特集 地域活性化の推進−まち・ひと・しごとの創生−
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地方創生を本格的にスタートさせて以来、丸４年が経過した。本年は、これまでの取組の総仕上げを行
うとともに、次のステージに向けた検討を進める重要な年。本稿では、まち・ひと・しごと創生総合戦略
（2018改訂版）について、主な内容を解説するとともに、第２期の地方創生に向けた検討状況を紹介する。

1．はじめに

方における30万人分の若者雇用を創出すること、

地方創生を政府の最重要政策課題の一つとして掲

地方・東京圏の転出入を均衡させること等を2020

げ、平成26年末から取組を開始してから、丸４年

年までの成果指標として定め、それぞれに政策パッ

が経過した。

ケージを定めている。

この間、政府においては、人口減少に歯止めをか

平成29年度においては、５か年の「総合戦略」

けるとともに、東京一極集中の是正を図るべく、政

の中間年に当たることから、４つの基本目標及び基

府一体となって取組を進めてきたところである。

本目標を達成するための各施策に係る重要業績評価

本稿では、
昨年12月21日に閣議決定された「まち・

指標（KPI）の総点検を行った。その結果、基本目

ひと・しごと創生総合戦略（2018改訂版）」の主な

標②「地方への新しいひとの流れをつくる」につい

内容を解説するとともに、第２期の地方創生に向け

ては、各種施策の効果が十分に発現するに至ってい

た検討状況を紹介する。

ないことから、東京一極集中是正に向けた一層の取
組強化を図る必要があることとされた。

2．地方創生の動向
地方創生では、
「まち・ひと・しごと創生長期ビ

５月に成立した「地域における大学の振興及び若者

ジョン」
（平成26年12月27日閣議決定）で、日本

の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進

の人口の現状と将来の姿を示し、2060年に一億人

に関する法律」（平成30年法律第37号）に基づき、

程度の人口を確保する中長期展望を提示し、これを

地域における大学振興・若者雇用創出のための交付

実現するための今後五か年の目標や施策、基本的な

金制度及び東京23区内の大学等の学生の定員抑制

方向を「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
（以下「総

等の措置を講ずることにより、地域における若者の

合戦略」という。
）で示してきた。

修学・就業の促進を強力に進めることとした。

「総合戦略」においては、①「地方にしごとをつ

さらに、若者等が夢や希望を抱いて地方へ移住す

くり、安心して働けるようにする」
、②「地方への

る動きを加速させ、女性や高齢者等の活躍、外国人

新しいひとの流れをつくる」、③「若い世代の結婚・

材の受入れ等を推進するため、「ひと」と「しごと」

出産・子育ての希望をかなえる」
、④「時代に合っ

に焦点を当てた「わくわく地方生活実現政策パッ

た地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地

ケージ」を策定し、同年６月に閣議決定した「まち・

域と地域を連携する」の四つの基本目標のもと、地

ひと・しごと創生基本方針2018」に盛り込むとと
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これを受け、平成30年度においては、平成30年
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もに、地方の魅力を高めるまちづくりの推進に向け、

る就業促進に向け、都道府県が行うマッチング支

中枢中核都市の機能強化など、
「まち」にも焦点を

援事業として、地方の中小企業等の求人広告を提

当てた方策を「地域魅力創造有識者会議」において

供するマッチングサイトの開設などの取組を支援

検討した。

する。

これらを踏まえ、昨年12月21日に「まち・ひと・
しごと創生総合戦略（2018改訂版）
」を閣議決定した。

3．まち・ひと・しごと創生総合戦略（2018
改訂版）の主な内容
まち・ひと・しごと創生総合戦略（2018改訂版）
においては、第１期「総合戦略」の総仕上げとして、
①東京一極集中の是正に向け、地方への新しいひと
の流れや魅力あるまちづくりに焦点を当てた政策を
実行すること、②第１期「総合戦略」の進捗状況等、
これまでの地方創生の取組の成果や課題の検証を行
うこと、さらには、2020年度から始まる次のステー
ジに向けた検討を開始することとしている。

図−２ 「わくわく地方生活実現政策パッケージ」の着実な実行
UIJ ターンによる起業・就業者創出（移住支援・起業支援）

⑵ 女性・高齢者等の活躍による新規就業者の掘
り起こし

このうち、「わくわく地方生活実現政策パッケー

現在職に就いていない女性・高齢者等の新規就

ジの着実な実行」及び「地方の魅力を高めるまちづ

業の促進及び人手不足に直面する地域の中小企業

くりの推進」について紹介する。

等の人材の確保に資することを目的として、各都
道府県が、官民連携のプラットフォームを形成し、

第１期「総合戦略」の総仕上げに向けて
基本的認識
◎若者等が地方へ移住する動きを加速させるため、「ひと」と「しごと」に焦点を当てた、「わくわ
く地方生活実現政策パッケージ」を策定。
◎「まち」に焦点を当てた、地方の魅力を高めるまちづくりの推進に向けて検討。
１．「わくわく地方生活実現政策パッケージ」の着実な実行
①UIJターンによる起業・就業者創出
②女性・高齢者等の活躍による新規就業者の掘り起こし
③地方における外国人材の受入れ
等

２．地方の魅力を高めるまちづくりの推進
①中枢中核都市の機能強化
②人口減少社会に対応した「まち」への再生

地域の実情に応じて支援対象者の掘り起こしや中
小企業等の職場環境改善支援、マッチング等の取
組を一体的かつ包括的に実施する事業について地
方創生推進交付金により支援する。

次のステージに向けて
第１期の「まち・ひと・しごと総合戦略」の進捗状況等、これまでの取組の成果や課題の検証
現在と将来の社会的変化を見据えた更なる取組の検討
さらなる地方創生の機運醸成に向けた広報及び啓発を推進

図−１

ま
 ち・ひと・しごと創生総合戦略（2018 改訂版）
−主なポイント−

１
）わくわく地方生活実現政策パッケージの着実な

⑶ 地方における外国人材の受入れ
地方公共団体、観光協会又は商工会議所等（以
下「地方公共団体等」という。）において、イン
バウンド事業や海外販路拡大事業等に従事する外
国人材の受入れニーズが高まると見込まれるため、

実行

内閣府が外務省や日本国大使館・総領事館と連携

⑴ UIJターンによる起業・就業者創出

し、アジア・中南米を中心に在外の親日外国人材

東京23区の在住者又は東京23区への通勤者が、
地方へUIJターンして、中小企業等に就業する場

の掘り起こしを行うとともに、地方公共団体等と
の円滑なマッチングの支援を実行する。

合には最大100万円を、地域における社会的課題

また、新たな在留資格「特定技能」が創設され

の解決に取り組む起業を行う場合には最大300万

たことを踏まえ、法務省による「一元的窓口に係

円を、それぞれ地方創生推進交付金を活用して支

る地方公共団体への支援制度の創設（「多文化共

援する。

生総合相談ワンストップセンター（仮）」の整備）

あわせて、東京圏から地方へのUIJターンによ

に加え、地域における外国人材の活躍と共生社会
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の実現を図る地方公共団体の自主的・主体的で先

（政令指定都市、中核市、施行時特例市、県庁所

導的な取組について、地方創生推進交付金により

在市及び連携中枢都市であって、東京圏以外の昼

積極的に支援する。

夜間人口比率0.9以上の市）の機能強化に向けて、
共通に抱えている課題（政策テーマ）を対象とし、
手上げ方式により、関係省庁横断的な支援チーム

⑷ その他
これらの取組のほか、将来的なUIJ ターンにつ

によるハンズオン支援を行う。

ながる「関係人口」の拡大に向け、地域おこし協

具体的には、東京一極集中の是正や広域的波及

力隊の拡充や子供の農山漁村体験の充実に取り組

効果が期待できるものとして、国際競争力強化を

むこととしている。

図る都市再生や、近未来技術の社会実装の推進等

具体的には、地域おこし協力隊の拡充について

といった４つのテーマについて、行うこととして

は、隊員数の拡充（2024年度に８千人）や起業・

いる。

事業承継に向けた支援の実施、さらには「おため

また、中枢中核都市が多種多様かつ広域的な政

し地域おこし協力隊」の創設などを実施する。ま

策課題に対応するため、産業の育成、広域的事業

た、 子 供 の 農 山 漁 村 体 験 の 充 実 に つ い て は、

活動の基盤整備、国際的投資の促進など、各都市

2024年度に小学生65万人、中学生75万人、高校

の備えるべき機能を拡大する地方創生の施策につ

生30万人が農山漁村体験を行う目標を新たに設

いて、地方創生推進交付金をはじめとする各種支

定するほか、長期（４泊５日等）の取組や中学生

援策を活用した支援を行う。

の取組について、財政支援を拡充する。
⑵ 人口減少社会に対応した「まち」への再生
高度経済成長期を中心に集中的に整備された住

２）地方の魅力を高めるまちづくりの推進

宅や公共施設等の既存ストックについて、地域の

⑴ 中枢中核都市の機能強化
中枢中核都市は、活力ある地域社会を維持する

特性に即した再編や利活用を図り、人口減少社会

ための拠点として、近隣市町村を含めた地域全体

に対応した、安心して住み続けられる魅力的な「ま

の経済、生活を支え、東京圏への人口流出を抑制

ちづくり」を推進することが喫緊の課題となって

する機能を発揮することが期待される一方で、東

いる。また、UIJターンによる起業・就業者創出

京圏への転出超過数の多い地方公共団体は、中枢

のための支援に併せて、移住先の魅力ある環境の

中核都市が大半を占めている。

整備を進めるなど、地方への新しい「ひと」の流

このような状況を打開するため、中枢中核都市
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資料：住民基本台帳の人口移動のデータ(日本人移動者)に基づき、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局において作成。

図−３
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東京圏への転入超過数 市町村別内訳と累積割合
（2017 上位 63 団体）
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このような状況を踏まえ、人口減少社会に対応
した既存ストックの活用による「多世代共生型のま
ち」の形成を図り、地方の魅力を向上させるため、
（ⅰ）居住者の高齢化等の課題を抱える住宅団地
について、高齢者や女性を含めた多様な住民
が安心して住み、働き、交流できる場として
再生を図る
（ⅱ）空き家とこれに付随する農地、いわゆる「農
地付き空き家」等を活用した移住促進の取組
を推進する
（ⅲ）民間の資金等を活用した公的不動産の有効
活用の取組等を支援する

といった３つの内容を盛り込んだ地域再生法の一

さらに、これまでの地方創生は、地方公共団体に

部を改正する法律案を今通常国会に提出したとこ

よる取組を国が地方創生推進交付金等で支援すると

ろである。

いう形がメインであったが、東京一極集中について

4．第１期の総仕上げと次のステージに向けて
2019年度は、第１期「総合戦略」における最終
年であり、地方創生の実現にとって、極めて重要な

は企業の拠点や従業員の移動動向が要因の一つであ
ると考えられることから、今後は地方公共団体だけ
の取組ではなく、特に産業界との連携を強化するこ
とが重要と認識している。

１年である。

このため、企業への働きかけを強化し、人材ノウ

このため、地方創生の次のステージに向け、第１

ハウの地方への還流に努める方針である。

期「総合戦略」の検証と、第２期に向けた推進の両

関係人口の増大

面から検討するため、第２期「まち・ひと・しごと

人材ノウハウの地方への還流

○地方移住については、2019年度予算案において、地
方創生推進交付金を活用したUIJターンによる起業・
就業者創出を支援する制度（最大300万円を支給）を
創設。
○これに加え、今後将来的な地方移住を掘り起こすた
め、定住に至らないものの特定の地域に関わる「関
係人口」を増大し、地方経済の活性化にも寄与。

創生総合戦略」の策定に関する有識者会議を３月に
立ち上げたところである。この中で、総合戦略の４

○地域の中堅・中小企業と大都市部等の人材のマッチ
ングを支援し
（プロフェッショナル人材事業）、2015年
10月から2019年1月までに32,049件の相談、 5,099件
のマッチングを実現。
（プロフェッショナル人材戦略拠点を45道府県で設置済み）

○プロフェッショナル人材の増大と企業人の地方への多
様な関わりを促進。

○すべての世代における交流の機会を増大
○地域と企業との連携を強化
⇒これらに向けた施策パッケージを検討。

つの基本目標や「地方創生版・三本の矢」等の支援
策、
「地方版総合戦略」といった第１期の検証を行

プロフェッショナル人材戦略拠点

＜企業＞
・地方での兼業・副業
・サテライトオフィス
・他社留学
等

うとともに、人材育成等・関係人口、稼げるしごと

＜学生・市民＞
・子供の農山漁村体験
・地域留学
・二地域居住
等

と働き方、未来技術、少子化対策や全世代活躍まち

○人材候補者の増大に向け、都市部大企業の協力を
得て、人材の地域への送り出しを強化。
○兼業・副業の環境整備やＯＢ人材活用により、多様
で柔軟な人材のマッチングの推進を検討。

マネージャー （地元中堅企業、地元金融機関の元役員等）
① 人材ニーズの発掘等

②人材ニーズ情報の提供

地域企業

民間人材会社

（中堅・中小） ③人材の紹介・マッチング

(職業紹介事業者)

登録

サテライトオフィス
（出典）『そうだ、地方で暮らそう！』
国民会議（第３回）資料より抜粋

プロフェッショナル人材（生産性向上、経営管理等）

キラリと光る地方大学づくり（平成30年度より実施）

づくりといったテーマを中心に検討を進め、６月頃

○「地方大学・産業創生法」
（平成30年５月25日成立）に基づき、地域における若者の修学・就業を促進。

を目途に第２期「総合戦略」の方向性を示すことと

※平成30年10月に第１回採択事業として、７事業の採択を決定（富山県、岐阜県、島根県、広島県、徳島県、高知県、北九州市）

○新たに創設された地方大学・地域産業創生交付金※で優れた取組を重点的に支援。

図−５

している。
第１期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
２０１９

４年目
２０１７

２０１４・２０１５
スタートアップ
◎国の総合戦略策定

◎地方版総合戦略策定

中間年

２年目

◎地方創生版
三本の矢創設

◎地方創生の新展開
とＫＰＩの総点検

◎ライフステージに応じた
地方創生の充実・強化

・地域における若者の修学・就業の促進
－キラリと光る地方大学づくり－

・ＵＩＪターン等を促進するための
政策パッケージの策定

２０２０～２０２４

６年目～１０年目

５年目

２０１８

２０１６

第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

◎第１期の総仕上げと
次のステージに向けて
・ＵＩＪターン等を促進するため
の政策パッケージの着実な実行

・地方の魅力を高めるまちづくり
の推進

以下について、検証を実施

・ ４つの基本目標（KPI）
・ 地方創生推進交付金をはじめとした
財政、情報、人材支援策
・ 地方版総合戦略
・ まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」等

地方創生の次のステージ

・次のステージにおける総合戦略

合戦略」の総仕上げの時期に来ている。このた
め、今後、次期「総合戦略」の策定に向け、第
２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策

第２期に向けた推進
従来の取組に加え、以下のテーマを中心に検討
・ 人材育成等・関係人口
（地域の担い手の掘り起こし・育成・活用等）

・ 稼げるしごとと働き方（人材ノウハウの地方への還流等）
・ 未来技術（Society 5.0等）
・ 少子化対策・全世代活躍まちづくり

等

第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に関する有識者会議において検討

図−４

5．おわりに
地方創生の取組も５年目を迎え、第１期「総

の検討

第１期の検証

検討施策１ −ひとの流れ、人材育成−

第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に向けて

これまで地方創生を政府一丸となって進めてきた

定に関する有識者会議等における議論を本格化
し、６月頃を目途に方向性を示す予定である。
地方創生は、第２期においても、引き続き最
重要課題である。地方創生を実現するためには、
政府や地方公共団体だけでなく、産官学金労言
士をはじめとする多様な関係者が地域のなかで
活躍していただくことが重要。このため、多様

な関係者の意見を聞きながら、丁寧に、地方創生の

が、東京圏への転入超過数は2018年に13.6万人に

次のステージに向けた検討を行っていく所存である。

なるなど、東京一極集中の傾向が続いており、更な

引き続き、地方創生の次のステージに向け、ご理解

る取組が求められている。このため、次の地方創生

ご協力を賜るよう、お願い申し上げる。

のステージに向けては、これまでの取組に加え、新
たに、将来的な移住者につながる関係人口の増大に
取り組む方針である。
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