頁　を一部簡略化

総人口
市町村 都市類型

 

 

 

成功の秘訣は「連携」と「人材育成」 

 内発的な産業活性化に成功している地域の事例に学べば、成功の秘訣として連携と人材育成

が挙げられる。 

まず、様々な主体が連携することが重要だ。例えば、北九州市は、産業遺産や稼働中の工場

現場などを新たな観光資源として捉え、2014年に市、商工会議所、観光協会のそれぞれの観光

開発部門が一か所に集結して業務を開始した。各団体の垣根を越えた産業観光のプロジェクト

チームを組成し、見学先は大企業だけでなく中小企業も含む 54 施設に拡大している。また、

北九州商工会議所は下関や大分県下、全国各所の商工会議所と連携して工場夜景ツアーなどを

推進している3。 

長野県飯田市では、2009年、周辺 13町村と公共施設整備やサービスを分担しながら都市機

能を充実させ、人口流出を食い止めようとする「定住自立圏」の形成に全国で初めて取り組み、

市町村が連携して、子育て世代が戻れる地域づくりを図っている。さらに飯田市は、地域に航

空宇宙産業クラスターの形成を目指す「飯田航空宇宙プロジェクト」の共同受注推進のための

ワーキンググループ「エアロスペース飯田」を 2006 年に設立し、参加する地元中小企業 9 社

の連携による高付加価値化を実現している4。 

横浜市では、地域に貢献している企業を積極的に支援することが地域経済活性化につながる

                                                   
3 独立行政法人中小企業基盤整備機構「地域経済活性化を通じた面的支援に関する調査研究 2014年度」によ

る。 

4 『中小企業白書 2015』などを参考にした。 
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との発想から、「横浜型地域貢献企業認定制度」を導入しており、図表４に掲げた 5 つの主体

が柔らかに連携・協力しつつ、「地域を愛し、地域に愛される企業」を支援している。行政が前

面に出ずに、志を同じくする 5者が連携して支援する体制をとることにより、市長交代や役所

の人事異動によって同制度が衰退・消滅しにくくなることを意図している5。 

 

地域をつくり支える人材の育成が急務 

 地域における人材育成も、内発的な開発にとって欠かせないポイントだ。重要なのは単なる

人口増ではなく、地方創生の担い手となる「ローカル人材」の育成だからである。地方にとっ

て、自ら行動を起こし、地域に影響を与え、地域を支えていく人材の育成が急務である。 

前述した長野県飯田市は、地域における人材育成にも注力している。公益財団法人南信州・

飯田産業センターが、①「飯田産業技術大学」という仮想大学を通じた知識・技能の習得、②

信州大学と提携した社会人大学院制度の運用、という 2つの取り組みにより、地域の人材が標

準的な知識・技能を身につける場を整備している。さらに、「飯田航空宇宙プロジェクト」が専

門的な人材育成を行う場を提供する役割を果たしている。 

 

ICTの進化は地方にとって追い風 

 地方創生の追い風となる環境変化として ICT（情報通信技術）の進化が挙げられる。 

ICTの発達とそれに伴う通信コストの低下の恩恵を受けて、地方に立地することのハンディ

キャップは縮小しつつある。インターネットやウェブ会議システムなどを活用することで、遠

隔地にいても顧客と円滑に仕事を進めることが可能になった。ICTを活用すれば、地方の中小

企業でも大都市圏や世界の市場に直接アプローチすることも可能になった。 

徳島県では、全県に張り巡らせた光ファイバー網による高速インターネットを武器に 2009

年ごろから IT企業のサテライトオフィスを積極的に誘致した結果、神山町や美波町に ITベン

チャーが集結し、地域に新たな雇用が生まれている。 

 

 

                                                   
5 吉田正博『「消えない都市」の条件』2015年 による。 
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2003年創業の ITベンチャー企業、サイファー・テックは、当初東京都内に本社を構えてい

たが、社員が思うように採用できなかった。2012年に同社吉田基晴社長は、故郷である徳島県

美波町にサテライトオフィスを開設し、職住近接により労働時間を減らすことなく趣味に没頭

でき、豊かな生活を満喫できる働き方を提唱したところ、就職希望者が押し寄せ、業績も改善

した。そこで同社は 2013 年には、本社を東京から美波町に移転したほか、地域の価値や魅力

を IT の力で伸ばし、地域の課題解決をビジネス化する別会社「あわえ」を設立した。あわえ

は、空き古民家に放置された昔の風景や個人の写真をデジタル化してクラウド上に残すフォト

クリックサービス、地域でしか消費されない少量生産の産品にパッケージデザインや生産にま

つわるストーリーを付与するなどのブランディング等の事業を展開している6。 

 

創造的人材が集まれば地方は活性化する 

 ICTの進化に伴い、産業立地にも新展開が見られる。そもそも大都市圏への一極集中が起こ

るのは、「集積の利益」（近くに立地することにより生じる利益）があるためで、集積の利益は

主に、①取引などのコストが削減できる効果、②新しいアイデアが生まれやすくなるイノベー

ション効果、から成る。近年有力な「創造都市モデル」7の考え方によれば、最近の都市では「集

積の利益」のうち、コスト削減効果よりイノベーション効果の方が重要であるため、地方都市

であっても創造的人材（クリエイティブクラス）を集めれば、地域を活性化させることが可能

と考えられる。 

さらに、創造的人材は、歴史、文化、自然の美しさ、アメニティなどを求める傾向が強いと

されることも、地方の活性化を後押しする要因といえよう。 

 

若者に「地元回帰」の兆し 

若い世代の間で「地元回帰」の現象が生じ始めていることも、地方創生の追い風である。前

述の「増田レポート」の分析（2010年の国勢調査を基にしている）では反映されていないが、

近年、過疎の市町村に都市部から若者が移住する動き（IターンやUターン）が見られる。 

リクルート研究所が実施した大学進学者を対象とした調査によれば、「地元に残りたい」とい

う回答が 2009年の 39％から 2013年には 49.7％へと大幅に上昇した。内閣府の青年に対する

永住意識調査でも、将来も今の地域に住んでいたいという回答は、2007 年の調査で 43.5％に

達し、4年前の調査から 10％ポイントも上昇している。 

地元回帰の底流に若者の価値観の変容があるとすれば、それを的確にとらえれば、一過性で

終わらない地方創生の取り組みが可能になるだろう。現に、若者の地元回帰の兆しを察知して、

都市部からの U・I ターンの移住者の受け皿づくりに積極的に取り組んだ自治体が、移住者獲

得で成果をあげている例が少なくない。 

徳島県神山町で移住者受け入れ支援事業を営む NPO 法人グリーンバレーは、動態人口の減

少は不可避だが、外部からスキルのある人材を受け入れることで人口構造を変化させて、地域

を持続可能にすることを目指している。町内の空き家ごとに地元住民が希望する職種の人を呼

び込む「逆指名制度」を採用し、パン屋、システムエンジニア、写真家、ベンチャーなど多岐

                                                   
6 『中小企業白書 2015』、「人材も仕事も地方にある 本社移転、会社は劇的に変わった」『日経トップリーダ

ー』2015年 5月号 などを参考にした。 
7 ジェイン・ジェイコブズ（米国のジャーナリスト）、リチャード・フロリダ（米国の都市経済学者）らが提唱
している。 
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に渡る職業の人の移住を受け入れている8。 

 

6次産業輸出と総合おもてなし業に活路 

 高齢化と生産年齢人口減少が続く日本において、地域経済活性化を考える場合、欠かせない

視点は海外の人々の力を活用することである。海外の成長力を取り込みつつ、地域資源を生か

した内発的な産業発展を目指す方向性としては、次の 2つが有望であろう。 

 1つ目は、地元で生産した農林水産物（1次産業）に独自の加工等（2次産業）を施し、自前

で販売（3 次産業）まで行う「6 次産業」化を進めることで、付加価値を高めた魅力的な商品

を生み出し、それを新興国の富裕層・中間層をターゲットに輸出する方策である。 

2 つ目は、訪日外国人旅行者（インバウンド）需要の取り込みである。訪日経験が多い外国

人ほど地方への訪問意欲が高くなる傾向がある。訪れたくなるような地域の魅力を磨き上げ、

海外からの来訪者に当地での食事や買い物などの体験を楽しんでいただく、総合的な「おもて

なし業」を発展させることが可能であろう。2014年 10月から訪日外国人観光客に対する消費

税「全品免税」が導入され、日本がアジア随一のショッピング大国になる可能性が高まったこ

とは強力な追い風である。 

今やインバウンド需要の取り込みは観光事業者だけが注力すべき課題ではなく、すべての産

業や役所の全部署が検討すべき一大領域に成長している。地域ぐるみで産学官が連携して地元

の強みを構築し、地域に向かうヒト・カネ・情報の流れを太くして、交流人口を増やし、地域

内のGDPを拡大し、新たな雇用を生み出すことを目指すべきである。 

例えば、新潟県三条市の燕三条地場産業振興センターでは、外国人観光客の来訪を拡大する

ため、シンガポールから旅行会社と報道機関を 2015 年 5 月に招待し、燕三条地域で生産され

る包丁や金属製食器などの「匠の技」と「食」の魅力を理解してもらうイベントを開催したほ

か、同センターの物産館を刷新して免税店化するなどの取り組みを行っている9。 

 

地方創生で拡がるビジネスチャンス 

地方創生にかける国の意気込みは半端なものではない。2016 年 3 月末までに全国約 1,800

の自治体が今後の地方創生の進め方のロードマップを描き、国は各自治体から集まるプランを

精査して、地方創生を推し進めることになっている。既に 2015 年度から、第一弾の補助金や

税制優遇が始まっている。 

企業にとっては、地方創生絡みで多くのビジネスチャンスが発生することが予想される。従

来から、景況や国の施策に頼ることなく、自助努力で地域の課題の解決につながる事業を展開

し、地域経済活性化の担い手になっている企業が少なからず存在したが、こうした企業活動が

今後さらに拡大するだろう。 

地方創生の主役はそれぞれの地方であるため、国が定める助成の対象でない分野でも、企業

側から良い提案をすれば、自治体から金銭的、人的な支援が得られる可能性が高い。異業種が

連携をして地域密着型の新しい事業モデルの構築に取り組むなどの動きが活発化するに違いな

い。 

地域の課題解決で生まれる事業は一つひとつのサイズが小さいため、大企業の事業としては

間尺に合わないことが少なくないが、中小企業にとっては魅力的なビジネスチャンスの宝庫と

                                                   
8 『中小企業白書 2015』による。 
9 日刊工業新聞 2015年 3月 13日による。 
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いえる。 

企業が地方創生に関連するビジネスを展開するには、自治体との連携が不可欠である。今後、

中小企業やベンチャー企業がやる気のある首長のいる自治体と手を組んで地域の課題解決につ

ながる事業に乗り出す事例が増えると予想される10。 

地方創生の動きを追い風として、自治体関連ビジネスに商機を見い出す中小・ベンチャー企

業も増えている。体験型レジャーの提案などの観光振興、地方都市への U・I ターン支援など

の分野で、さまざまなユニークな自治体向けサービスを開発・展開する企業が現れている。 

 各自治体がより魅力を高めるためのアイデアを競い合う中で、今後、地方創生関連ビジネス

の市場が拡大することは間違いない。企業にとってこのビジネスチャンスをいかにつかみ取る

かが課題といえよう。 

 

 

                                                   
10 例えば、宮崎県日南市（﨑田恭平市長）は、クラウドソーシング事業を手掛ける東証マザーズ上場企業のク
ラウドワークス（吉田浩一郎社長）、ソーシャルリクルーティングサービスを運営するウォンテッドリー（仲暁

子CEO）、多種多様な空きスペースを貸し出すマッチングサービスを手掛けるスペースマーケット（重松大輔

CEO）などのベンチャー企業と次々に提携している（出所：「求む経営者！やる気のある自治体を探せ」、『日経

トップリーダー』2015年 5月号）。 
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・当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。当資料に従
って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するものといたします。 


