
単行本　地方創生を超えて
aa01351_h_hgk.ps : 0001 : 2018/7/3(09:26:17)

はしがき

　本書は，2014 年 11 月に安倍政権の下で成立した「まち・ひと・しごと創生

法」によって進められている「地方創生」を切り口として，小磯修二，村上裕

一，山崎幹根の 3人がそれぞれの立場から地域政策について考察を行ったもの

である．それは，本格化する人口減少時代の中で活力ある地域社会に向けた政

策のあり方に関心を持つ人々に対する 3人のメッセージでもある．

　地方創生については，突然国から示されたことから，地方の現場では，戸惑

いや不満の声も多く聞かれる．一方で，地方創生という言葉は，地域の活性化

を目指す取り組みとして人口に膾
かい

炙
しゃ

してきている．そこには，本格的な人口減

少，超高齢時代に地方が疲弊することなく活力を持って生き抜いてほしいとい

う人々の強い期待が感じられる．

　本書のタイトルは，『地方創生を超えてИЙこれからの地域政策』としたが，

その意味は単なる地方創生の批判，検証ではなく，このような人々への期待に

少しでも応えていきたいという我々の願いが込められている．より幅広い視点

から地方創生を見つめ直し，次世代につながる政策構築に向けて少しでも役に

立ってほしいというのが，我々の思いである．

　本書は，3人による分担執筆である．小磯は，第 1章「地方創生とは何だっ

たのか」と第 5章「地域政策の新たなパラダイムを探る」を担当し，村上は，

第 2章「自治体担当者は地方創生をどう受け止めたか」と第 3章「国土政策と

地方創生との関係について」を担当し，山崎は，第 4章「自治政策・国土政策

から見た国と地方ИЙ広域連携から考える」を担当し，最後の第 6章「地方創

生を超えて」は，3人による鼎談という構成となっている．

　本書の特徴は，世代の異なる 3人が，地方創生という政策を共通のテーマと

しながら，様々な観点から自由な立場で，地域政策の分析，提言を試みたとこ

ろにある．分担執筆ではあるが，我々は地方の現場に一緒に足を運び，現場の

首長や職員の声に直接耳を傾け，議論を重ねながら執筆を進めていった．それ

ぞれの研究者としての関心領域や育った時代背景の違いを尊重し合いながらも，
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そこから刺激を受け，ヒントを得ながらの大変楽しい共同作業でもあった．

　本書の出版は，一般財団法人北海道開発協会により 2016 年度から進められ

ている，「人口減少時代の地域政策に関する調査研究」の成果である．調査研

究の手法としては，主に北海道内の市町村，特に 2014 年 5 月の日本創成会議

のレポートで消滅可能性が高いと指摘された地方部の町村を対象に約 20 市町

村へのヒアリングを実施するとともに，国や北海道で地方創生に携わった担当

者へのヒアリングも実施した．また，北海道及び愛媛県，香川県の市町村で地

方創生に直接かかわった担当者へのアンケート調査を実施したが，その成果に

ついては第 2章で詳しく紹介している．

　本書の発刊は，一般財団法人北海道開発協会の本調査研究事業による支援の

賜物であり，内田和男会長はじめ北海道開発協会の皆様のご厚情には心より感

謝申し上げる．特に，開発調査総合研究所の草苅健所長，佐々木直人さんには

ヒアリング調査をはじめ調査研究活動に多大なご尽力をいただき厚くお礼を申

し上げる．

　また，プランニング・メッシュの関口麻奈美さんには研究会メンバーとして

調査研究全般について多大なご協力を得た．特にアンケート調査については調

査票作成，回収，分析の全面にわたって作業を担っていただき心より感謝申し

上げる．

　さらに，本調査研究事業においては地方創生の実務に関わった国，北海道，

市町村の多くの関係者の方々にヒアリングをさせていただいた．お忙しいとこ

ろ貴重な時間を割いて気持ちよく対応していただいた皆様方に心よりお礼を申

し上げる．ここで個々に名前を記して感謝の気持ちをお伝えできないことをお

許しいただきたい．

　最後に，岩波書店編集局第二編集部の藤田紀子さんには本書の編集に当たっ

て多大なご尽力をいただき心より感謝申し上げる．

2018 年 6 月

執筆者を代表して

小磯修二
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はじめに

　2014 年に国が提起した地方創生は，当初は地方から大きな期待を持って受

け止められた．それは人口減少によって地域が衰退していくことへの大きな懸

念に対して，国が本格的な地域政策を進めてくれるという期待であった．しか

し，これまでの地方創生を振り返ってみると，地方の現場からは，真剣に人口

減少問題を考える契機にはなったが，地域政策の手法としては課題も多く，必

ずしも地域の期待に十分応えられたものではなかったという声が多く聞かれる．

一方で，地方創生という言葉は広く浸透してきており，地域の活性化やまちづ

くりの代名詞としても使われるようになってきた．そこには，多くの人々にと

って人口減少の下で地方が疲弊し，萎縮することなく，元気になり活力を持っ

て，創生してほしいという願いがあるからだろう．地方創生が契機となって，

あらためて人口減少時代における地域政策のあり方が問われているともいえる．

　ここでは，これまで国が進めてきた地方創生について，地域政策としての意

義や課題を 2つの視点から考察していく．1つは実際に地方でその政策を担っ

てきた人々の現場の声を通しての考察であり，もう 1つは，戦後地域政策の歴

史的な文脈からの考察である．

　私は地域政策に 40 年以上関わっている．当初は，国の国土開発政策や北海

道開発政策などの国の行政現場で地域政策の実務に携わってきた．その後研究

者に転じてからは，国内外の地方の現場で地域課題の解決に向けた実践的な研

究活動を続けている．地方創生については，国が地方創生を提起して以降，北

海道や道内の市町村の地方自治体職員と一緒に総合戦略の策定などに取り組ん

できている．その中で痛感することは，地方の現場の生の声をしっかり伝えて

いくことの大切さと，戦後からこれまで進められてきた地域政策を丁寧に検証

第�章

地方創生とは何だったのか
小磯修二
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しながら，その経験を生かして政策を進めていくことの重要性である．このよ

うな思いから，ここでは，「現場から見た地方創生」と「歴史的文脈からの考

察」という 2つの視点から，「地方創生とは何だったのか」という問いについ

て，私自身の活動経験を通して考察していきたい．

第 1節　現場から見た地方創生

地方創生への期待と不安
　私が地方創生に関わるようになったのは，2014 年の夏である．2014 年 5 月

に日本創成会議・人口減少問題検討分科会（座長：増田寛也元総務大臣）が公表し

たレポートを契機に，北海道では 2014 年 8 月に「北海道の人口減少問題に関

する有識者会議」を立ち上げて，人口減少問題に真剣に向き合うための政策の

あり方について検討をはじめた．私はその会議の座長として参加したが，北海

道の職員と一緒に詳細な人口データを分析しながら，地方の立場でどのように

人口減少に向けた対策ができるのか議論を始めていった．その後，北海道の総

合戦略の策定，推進のための検討を行う，「北海道創生協議会」（北海道，2015 年

6 月～現在）の委員や，市町村レベルでは，「俱知安
くっちゃん

町まち・ひと・しごと創生

有識者会議委員・座長」（俱知安町，2015 年 7 月～現在），「ニセコ町自治創生協議

会委員・座長」（ニセコ町，2015 年 8 月～現在），「滝川市まち・ひと・しごと創生

会議委員・委員長」（滝川市，2015 年 7 月～現在），「恵
え

庭
にわ

創生懇談会委員・座長」
（恵庭市，2015 年 7 月～現在）などの立場で，地方創生における人口ビジョンの策

定や総合戦略の策定，推進に幅広く関わってきている．

　また，地方創生に関する調査研究活動として，一般財団法人北海道開発協会

により 2016 年度からスタートした「人口減少時代の地域政策に関する調査研

究」に参加し，本書の共同執筆者らとともに，北海道内において将来消滅の可

能性が高いと予測された地方部の地方自治体を対象に，自治体のトップや実際

に地方創生の業務を担当した職員に対して，2016 年度から 2017 年度にかけて

20 以上の市町村に出向いてヒアリングを行った．さらに 2016 年 10～11 月に

は，北海道内の市町村を対象に実際に地方創生の業務を担当した職員に対して

アンケート調査を実施するとともに，2017 年 9～10 月には四国の愛媛県，香
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川県において同様の市町村アンケート調査を実施した（以下，「市町村アンケート

調査」という）．これらの市町村アンケート調査の結果については，第 2章「自

治体担当者は地方創生をどう受け止めたか」（村上裕一）に詳しく紹介している．

　ここでは，私自身が地方創生に関わった経験やヒアリング，アンケート調査

を通じて得られた現場の声をもとに，地方創生の政策としての特性を考察して

いく．

消滅への危機感と交付金への期待
　まず国が進めてきた地方創生の系譜の概要を見ていきたい．地方創生の政策

が決定される過程については，第 3章第 2節の「地方創生の推進体制」を参照

していただきたいが，ここでは主に総合戦略の策定と交付金についてながめて

いく．

　地方創生提起の契機となったのは 2014 年 5 月に日本創成会議・人口減少問

題検討分科会により発表されたレポートである．2040 年に 20～39 歳の女性の

数が 49▆8％の市区町村で 5割以上減り，全国の市町村のうち約 3割で人口が 1

万人未満となって消滅するおそれがあるという衝撃的な内容であった．北海道

でも，8割の市町村が消滅可能性の対象になるということで，大きな反響を呼

んだ．もともと人口問題に対する危機はこれまでも多く提起されてきたが，減

少を前提にした真正面からの政策議論は先送りされてきたといえる．日本創成

会議による，東京への人口流入が深刻な人口減少につながる，すなわち出生率

の低い東京圏への若い女性の人口流入が深刻な人口減少の負のスパイラルを生

み出しているという問題提起は，人口問題に対して新たに地域政策としての対

応を迫るものであった．本格的な人口減少にどのように向き合うかという重い

命題があらためて突きつけられる中で，政府は地方創生という地域政策に取り

組むこととなった．

　安倍晋三総理は，2014 年 9 月の内閣改造で，地方創生担当大臣として石破

茂国務大臣を任命し，安倍総理自身が本部長となり全閣僚で構成される「ま

ち・ひと・しごと創生本部」を設置した．さらに，同年 11 月には「まち・ひ

と・しごと創生法」（以下，「創生法」という）が成立する．創生法に基づいて，年

末の 12 月 27 日には，地方創生の国の 5カ年戦略である「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」と日本の人口問題についての将来の展望を示す「まち・ひと・

第 1章　地方創生とは何だったのか �
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しごと創生長期ビジョン」が閣議決定された．当初は非常に速いスピードで地

方創生の取り組みは進められたが，このスピードは地方自治体にも強いられる

こととなった．国が示した総合戦略においては，各自治体は遅くとも 2015 年

度中に地方版の人口ビジョンと総合戦略を策定することとされたのである．地

方自治体における人口ビジョンと総合戦略の策定は，地方分権の考え方から，

純粋な義務ではなく努力義務として課してはいるが，実質は，地方創生を図り

人口減少問題を克服するためには地方自治体の取り組みが鍵となることから，

国，都道府県，市町村が一体となって，まち・ひと・しごと創生に取り組んで

いくという強い方向性が明示された．その結果，すべての都道府県と 99％を

超える市町村が人口ビジョンと総合戦略を 2015 年度中に策定することになる．

さらに，2015 年 10 月までに総合戦略を策定すると先行交付金の上乗せ要件に

なるという政府の指導があったことから，自治体は組織体制も整わない中で慌

ただしく策定作業を急がされることとなった．

　しかしながら，戸惑いを感じながらもほとんどの地方自治体は政府が指示し

たスケジュールと，政府の示すスキームに沿って総合戦略の策定を進めていっ

た．その背景には，1つは消滅可能性という厳しい将来の姿を見すえながら人

口減少問題に真剣に向き合って議論していかなければならないという危機感が

あったといえる．もう 1つは，政府が掲げた交付金への期待であった．政府は，

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定と並行して，早々に 2014 年度の補

正予算において地方創生先行型の交付金を措置したが，この交付金は 100％国

が補助する交付金であり，自由度の高い交付金としての期待が非常に大きかっ

た．交付金を獲得するためには，まず総合戦略を策定しておかなくてはいけな

いという状況があった．

地方創生交付金
　政府は，地方版総合戦略の推進に向けて，情報支援，人材支援，財政支援の

3本の矢で支援することとしたが，地方にとっての最大の関心はやはり財政支

援の内容であった．ここでは財政支援として措置された交付金の仕組みについ

てながめていきたい．

　地方創生に関わる交付金について，当初の 2015 年度の予算編成段階では見

送られたのだが，石破大臣の強い要請もあって，2014 年度の補正予算で，地
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方創生先行型交付金として 1700 億円が予算措置されることになる．地方自治

体の負担分がない国が全額補助する交付金で，そのうち 1400 億円については，

基礎交付分として，地方版総合戦略を策定するすべての地方自治体に対して交

付された．残りの 300 億円については，タイプⅠとタイプⅡに分けられ，タイ

プⅠは先駆的事業を行う地方自治体に，タイプⅡは 2015 年 10 月までに地方版

総合戦略を策定した地方自治体に交付された．

　なお，タイプⅠの先駆的事業については，これまでのような地方自治体単独

での従来型の事業ではなく，官民協働や地域間連携，政策間連携，事業推進主

体の形成など連携・協働の仕組みを駆使した先駆性を求める事業が対象とされ，

また，地域経済分析システム（RESAS）などのデータ分析による事業設計がなさ

れていること，重要業績評価指標（KPI）が成果目標として設定され，その検証

と事業の見直しのための仕組み（PDCAサイクル）を備えていることが申請要件

として求められたが，これらは地方自治体にとってはかなりハードルが高いも

のとして受け止められた．

　その後自由度の高い交付金については，切れ目なく全国的に地方創生を加速

させていく必要があるとの観点から，2015 年度補正予算においても，タイプ

Ⅰと同様の先駆的事業を対象に，地方創生加速化交付金として 906 億円が交付

された（都道府県 296 億円，市町村 610 億円で，補助率は先行型交付金と同じく 10 分の

10 とされた）．

　このように交付金は 2度にわたって補正予算で措置されてきたが，5カ年計

画である地方版総合戦略に基づく事業を安定的，継続的に実施していくために

は，当初予算において制度創設していく必要があるとの考えから，2016 年度

の当初予算で措置されたのが，地方創生推進交付金であった．予算額は 1000

億円であるが，補助率は 2分の 1とされ，半分を地方が負担することから事業

費規模としては 2000 億円となる．また，ソフト事業とハード事業の両方に使

えることとなったが，交付金を申請する地方自治体は新たに地域再生計画を作

成して，内閣総理大臣の認定を受けることが必要となった．地方版総合戦略に

加えて，地域再生計画まで作成する必要があるのかについては，地域再生法の

改正を審議する国会でも大きな議論になった．

　以上のように，地方創生の支援に向けて財政措置された，自由度の高い交付

第 1章　地方創生とは何だったのか �
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金については，当初の「地方創生先行型交付金」から「地方創生加速化交付

金」，さらに「地方創生推進交付金」としてめまぐるしく推移してきた経過が

ある．

急がされた作業
　以上のような，まち・ひと・しごと創生本部による地方創生の動きに対して，

地方自治体はそれをどのように受け止めていったのだろうか．私は，北海道や

いくつかの市や町における人口ビジョンや総合戦略策定の検討会議の場などで，

地方自治体の職員と一緒に地方創生への対応について議論し，考える立場にあ

ったが，あまりにも慌ただしいスケジュールで対応を求められる場面が多く，

現場の担当者から戸惑いの声をよく耳にした．特に，地方創生先行型交付金の

配分について，早期に総合戦略を策定した自治体には交付金を上乗せしていく

という誘導の手法が提示された時にはさすがに困惑した．検討会議の責任者と

して，地方自らが創造的な知恵で戦略を練り上げていくためには丁寧な議論の

積み上げが欠かせないと感じていただけに，「早いもの勝ち」的な手法は地方

創生の理念にそぐわない印象を正直受けた．

　このように，国の役割は「伴走的に支援」することとしながらも，現実には

限られた時間内での地方版総合戦略の策定を求めるなど，厳しい注文も少なく

なかった．さらに，国による財政支援が，「積極的な取り組みを支援」，「地方

版総合戦略の早期かつ有効な策定，実施には手厚く支援」（まち・ひと・しごと創

生会議 2014）という自治体間の競争を促進する仕組みになっていることについ

て，結果的にはこれまでと同じように国主導の政策になるのではないかという

懸念の声も担当者から多く聞かれた．財政環境が厳しい地方にとっては，新た

な交付金が措置されるという絶好の機会ではあるのだが，一方でそのためには

国の方針，指導には忠実に従わざるを得ないというジレンマがあり，そこには，

これまでの国主導の地域活性化政策とどこが違うのかという本音も聞かれた．

　一方で，地方創生に対する期待の声も当初は大きかった．特に東京一極集中

構造の是正や，首都機能の地方分散を明確に打ち出すなど，これまでにない歯

切れの良さに，しばらく明快な国土政策が国から示されていなかっただけに，

地方としては思い切った骨太の政策が出てくるのではないかという期待もあっ

た．それとともに，地方創生の支援策を使いこなして，人口減少問題にしっか
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り取り組んでいこうという積極的な意欲を示す地方自治体や，この機会に職員

の能力を高めたいと前向きに受け止めている首長もいた．総じて期待が大きか

ったのは，自治体の自主性，主体性を最大限発揮できると期待された自由度の

高い交付金であったが，予算の規模や，使い勝手などで不満が多かったのも事

実だ．このように，これまでの地方創生については期待と不安が交錯しながら

推移してきているといえる．

　ここまでは，地方創生の現場の状況や声をもとに，期待と不安という視点か

ら地方創生について考察してきたが，ここからは私なりに感じている地方創生

の政策特性をいくつかのポイントにしぼってながめていく．

地方創生の政策特性
新鮮な言葉
　政府が，「まち・ひと・しごと」と，ひらがなで政策のメッセージを出した

ことは新鮮であった．創生法の第 1条の目的では，国民 1人ひとりが夢や希望

を持ち，潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成を

「まち」に，地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保を「ひと」に，そし

て地域における魅力ある多様な就業の機会の創出を「しごと」とし，それらを

一体的に推進することを，「まち・ひと・しごと」という平易な言葉に込めた

ことが示されている．

　しかし，大切なのは言葉の平易さではなく，国民に分かりやすく政策が展開

されることである．地方において「しごと」が「ひと」を呼び，さらに「ひ

と」が「しごと」を呼ぶ好循環を確立し，「まち」に活力を取り戻すための政

策が極めて難しいことを，我々はこれまでの国土開発政策や地域政策で経験し

てきている．例えば，「しごと」が地方に「ひと」を呼び込む循環づくりは，

これまでの地域政策の主要テーマでありながら，大都市に仕事を求めていく流

れを変えるのは簡単なことではなかった．さらに，最近は地方においても人手

不足問題が深刻になっている．仕事さえあれば地方に人が戻ってくるという状

況ではない．そこでは，地方における企業側と雇用者側のミスマッチを防ぐこ

とが重要な政策テーマである．地方にも魅力のある企業があり，そういった企

業情報をきめ細かく伝え，働く側の希望と丁寧にマッチングさせながら，雇用

第 1章　地方創生とは何だったのか �
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調整や職業訓練を進めて地方に人を定着させていくことが重要なテーマとなっ

てきている．そのためには，これまでのように国が主導するセーフティネット

としての職業斡旋を超えた，より地域に密着した雇用調整の政策が必要である．

このように地域の実態にしっかり向き合う分かりやすい政策が出てこなければ，

「まち・ひと・しごと」という新鮮な言葉はその輝きを失っていくだろう．

　また，現場を歩いていると，政府機関の地方移転などの動きに対して「国は

地方自治体には厳しいが，国自身はどこまで汗を流して地方創生に取り組もう

としているのか見えない」という声もあった．「まち・ひと・しごと」という

新鮮な言葉が先行したことで，本来国が主体的にやるべき責務が隠れてしまっ

てはいけない．

人口減少を真剣に考える契機
　地方創生の意義としては，急速な少子高齢化の進展にそれぞれの地方自治体

が真剣に向き合う契機になったことがあるが，その理由として地方人口ビジョ

ンを独立して策定したことが挙げられる．人口減少については，かなり以前か

ら予測され，警鐘が鳴らされてきたが，地方にとっては少しでも人口を増やす

ことが長い間の目標であっただけに，将来の人口が減る姿を直視することを避

けてきた傾向がある．地方創生において国は，地方版総合戦略とは別に，地方

人口ビジョンの策定に努めるよう指導した．また，人口動向分析と将来人口の

推計や分析の推計手法についても具体的な事例を示しながら指導したことから，

各地方自治体は客観的なデータで人口変化の予測ができたといえる．それによ

って，各地域は，2060 年を見すえながら長期的な議論を進めることができた

といえる．

　しかしながら，自治体によっては総合戦略の策定も同時に行っていく必要が

あったことから，コンサルタントに人口ビジョン策定作業の多くを委ねてしま

うところもあったのは残念である．北海道の市町村アンケート調査においては，

63▆4％の市町村がコンサルタントに作業を委託している．一方で，「人口ビジ

ョン，総合戦略ともにコンサルタントは使わなかった」市町村は，20▆5％であ

った．コンサルタントへの委託経費は国の交付金で措置できるという，いわば

コンサルタントへの委託を奨励する流れの中で，自前のスタッフで人口推計作

業をやり遂げた市町村が 2割もあり，しかも，都市部よりも地方部の町村の方
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が多いという結果には正直驚いた．小規模な自治体でも職員の力だけで人口ビ

ジョンと総合戦略をつくり上げることができたのだ．

　北海道の日本海沿いにある初
しょ

山
さん

別
べつ

村は人口 1200 人の小さな村だが，そこで，

自前で人口データの分析や推計作業に携わった職員から直接話を聞いた．「自

力で人口の現状分析と将来推計を試行錯誤しながら作業していく中で，必要な

施策のヒントがつかめた」という言葉が印象的だった．地方が真剣に人口減少

問題を考える契機としていくのが地方創生の大きな目的である．安易にコンサ

ルタントに委託することなく，職員自らが丁寧に考えるプロセスを重視する姿

勢があってもよかっただろう．

自由度のジレンマ
　市町村アンケート調査においては，最後に「今般の地方創生に関して思うこ

とや，今後，国に要望したいこと」を自由に記述してもらった．その自由記述

回答における国への要望の中で圧倒的に多かったのは，「交付金をより使いや

すいものにしてほしい」というもので，回答した担当者の半数以上が，交付金

申請要件のハードルの高さや，使い勝手の悪さ，複雑化していく交付金制度に

ついて不満を示し，より自由度の高い使い方を求めていた．しかも，これらの

交付金への不満を示した回答者の多くは，地方創生については，「ブームで終

わることなく継続してほしい」，「人口減少を考える良いきっかけであった」と

いう前向きな回答をしている．単純に国から押し付けられた政策への反発や，

予算額の少なさへの不満だけではないことに留意しておく必要がある．

　もちろん，これらの声は当初の「自由度の高い交付金」への期待が大きすぎ

たことの反動という見方もあるだろう．また，まち・ひと・しごと創生本部の

立場からは，固有の財源がない状況で各省の協力を得ながら必死に確保した交

付金であるので，何とか有効に活用してほしいという期待と，従来の縦割り事

業を超えた支援をしたいという思いから，「先駆性のある取り組み」，「既存事

業の隘路を発見し，打開する取り組み」，「先駆的事例・優良事例の横展開」と

いう要求水準の高さにつながったものと推察される．しかしながら，市町村ヒ

アリング調査においても多くの担当者から，先駆性と優良事例が強調され過ぎ

て，現場で真剣に求めている事業が採択されないという声を聞いた．また，あ

る町の総合戦略推進の検討会議では，民間人から，国が推奨する施策に誘導す

第 1章　地方創生とは何だったのか 
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るような交付金の指導は，地方の創意を生かす方向と逆行するものではないか

という厳しい意見もあった．自由度を与える側が不安になってかえって自由さ

を縛ってしまうというジレンマに陥っているように感じる．

　個別補助金のように特定目的にしばられない新型交付金の趣旨からいえば，

思い切って地方に裁量を与えて自由度を高めていく姿勢が必要であろう．もち

ろん，政策効果の高い施策を進めていくことは当然であるが，事後検証を厳格

に行い，それを公表していくことで担保していく手法の方が，地方の主体的な

意欲を高めていくことにつながるであろう．事後検証の緊張感をしっかり持た

せながら自由度を与えていくことが，長い目で見た場合には創意工夫を高めて

いく意識の醸成にはより有効であると思われる．

地方の責務と国の責務
　市町村アンケート調査における「総合戦略の目玉，特徴は何か」という質問

に対する回答では，「子育て支援」と「産業の活性化」の 2つが突出して多か

った．この結果は，人口減少に対して地方ができることの限界を示しているよ

うに思われる．

　先述したように，北海道においては，すでに 2014 年 8 月に，国が「まち・

ひと・しごと創生本部」を設置する前に，「北海道の人口減少問題に関する有

識者会議」を設置して，人口減少・高齢化を見すえた「持続可能な地域デザイ

ン」の検討を進めていた1）．北海道においては，全国を上回るスピードで人口

減少・高齢化が進んでおり，その年の 5月に日本創成会議・人口減少問題検討

分科会による衝撃的なレポートが出されたことを契機に，早期に措置しておか

なければいけないことを分野横断的に検討しようという趣旨であった．私も検

討に参加したが，そこでなされた議論は，地方が人口減少に向けてどのような

有効な施策が打ち出せるだろうかという基本的な問いかけであった．人口減少

の進行を緩和するためには，自然減への対応と，社会減への対応がある．自然

減に向けて地方ができることは，せいぜい子育て環境の整備くらいである．地

方にとっては社会減の影響が大きいが，集積のメリットを持つ大都市への移動

を食い止めるには思い切った地方分散政策が国によって展開されなければなら

1） 北海道は，本有識者会議の検討を経て，2015 年 3 月に，「本道における人口減少問題に対する取
組指針」を決定している．
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