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２ 「地方創生」の推進について 

（内閣府，総務省，経済産業省，文部科学省，国土交通省，環境省，農林水産省，厚生労働省） 

 提案の要旨 

１ 東京一極集中の是正 

２ 地方分権改革の着実な推進 

３ 地方の産業競争力の強化 

４ 少子化対策の推進・拡充 

５ 地方創生を推進する財政支援策 

 現状及び課題 

我が国は，人口減少・超高齢化社会の到来に直面しており，この流れを変えなければ，持続
的・安定的な成長軌道に乗っていくことはできない。我が国が持続的な発展を遂げるため，地

方がそれぞれの地域の実情に応じて，創意と工夫で人口減少の克服と地域活性化による「地方
創生」を推進し，地域の多様性から生み出される競争力を国全体の成長につなげる必要がある。 
 
１ 東京一極集中の是正 

若者の地方から大都市への流出がこのまま続くと，日本の市町村の約半分が消滅してし
まうおそれがあるとの推計もあり，広島県でも 20歳代の若者の進学・就職による大都市
への転出が，社会減の最大の要因となっている。 

  東京圏には，人と企業が過剰に集まっており，特に，高い専門性を有する人材や高等教
育機関，企業の本社機能・研究開発拠点の多くが集中している。近年，人口流入が加速化
しているが，東京一極集中は，我が国の人口減少の大きな要因であると共に，国としてみ
たときにも，多様性の欠如による成長力の限界，外部不経済の拡大，大規模災害のリスク
といった課題にも直面している。 

 
  広島県では，「ひろしま未来チャレンジビジョン」
（平成 22年策定）において，人口減少を重要な課
題の一つとして位置付け，人口減少に歯止めをかけ
る施策に取り組んでいるが，地方だけの取組には限
界があり，人口流出が続いている。 

  地方において，大都市と比較して優れた生活環境 
等が低コストで手に入るなどの魅力を活用して，力 
強い地域づくりを行うとともに，東京圏に過剰に集 
中する企業や人材を地方に分散させることで，国全 
体に多様性が生まれ，活力と競争力の強化につながる。 
【東京都と広島県の比較】 

区 分 東京都 広島県 全国 

面 積 2,189㎢(0.6％) 8,480㎢(2.2％) 377,962㎢ 

人 口 13,202千人(10.3%) 2,876千人(2.2%) 128,438千人 

合計特殊出生率 1.13人 1.57人 1.43人 

大企業数 4,161社(39.3%) 162社(1.5%) 10,596社 

大学学生数 738千人(25.9%) 60千人(2.1%) 2,855千人 

県別法人税額 4兆 3,573億円(47.3%) 1,390億円(1.5%) 9兆 2,040億円 

物価指数(総合) 108.5 100 100 

物価指数(住宅) 146.7 85.8 100 

  ※１ ( )内は全国計に対する割合  ２ 大企業数は一次産業を除く 
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社会増減の推移
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平成 27年度概算要求等の状況 

平成 26年９月３日に「まち・ひと・しごと創生本部」創設 

提 案 の 内 容 

 

１ 東京一極集中の是正 

⑴ 企業のソフト部門の立地促進  

   東京圏への企業の集中によるオフィス運営コストの増大，大規模災害のリスク，生活

環境も含めた「ゆとり」の喪失などの弊害を解消し，地方にイノベーティブなビジネス

環境を創出するため，企業の本社機能や，研究開発拠点等のソフト部門の地方への分散

を支援すること。 

  ア 企業誘致に係る優遇税制の創設 

    国が検討を進めている法人実効税率の引き下げに当たり，地方の法人税について税

額控除を設け，東京圏と地方の法人税の差を設けるなど，地方の企業に係る税負担を

軽くする制度等を創設すること。 

 

  イ 企業版「ふるさと回帰センター」（仮称）の設置 

    企業の地方移転を促進するため，東京圏に企業の相談窓口及び情報発信の拠点を設

置すること。 

 

 ⑵ 専門的な人材の地域への呼び込み 

   地域企業が抱える課題に対して，財務，法務，知財等の専門的観点からサポートでき

る人材の確保や，そうしたサポートが地域においても受けられる体制を強化すること。 

特に，地域活性化を目的とする官民ファンドの運営会社に対して，高度なスキルを有

する専門人材を派遣する場合，人材のあっせんに加え，派遣費用についても支援を強化

すること。 

 

 ⑶ 大学の地方分散 

   大都市に集中している大学について，キャンパスの移転やサテライト・キャンパスの

設置などの地方移転や，大都市への大学新設の抑制などにより，地方への分散を促進す

ること。 

 

 ⑷ 定住促進のためのマーケティング調査及びキャンペーンの実施 

  近年，東京圏においては，「田園回帰」などの地方移住への意識の高まりがみられる

ものの，このような動きを裏付けるデータが不足していることから，東京圏在住者の地

方移住に関するニーズや意識，ＵＩターン者の属性等に関する実態調査を行うこと。 

また，東京一極集中を是正するほどの大きな動きとはなっていないため，各種関係団

体等と連携した全国的な地方移住に関するキャンペーンや，東京圏等の大都市圏におけ

る地方移住に関するシンポジウムを実施することにより，地方移住に関する全国的な機

運醸成を図ること。 
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現状及び課題 

 

２ 地方分権改革の着実な推進 

地方自治体が主体的に個性あふれる「まち・ひと・しごと」創生を推進するためには，

地方の創意工夫を後押しし，地域活性化のための施策を独自に進めることができるよう，

地方分権改革を着実に推進する必要がある。 

 

⑴ 道州制（新たな広域自治体）に関する動向 

平成 24年 12月の衆議院議員選挙及び平成 25年７月の参議院議員選挙における複数の

政党の政権公約には，道州制を推進又は検討する旨が記載されている。 

本年２月には，自由民主党道州制推進本部から， 

・地域の活力を創出し，国全体の更なる活力と競争力を生み出していくこと 

 ・国と地方両方の機能を強化し，国民の期待に応えること 

などが盛り込まれた道州制推進基本法案が示され，同本部において法案の国会提出に関

して検討が行われている。 

地方分権型の道州制の実現に向けた議論を進めるためには，法案の早期成立が求めら

れる。 

 

⑵ 都道府県・基礎自治体への権限移譲，義務付け・枠付けの見直し 

ア 提案募集方式による地方分権改革 

今年度から「地方分権改革に関する提案募集」が実施されているが，受け付けた提案

に対する関係府省からの対応方針の回答は，提案項目の大半が「対応不可」とされ，そ

の理由の中には，明確な根拠を欠くものもあり，提案の実現可能性が懸念される。また，

地方分権改革を推進する趣旨の提案でありながら，制度上対象外となった項目がある。 

イ 基礎自治体への権限移譲 

第４次一括法において，都道府県から指定都市への２５法律の事務・権限の移譲等が

盛り込まれた。 

基礎自治体への権限移譲により提供可能となった行政サービスを，安定的継続的に提

供していくために，特に専門性が高い事務や事務処理件数が少ない事務については，基

礎自治体間で連携して処理する方がより効果的であると考えられるが，中心となる基礎

自治体の負担が大きい等の課題がある。 

ウ 第４次一括法による事務・権限の移譲 

第４次一括法による国から地方への事務・権限の移譲に当たっては，財源措置や移譲ス

ケジュールを地方に示し，示した内容どおり実施することが必要である。研修及びマニュ

アル整備の実施予定など移譲スケジュールは示されたため，今後は，移譲スケジュールど

おり研修等を実施すること及び財源措置の内容を示し実現することが課題である。 

 

 

 

平成 27年度概算要求等の状況 

 － 
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提 案 の 内 容 

 

２ 地方分権改革の着実な推進 

「まち・ひと・しごと創生本部」が設置され，国を挙げて地方創生に取り組むとされて

いる中において，東京一極集中の是正と地方の活力創出のため，地方分権改革を着実に推

進すること。 

⑴ 地方分権型道州制（新たな広域自治体）の実現 

国の機能を大幅に移譲した新たな広域自治体を形成することにより，国と地方双方の政

府機能を強化した「新しい国のかたち」をつくることが必要であり，次のとおり，地方分

権型の道州制の実現に向けた取組を推進すること。 

○ 地方分権型の道州制の実現に向けて，道州制の理念や姿，政府に道州制の制度設計等

を本格的に議論するための「道州制国民会議」を設置することなどを規定する法律案を

国会に提出し，速やかに成立を図ること。 

○ 道州制国民会議には複数の知事を参加させるとともに，同会議における道州制の制度

設計に当たっては， 

・国と地方の役割分担を抜本的に見直し，国が最低限担うべき役割以外の役割は住民に

身近な地方が担うこと 

・多様性，独自性を発揮しうる自立した行政の権限は地方が有すること 

・税源の偏在性が小さく，税収が安定的な地方税体系を構築するとともに，広域自治体・

基礎自治体それぞれの役割に見合った財源を確保できるよう税源を最適配分すること 

など，地方分権型の道州制の実現に向けた地方の意見を十分聴き，その意見を確実に反

映すること。 

○ また，道州制は，「新しい国のかたち」を作るものであり，地方の意見を反映した「道

州制の目的」，「期待される効果」などを具体的かつ明確に示し，国民の理解が得られる

よう努めること。 
  

⑵ 都道府県・基礎自治体への権限移譲，義務付け・枠付けの見直し 

提案募集方式により更なる国から地方への事務・権限の移譲や義務付け・枠付けの見直

しを行うなど，地方分権改革の推進に当たっては，地方の意見を十分に反映すること。 

 ア 提案募集方式による地方分権改革の推進 

提案募集方式については，「地方の発意に根差した地方分権改革の推進」という制度

創設の趣旨及び「地方分権改革は内閣の最大の課題である地方創生の中核をなす重要な

改革の一つであり，地方からの提案をいかにして実現するかという姿勢を基本に取り組

む」という政府の方針に基づき積極的な検討を行うなど，提案の実現を図ること。 

イ 基礎自治体への権限移譲の推進 

基礎自治体へ移譲された事務の安定的継続的な行政サービス提供に当たっては，基礎

自治体間での連携も効果的であり，改正後の地方自治法による新たな自治体間連携制度

の運用などにおいては，基礎自治体の実情に応じた柔軟な仕組みとするとともに，財政

的支援についての環境整備も進めること。 

 ウ 第４次一括法による事務・権限の円滑な移譲 

第４次一括法による事務・権限の移譲を円滑に進めるため，研修会（説明会）やマニュ

アル整備を，予定どおり，確実に実施すること。また，財源措置については，移譲に伴っ

て生ずる新たな財政需要を的確に把握して確実に講ずることとし，その具体的な内容を可

能な限り早期に示すこと。 
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現状及び課題 

３ 地方の産業競争力の強化 

⑴ 事業環境の整備 

ア 地域のオープンイノベーションの推進 

    我が国が競争力を維持するためには，地域における潜在的な活力や資源を活かし，地

域の産学官が連携した研究開発等，地域経済の活性化を行うことが必須とされる。（「科

学技術イノベーション戦略」平成 25年６月） 

地域の産学官が連携して研究開発等を進め，地域の戦略産業の成長に繋がるイノベー

ションを実現していくためには，大学と地域企業等との共同研究や地域企業等から大学

への寄付の拡大，大学と公設試験研究機関，地域企業等が利用する研究開発設備・機器

等の拡充等を実施していくことが必要だが，研究開発を実施するために必要となる基盤

整備に対する国の予算措置は縮小しており，また，大学への寄付を推進する税制支援も

十分ではない。 

    また，イノベーションの実現を加速していくためには，地域の産学官が，産産，産学，

産学官等の新たなネットワークを構築し，人材の交流促進を進め，オープン・イノベー

ションを実施できる環境整備を進めていくことも必要である。 

   

イ 車体課税の見直し 

本県では，車体課税を見直すことなく，消費税率が引き上げられると，国内の自動車

販売の減少に伴う国内の自動車生産の減少により，雇用の維持が困難になる等，地域経

済に及ぼす影響が大きいと懸念されるため，車体課税の抜本的見直しを要請してきた。 

消費税率８％段階では，自動車取得税の税率引き下げや，自動車取得税・自動車重量

税のエコカー減税の拡充，自動車税のグリーン化特例の延長・拡充が措置された。 

一方，消費税率 10％段階の措置については，昨年 12月に決定された与党の税制改正

大綱において，自動車取得税の廃止方針や，自動車税の環境性能課税（環境性能割）の

実施などが示されているが，その具体的な内容は，平成 27年度税制改正において結論

を得ることとされており，地域経済にとって，消費税率引き上げの影響が極力緩和され

るような制度構築がなされる必要がある。 

また，見直しに当たっては，自動車取得税が市町の重要な財源でもあることから，そ

の減収分に見合う安定的な税源が確保されることが不可欠である。 

 

⑵ 「林業・木材産業の成長産業化に向けた取組」の推進 

新たな木材需要の創出と国産材の安定的・効率的な供給体制を構築することにより，

林業の成長産業化の実現が盛り込まれた「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づ

く施策については，本県がめざしている「県産材の安定供給と利用拡大による持続的な

林業の確立」を大きく後押しするものと考えている。 

持続的な林業の確立を実現するためには，効率的な木材生産体制，木材流通・加工体

制の構築，木材利用の拡大など，多くの課題が山積している。 

これらの課題を解決するためには，集中的かつ戦略的な施策の展開が不可欠であり，

国の森林整備加速化・林業再生基金事業（平成 21年度補正予算 1,238億円）を活用し取

り組んできたが，当該事業は平成 26年度で終了が予定されている。 

しかしながら，持続的な林業の確立や，林業・木材産業の成長産業化を実現するため

には，引き続き，十分な財源措置が必要である。 
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平成 27年度概算要求等の状況 

３ 地方の産業競争力の強化 

⑴ 事業環境の整備 

 ア 地域のオープンイノベーションの推進 

 戦略産業支援のための基盤整備事業（全国枠国費） 1,000百万円（皆増） 

イ 車体課税の見直し 

  経済産業省の平成 27年度税制改正要望に次のとおり盛り込まれている。 

  自動車取得税：エコカー減税の延長，消費税率 10％への引き上げ時点で廃止等 

  自動車重量税：エコカー減税の拡充，恒久化等 

  自動車税：環境性能割の導入，グリーン化特例の軽減措置の拡充等 

⑵ 「林業・木材産業の成長産業化に向けた取組」の推進 

  概算要求提案なし 

 

提 案 の 内 容 

３ 地方の産業競争力の強化 

⑴ 事業環境の整備 

ア 地域のオープンイノベーションの推進 

地域の産学官連携が一層進むよう，地域の産学官共同研究の支援の拡充及び大学への

寄付に係る税制上の控除の拡大を行うこと。 

地域の産学官が連携した研究開発を実施するため必要となる大学，公設試験研究機関

等の研究開発設備・機器等の整備に対して国として積極的な支援を行うこと。 

大学研究者及び大学院生の公的研究機関への受け入れや研究者の公的研究機関と大

学の兼任，さらには，大学と地域企業などの人的交流などを進めること。 

イ 車体課税の見直し 

○ 自動車取得税は，消費税率 10％への引き上げ時に廃止すること。 

○ 平成 26年度をもって期限切れを迎えるエコカー減税制度（自動車取得税は平成 27

年３月末，自動車重量税は平成 27年４月末）を延長・拡充すること。特に，次世代

自動車（クリーンディーゼル乗用車等）が対象となっている現行の構造要件は存置

し，引き続き最大の減免対象とすること。 

○ 消費税率 10％段階における自動車税の見直しについては，消費税率引き上げによ

る国内自動車市場の縮小をできるだけ回避する視点に立脚した制度設計を行うこ

と。特に，グリーン化特例については，次世代自動車（クリーンディーゼル乗用車

等）が対象となっている現行の構造要件は存置し，引き続き最大の減免対象とする

こと。 

○ また，見直しに当たっては，市町を含め地方に減収が生じることがないよう安定的

な税源を制度的に確保することを前提とすること。 

 

⑵ 「林業・木材産業の成長産業化に向けた取組」の推進 

本県では，資源の成熟期を迎え木材生産量が拡大してきたことから，林業の成長産業

化の実現に向け，間伐や路網整備，木材の流通効率化，製材施設やバイオマス利用施設

の整備，公共施設等での地域材利用の取組など，木材の生産，流通・加工，利用への総

合的な対策を，今後も複数年で計画的に推進していく必要がある。 

そのため，平成 26年度で終了が予定されている森林整備加速化・林業再生基金事業

の継続や事業メニューの更なる拡充などにより，地域の創意工夫による総合的な取組に

対して，十分な財源措置を行うこと。 
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現状及び課題 

４ 少子化対策の推進・拡充 

⑴ 地域少子化対策強化交付金の延長・拡充及び柔軟な制度設計 

 本県における合計特殊出生率は平成 16年の 1.33を底に回復傾向にあり，全国平均に

比べると回復の伸び率は非常に大きい。その一方で，出生数は平成 17年以降に一旦伸

びたものの，平成 21年以降は減少を続けており，少子化が進行している状況である。 

なお，このままの状況が進むと，30年後の広島県の人口は現在の 83.6%となり，15歳

未満人口は 66.2%，生産年齢人口は 71.1%となるのに対して，65歳以上人口は 126%とな

る。 

 

国の平成 25年度補正予算において「地域少子化対策強化交付金」が創設されたが，

事業対象が他自治体では実施されていない「先駆的事業」に限定されるなど，施策の基

盤となる住民への基礎的な情報提供・啓発事業や，都市部又は過疎・農村部などの実情

に応じた事業が実施しにくいものとなっている。 

「地方目線」「当事者目線」で，きめ細やかな少子化対策を実施できるような，地域

の実情に即し，地方のニーズに対応した交付金とはなっていない現状である。 

当初計画額（市町数） 採択額（市町数） 採択割合 

69,258千円（13市町） 12,341千円（4市町） 17.8% 

 

⑵ 子ども・子育て支援新制度の施行に伴う財源の確保及び迅速な情報提供 

平成 27年 4月から本格施行が予定されている「子ども・子育て支援新制度」につい

ては，都道府県及び市町村において支援事業支援計画を策定し，その計画に基づき，子

ども・子育て支援法の基本理念である「すべての子どもが健やかに成長するように支援

する」ための施策を講じる必要がある。 

しかし，国においては，新制度の要である「量的拡充」と「質の改善」を実施するた

めの十分な財源が確保されていない状況である。 

 

５ 地方創生を推進する財政支援策 

 地方創生は，地方が主体的に実施していく必要があるが，国の法令等の関与が存するな

どの義務的経費が歳出総額の約９割を占めている状況においては，地方だけの取組には限

界がある。 

また，各省庁別の縦割りの支援措置や既存の支援措置の集約では，地方のそれぞれの実

情に応じた効果的な施策の実施が困難となる。 
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平成 27年度概算要求等の状況 

 

４ 少子化対策の推進・拡充 

地域における少子化対策の強化 3,008百万円 

子ども・子育て支援新制度  104,531百万円 

子ども・子育て支援新制度に係る必要な経費等については，平成 27年度における 

消費税増収分の動向等を踏まえて予算編成過程で検討 

 

５ 地方創生を推進する財政支援策 

  地方の創生と人口減少の克服について，総合的に推進するための交付金の創設（事項要

求） 

提 案 の 内 容 

 

４ 少子化対策の推進・拡充 

⑴ 地域少子化対策強化交付金の延長・拡充及び柔軟な制度設計 

   少子化に起因する経済成長や社会保障などの経済への影響や，子どもや地域に関わる

社会の問題など様々な影響が懸念される中，地方が主体性を持ち，少子化対策の一層の

強化を図るため，地方の裁量があり，且つ，安定した財源の確保策を講じる必要がある。 

このため，「地域少子化対策強化交付金」の継続を含め，地方が行う少子化対策に対

する継続的かつ自由度の高い財政的な支援等を行うこと。 

  

⑵ 子ども・子育て支援新制度の施行に伴う財源の確保及び迅速な情報提供 

   新制度の要となる「量的拡充」と「質の改善」が同時に実施できるよう，国において

十分な財源を確保すること。 

   国は，新制度の本格施行に向けた基礎自治体の準備作業に支障が生じることがないよ

う，地方への情報提供を迅速に行うこと。 

 

５ 地方創生を推進する財政支援策 

  地方の創意工夫を最大限に活かす観点から，地方が地域の実情に応じて主体的・戦略的

に実施する取組に活用できる包括的な交付金の創設など十分な財政支援策を講じること。 

  また，地域の実情に応じたきめ細かな施策を可能とする観点から，地方創生・人口減少

の克服のための歳出を地方財政計画に計上し，地方交付税の充実を図ること。 

 

 

 

 

 

 


