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（２）４つの「基本目標」  

 

「長期ビジョン」を踏まえ、「総合戦略」では、以下の４つの「基本目標」を国

レベルで設定し、地方における様々な政策による効果を集約し、人口減少の歯止

め、「東京一極集中」の是正を、着実に進めていく。 

 

 

＜基本目標①＞ 地方における安定した雇用を創出する 

 

「しごと」と「ひと」の好循環を確立するため、まずは、地方における「し

ごと」づくりから着手する。東京圏への転入・転出状況をみると、現在、35歳

未満の若い世代で約 10 万人の東京圏への転入超過となっている一方、35 歳以

上は若干の地方への転出超過となっている。 

東京圏への一極集中を是正するためには、若い世代の東京圏への転入超過を

解消する必要があり、そのためには、地方において毎年 10万人の若い世代の安

定した雇用を生み出せる力強い地域産業の競争力強化に取り組む必要がある。 

具体的には、初年度（2016年度）２万人、翌年度（2017年度）４万人と、毎

年度２万人ずつ段階的に地方に雇用を創出し、2020 年以降は毎年 10 万人の若

い世代の安定した雇用を生み出す力を持った地域産業の競争力強化に取り組

む6
。そして、2020 年までに、累計で 30 万人の若い世代が安心して働ける職場

を新たに生み出す。 

また雇用の量ばかりでなく、職種や雇用条件、生活環境の不適合などによる

雇用のミスマッチや、ポテンシャルある女性の就業機会の不足などの理由によ

り、地方で生かされない潜在的な労働供給力を地域の雇用に的確につなげてい

くため、魅力ある職場づくりや、労働市場環境の整備に取り組み、正規雇用等

の割合の増加、女性の就業率の向上など、労働市場の質の向上を図る。 

なお、こうした「しごと」づくりを、地域の経済力・消費力に的確につなげ

ていくため、参考指標として、賃金上昇率を計測することとする。 

 

  ■若者雇用創出数（地方） 2020年までの５年間の累計で地方に 30万人の若

い世代の安定した雇用を創出 

  ■若い世代の正規雇用労働者等（注）の割合 

      2020 年までに全ての世代と同水準を目指す（※） 

                                                 
6 東京圏への 10万人の転入超過を解消するためには、廃業等による失業分を考慮した上で、10

万人の雇用を創出する必要があるが、現時点では、世代要因による雇用の自然減、産業の新

陳代謝に伴う適正な廃業率水準等の知見が不足していることから、まずは 10万人の雇用創出

目標からスタートし、今後、的確な評価を得ることによって、廃業等による失業分を考慮し

た雇用の純増目標を検討し、適切な設定をする。 



12 
 

※ 15～34歳の割合：92.2%（2013年）  

全ての世代の割合：93.4%（2013年） 

（注）自らの希望による非正規雇用労働者等を含む。 

  ■女性の就業率向上  2020年までに 73%を実現（2013年 70.8%） 
 
  ※参考計測      賃金上昇率 

 

 

＜基本目標②＞ 地方への新しいひとの流れをつくる  

 

内閣官房の調査によれば、東京都在住者の約４割が「移住する予定」又は「今

後検討したい」としている一方、移住に対する不安・懸念の第一は地方の雇用

であるという調査結果がある。今後、地方で生み出す毎年 10万人分の雇用を、

こうした潜在的希望者による地方への移住・定着に結び付けるべく、東京圏か

ら地方への移住の促進、地方出身者の地元での就職率向上など、地方への新し

い「ひと」の流れづくりに取り組み、「しごと」と「ひと」の好循環を確立する。 

具体的には、地方に生み出す年間 10 万人分の雇用創出力を活用しつつ、現

在、年間 47 万人の地方から東京圏への転入者を年間６万人減少させ、年間 37

万人の東京圏から地方への転出者を年間４万人増加させる。こうした、東京圏

から地方への新たな「ひと」の流れづくりにより、東京圏からの転出者と、東

京圏への転入者を均衡させ、東京一極集中の流れを止めることを目指す。 

 

  ■東京圏から地方への転出 ４万人増加（2020年時点、2013年比） 

  ■地方から東京圏への転入 ６万人減少（2020年時点、2013年比） 

  ■上記により、2020年時点で東京圏から地方への転出・転入を均衡 

 

 

＜基本目標③＞ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる  

 

地域の実情に即し、結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた

環境整備等の取組を推進することにより、安心して結婚・妊娠・出産・子育て

できる社会を達成していると考える人の割合を 40%以上とする。 

出生動向基本調査によれば、独身男女の約９割は結婚の意思を持ち、希望子

ども数も２人以上となっている。若い世代の結婚・子育ての希望が実現するな

らば出生率は 1.8程度の水準まで改善することも見込まれ、地域における少子

化の流れにも歯止めをかけることができる。 

このため、若年世代が安心して働ける質の高い職場を生み出し、結婚希望の

実現率を 80%に引き上げていくとともに、結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目
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のない支援や、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス7）の確保に取り

組むことによって、夫婦が希望する子育て環境を提供し、夫婦の予定する子供

数の実現割合を 95%に引き上げるよう取り組むこととする。 

 

■安心して結婚・妊娠・出産・子育てできる社会を達成していると考える人 

の割合               40%以上（2013年度 19.4%※） 

（※2013 年度「安心して妊娠・出産できるような社会」の達成度について、

「そう思う」、「ややそう思う」と回答した人の割合） 

■第１子出産前後の女性の継続就業率  55%（2010年 38%） 

■結婚希望実績指標8      80%（2010年 68%） 

■夫婦子ども数予定実績指標9     95%（2010年 93%） 

 

 

＜基本目標④＞ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守ると

ともに、地域と地域を連携する  

 

「しごと」と「ひと」の好循環は、それを支える「まち」の活性化によって、

より強固に支えられる。ただし、「まち」の様態は地域ごとに異なるものであり、

国が一律に目標を定めることは難しい。地域の課題は地域で解決する観点から、

「小さな拠点」の整備や「地域連携」の推進など、具体的な施策に対する重要

業績評価指標（KPI）を設定した上で、国の目標数値は、各地方公共団体が策定

する「地方版総合戦略」の内容を踏まえ設定することとする。 

 

  

                                                 
7 誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て・介護の時

間や、家庭、地域、自己啓発等に係る個人の時間を持てる健康で豊かな生活のこと。 
8 結婚の希望（既に希望を実現したと考えられる有配偶者を含む。）と、「総合戦略」の期間（５

年間）経過後の結婚の実績の対比を指標として設定。具体的には、「調査時点より５年前にお

ける、18～34歳の人口に占める有配偶者の割合と５年以内の結婚を希望する者の割合の合計

（A）」に対する「調査時点における 23～39歳の人口に占める有配偶者の割合（B）」の比率

（＝B／A）を算出。 
9 夫婦の平均予定子ども数（完結出生児数の調査対象となる夫婦が調査対象であった期間の平

均）に対する完結出生児数（結婚持続期間 15～19年の夫婦の子ども数）の比率。 
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（３）取組に当たっての基本的な考え方  

「総合戦略」では、東京一極集中を是正すべく、まずは、若い世代を中心とした

東京圏への転入超過を解消することを当面の目標とする。 

このため、第一に、「しごとの創生」による新たな雇用の創出を目指し、地域産

業の競争力強化に取り組むこととする。具体的には、ビッグデータを活用した地

域経済分析等により、その地域にとって経済の活性化につながる強みを持った事

業・産業を特定し、新事業・新産業と雇用を生み出すための包括的創業支援や地域

イノベーションの推進、地域を担う中核企業支援などにより、域外からも需要・投

資を呼び込むことができる産業の育成を進める。また、地域に根付いたサービス

産業の活性化・付加価値向上や農林水産業の成長産業化、観光地域づくりなどに

取り組み、地域産業の雇用創出力の向上を図る。 

また、地域産業の競争力強化の取組と併せ、地域が必要とする人材を大都市圏

で掘り起こし、地域への還流を促す仕組みを強化する。具体的には、都市部に供給

余力のある事業企画・運営に実績のあるプロフェッショナル人材の地方への還流

を実現し、地域経済の事業創出力の抜本的向上を目指す。また、地域の金融機関等

とも連携し、産業・金融一体となった総合支援体制を整備する。 

第二に、こうした地域における雇用創出力の向上、事業創出力の強化の取組を、

確実に東京一極集中の是正に結び付けるため、潜在的な移住希望者の移住を的確

に支援するための環境を整備し、「しごと」と「ひと」の好循環を確立する。 

このためには、東京圏からの移住促進に向けた環境整備に取り組むとともに、

企業の地方拠点強化や、企業の地方採用枠の拡大に向けた取組を支援して地方へ

の人の移動を促進する。さらに、地方大学や教育機関との連携の下、地域ニーズに

対応した人材育成や、地方大学等への進学、地元企業への就職の向上に向けた取

組を推進するなど、移住以外の側面からも地方への人の移動・定着の促進を図る。 

第三に、こうした「しごと」と「ひと」の好循環に向けた取組が、次の世代に引

き継がれてはじめて、地域における真に持続的な好循環の確立につながっていく。

そのためには、若い世代が安心して結婚・妊娠・出産・育児をしやすい社会を実現

することが重要であり、結婚から妊娠・出産・子育てまでを切れ目なく支援する体

制の整備、若者の安定的な経済基盤の確保や、男女ともに子育てと就労を両立さ

せる「働き方」の実現などを推進し、若い世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望

を実現するための環境整備に取り組む。 

最後に、こうして生み出された「しごと」と「ひと」の好循環を、活気にあふれ

た「まちづくり」によって、しっかりと地域に根付かせていくことを目指す。この

ため、中山間地域における「小さな拠点」の形成、地方都市における都市のコンパ

クト化と公共交通網の再構築をはじめとする周辺等の交通ネットワーク形成の推

進、地域間の連携促進による自立的な経済・生活圏の形成促進、大都市圏における

安心な暮らしの確保など、暮らしの環境の充実を進め、活気にあふれる「まちの創

生」を実現することにより、まち・ひと・しごと全体の好循環実現を目指す。 
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２．政策パッケージ  

 

【「政策パッケージ」の趣旨】 

 

国は、本節で提示するような「政策パッケージ」の形で、地方が「地方版総合戦

略」を策定・実施していくに当たり必要と考えられる支援策を用意する。 

それぞれの「政策パッケージ」は、関係府省庁が一体となって準備した施策から

構成され、併せてそれぞれの施策に応じた工程表を用意している。その中には、短

期的に実施が可能な施策と、構造的な改革を視野に入れた中長期的な施策の両方が

含まれているが、いずれのメニューを組み合わせて採用し、どのようなスピード感

で取組を進めていくかは、最終的に、地方が自ら、「地方版総合戦略」の策定を通じ

て、判断していくこととなる。 

「地方版総合戦略」の策定・実施に当たっては、地方において、地方公共団体に

限らず、住民代表に加え、産業界・大学・金融機関・労働団体（産官学金労）が連

携し効果的な施策が実施されるよう、戦略の策定から、担い手の選定、具体的な進

め方まで、それぞれの代表も加わった形で、PDCAサイクルに基づく分析を徹底して

行うことが重要である。 

国は、政策５原則の下、地方が、その特性に合わせて政策メニューを効果的に活

用し、各地域独自の「地方版総合戦略」を策定・実施できるよう、現状の分析から

戦略の策定・評価までしっかりと支えていく。また、支援策の利用者の立場に立っ

た政策実施環境を整えると同時に、地方における政策メニューの選択や、政策展開

によって上げられた成果を踏まえ、「政策パッケージ」の内容自体も、不断に見直

していくこととする。 

 

 

◎「しごとの創生」と「ひとの創生」の政策パッケージ 

＜「しごと」と「ひと」の好循環づくり＞ 
 

地方に「しごと」が生まれ、地方への新しい「ひと」の流れが生じると、その「ひ

と」が地方で新しい「しごと」を創出し、好循環が達成される。この好循環は、地

方における若い世代の結婚・出産・子育てに関する希望がかなう環境を整えること

により、持続的なものとなる。こうした「しごとの創生」と「ひとの創生」を目指

す「政策パッケージ」は、以下のものである。 
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（１）地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする  

 

(ア)地域経済雇用戦略の企画・実施体制の整備  

【施策の概要】 

各地域は、人口規模の大小のみならず、産業構造や地域特性（自然環境、歴史等）

が大きく異なっていることから、各地域の特性を踏まえた経済雇用戦略を展開す

る必要がある。地方公共団体が定量的・客観的なデータ分析に基づき、地域の特性

を踏まえた「地方版総合戦略」を策定できるようにするため、その基盤情報として

統計におけるオープンデータの高度化を推進し、「地域経済分析システム」を開発

するとともに、その分析手法を地方公共団体に普及・伝達する。 

また、地方の段階における「縦割り」や「重複」を排除し、各分野の政策を統合

的に立案・推進していくための体制を整備する必要がある。このため、地方公共団

体に限らず、住民代表に加え、産業界・大学・金融機関・労働団体（産官学金労）

が連携した総合戦略推進組織を各地方公共団体に整備することが望まれる。さら

に、人口減少が進む地域において、地域生活を支える各種サービスが安定的・効率

的に提供されるよう、特定非営利活動法人の活用も含め、サービス事業主体の在り

方を検討し、必要な制度整備を実施する。 

 

【主な施策】 

◎ (1)-(ア)-① 地域特性や課題を抽出する「地域経済分析システム」の開発

（再掲） 

地方公共団体による定量的・客観的なデータ分析に基づく地域の特性を踏

まえた「地方版総合戦略」の策定を支援するため、行政区域を超えた企業間

取引関係、地域経済を支える「地域中核企業」に求められる要素、観光地に

おける人の動き、現在及び将来の人口構成、人口流入・流出先等に関するビ

ッグデータを活用し、地域の特性を分析できる「地域経済分析システム」を

2014年度中に開発する。 

2015 年度には、各地方公共団体に当該システムの提供を開始し、「地方版

総合戦略」策定に活用できる体制を整備する。また、国は当該システムの普

及を図るとともに、活用支援を担う人材を各地域ブロックに配置し、各地方

公共団体がビッグデータ分析等に基づき「地方版総合戦略」を策定できるよ

う支援する。 

2015 年度以降は、各地方公共団体が適切に PDCA サイクルを実行すること

ができるよう、データの更新・補正を実施しつつ、利用者となる地方公共団

体等からの要望等に基づき、地域経済循環や農業、医療・福祉等、「地方版総

合戦略」策定に必要となる他の分野について、機能の追加を検討し、成案を

得る。 
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◎ (1)-(ア)-② 地域の産官学金労が連携した総合戦略推進組織の整備（再掲） 

各地方公共団体が、「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」を策定し、

地方創生を効果的・効率的に推進していくためには、地方における「縦割り」

や「重複」を排除し、地域の産業・雇用、企業等の技術開発やイノベーショ

ン創出等の施策を一体的に立案・推進する必要がある。このため、各地方公

共団体は、地域の産官学金労に加え、多様な世代の住民代表をメンバーとす

る総合戦略推進組織を整備することが望まれる。 

2015年度は、当該組織を整備・活用しつつ、幅広く地域住民の意見を聴取

するとともに、「地域経済分析システム」等により抽出した地域特性や課題を

踏まえて、「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」の策定を推進する。

「地方版総合戦略」の策定に当たっては、地域金融機関、政府系金融機関等

の知見等を積極的に活用する。 

2016年度以降、地方公共団体は、「地方版総合戦略」の進捗について、重要

業績評価指標（KPI）を用いて、その施策効果や目標達成の状況等を検証し、

改善を進める PDCAサイクルを確立し、本格的に稼働させる。 

 

◎ (1)-(ア)-③ 地域を支えるサービス事業主体の在り方の検討・制度整備 

地域の公共交通、小売・生活関連サービス、介護、保育などの課題を事業

活動的な手法を用いながら総合的・効率的に提供するサービス事業主体の在

り方について検討を行い、必要な制度整備を実施する。 

 

 

(イ)地域産業の競争力強化（業種横断的取組） 

【施策の概要】 

地域に新たなビジネスや雇用を創出し域内経済の活性化につなげるためには、地

域の若者・女性などが起業しやすい環境を整備するとともに、既存企業が不採算部

門を廃業し新たな事業分野に挑戦する「第二創業」や個人事業主の起業を促進する

必要がある。また、信用力が十分でない創業間もないベンチャー企業は、官公需の

受注機会が限られていることから、官公需への参入を促進する必要がある。 

地域経済の引上げには、海外をはじめ域外需要を取り込むことが有効であり、特

定の製品分野において国内外で高いシェアと収益力を誇るニッチトップ企業（以下

「NT企業」という。）、グローバルニッチトップ企業（以下「GNT 企業」という。）10

は、地域で多数の取引先を有するなど地域経済の牽引役として重要な役割を果たし

ている。こうした地域の中核企業を関係府省庁の連携の下で支援し、そのサプライ

チェーン全体を含めた地域経済の活性化を図る必要がある。 

                                                 
10 NT（ニッチトップ）企業とは、特定の製品分野でトップクラスの国内市場シェアを有する企

業のこと。技術力を生かして NT企業となった後、世界市場においてトップクラスのシェアを

持つ GNT（グローバルニッチトップ）企業へと発展していく企業が多い。 
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日本の対内直接投資残高の対 GDP比率（2013年末 3.8%）は、OECD平均の約３割

と比較して極めて低く、199か国中 196位で、その約７割が東京都に偏在している。

地方には大きな潜在的外資誘致ニーズがあることから、地方公共団体と連携して地

方への対内直接投資を促進する必要がある。 

また、これら産業面からの施策とともに、金融面からの施策が一体となって進め

られ、同時に、地域における金融機能を高度化する必要がある。 

こうした観点を踏まえ、2020年までに国が達成すべき重要業績評価指標(KPI)を

以下のとおり設定する。 

■ベンチャー企業の付加価値額を 10年間で２倍に拡大（2010年度 8.6兆円→17.2

兆円） 

■NT企業・GNT企業等中核企業候補 1,000社を支援し、平均売上高 20億円（2011

年度）11を、取引先への波及効果も含め、５年間で３倍増とすることを目指す 

■対日直接投資残高を倍増（2013年度 18兆円→35 兆円）  等 

地域産業の競争力を強化する業種横断的取組を推進することにより、2020年ま

での５年間の累計で約 11 万人の若い世代の安定した雇用の創出を目指す（地

域の起業３万人、中核企業支援８万人） 

 

【主な施策】 

◎ (1)-(イ)-① 包括的創業支援（創業による新たなビジネスの創造や第二創

業等の支援、大企業を含むベンチャー創造協議会の活用、ベ

ンチャー企業とのネットワーク形成、個人の起業の推進、官

公需への新規中小企業者の参入促進） 

地域に新たなビジネスや雇用を創出し、地域を活性化させるためには、地

域における起業や第二創業を支援していくことが重要である。具体的には、

産業競争力強化法（平成 25年法律第 98号）における創業支援事業計画に基

づき、地方公共団体が核となって地域密着型企業の立ち上げを支援する「ロ

ーカル 10,000 プロジェクト」の推進、「ビジネスプラン・グランプリ」の開

催による創業マインドの向上、第二創業者に対する支援、ベンチャー企業や

大企業等からなる「ベンチャー創造協議会」の活用によるビジネスマッチン

グの促進などを進めると同時に、国内外のベンチャーキャピタル等と連携し

た創業期のベンチャー企業への技術開発等の助成、官公需についての中小企

業者の受注の確保に関する法律（昭和 41年法律第 97号）の改正による受注

機会の拡大、クラウド・ファンディング等の手法を用いた小口投資・寄付等

（ふるさと投資）の活性化などを通じ、各種創業を支援する。 

金融面については、創業希望者、とりわけ新しいタイプの事業などリスク

                                                 
11 細谷祐二（2014）『グローバル・ニッチトップ企業論』、白桃書房。ニッチトップ型企業 663社

の平均売上高。 
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の観点から官の補完的役割が必要なケースについては、株式会社日本政策金

融公庫等による融資や民間金融機関との協調融資を通じて官民の適切なリス

ク分担を図る。こうした取組により、ベンチャー企業の付加価値額を今後 10

年間で２倍に拡大（2010年度 8.6兆円→17.2兆円）するとともに、開廃業率

を欧米並みに高めていくことを目指す。 

 

◎ (1)-(イ)-② 地域を担う中核企業支援 

地域経済の引上げを図るため、域外需要を取り込む可能性を秘めた地域の

中堅・中小企業を発掘し、戦略策定、海外展開・販路開拓等の一貫した支援

を実施して、中核企業への成長を促すとともに、取引先への波及効果も含め

た支援体制を整備する。 

また、地域の中堅・中小企業の引上げや雇用創出への取組を関係府省庁と

連携して支援する。加えて、中堅・中小企業等の優れた製品・技術やサービ

ス等の海外展開を実現するため、関係府省庁や独立行政法人日本貿易振興機

構（JETRO）（以下「ジェトロ」という。）、独立行政法人国際協力機構（JICA）、

独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方公共団体等が連携して海外ニーズ

とのマッチングを支援するとともに、株式会社商工組合中央金庫の「グロー

バルニッチトップ支援貸付制度」など、政府系金融機関のリスクマネー供給

機能を活用する。さらに、海外等のニーズに対応したサービスやものづくり

新事業を創出するため、革新的な設備投資やサービス開発・試作品の開発を

行う中小企業を支援する。特に、地域の大半を占める中小サービス産業の付

加価値向上に向けた取組や、中核企業を支える中小企業等の生産性向上への

取組、複数の企業が連携した取組を強化する。こうした取組などにより、2020

年までに NT企業・GNT企業等の中核企業候補 1,000社を支援し、平均売上高

20億円（2011年度）を、取引先への波及効果も含め、５年間で３倍とするこ

とを目指す。 

 

◎ (1)-(イ)-③ 新事業・新産業と雇用を生み出す地域イノベーションの推進 

地方における若年世代の流出・人口減少を食い止めるためには、地域イノ

ベーション等を通じた、新産業の創出や既存産業の高付加価値化を行い、働

く場の創出、特に「やりがいのある」高付加価値産業を創出することが重要

である。効果的な地域イノベーションの創出、さらには地域経済を担う中核

企業の創出のためには、これまでの地域クラスター政策12の反省点を踏まえ、

以下の３つの取組が必要である。 

                                                 
12 中堅・中小企業と大学、研究機関等の連携を活用して、地域に新しい事業・産業が次々と生

み出されるようなイノベーションの環境を整備することにより、競争優位を持つ広域的な産

業集積の形成・発展を支援する政策。 
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①フラウンホーファー研究機構13等を中心としたドイツのシステム等を参考

に、産業界、大学・研究機関、さらに、両者の間で革新的技術シーズを事

業化につなげる「橋渡し」研究機関といったイノベーションに係る各主体

の役割を明確化し、各主体のコミットメントを最大限引き出す。 

②地域内に閉じがちで域外との連携が不十分だった反省を踏まえ、全国の資

源を総動員して積極的に活用する。 

③クロスアポイント制度14の活用等により人材や技術を流動化させる。 

このため、関係府省庁が連携して、マーケットを見据えて全国レベルで革

新的技術シーズを事業化につなぐ「橋渡し」機能、マッチング機能の強化に

よる地域イノベーションを推進する。 

具体的には、2015年度には、都道府県等の公設試験研究機関（以下「公設

試」という。）に独立行政法人産業技術総合研究所（以下「産総研」という。）

併任職員を配置する等を含む、公設試と産総研の連携による全国レベルでの

「橋渡し」機能の強化や、戦略分野における産業専門家による全国レベルで

のマッチングを実現する。また、「橋渡し」研究機関を活用した中堅・中小企

業のイノベーションの支援の強化を通じて、公設試等と産総研が中堅・中小

企業の研究機能を担うことにより、中堅・中小企業が先端技術活用による製

品や生産方法の革新等を実現する仕組みを構築する。さらに、公設試等の「橋

渡し」機能の強化を促すため、当該機能強化に取り組む公設試等に対し各種

助成等の重点化を図る。加えて、中小企業等の戦略的な知的財産活用のため

の支援体制を構築する。 

また、各地域の大学・研究機関や企業には、その地域の特色に応じた研究

成果が存在しているため、全国の研究成果等の総結集や、人材や技術を流動

化させる仕組み等により、各地域において地域特性を踏まえた地域の将来ビ

ジョンに基づき研究施設等を核に大学、研究機関、企業が集積したイノベー

ション創出拠点を構築する。さらに、目利き人材による民間企業のニーズと

大学等の研究成果等のマッチングを促進し、これらを通じ科学技術を活用し

た地域イノベーションを創出する。 

 

◎ (1)-(イ)-④ 外国企業の地方への対内直接投資の促進 

地方の外資誘致ポテンシャルを引き出すためには、煩雑な投資手続、外国

企業誘致のメリットへの認識不足、誘致ノウハウの欠如等の課題の解決に向

けて、意欲的な地方公共団体の取組を支援する必要がある。このため、2015

                                                 
13 ドイツ全土に 67カ所、約２万３千人の職員を擁する欧州最大の応用研究を担う公的研究機

関。産学の橋渡しを担う。予算のうち約４割が企業からの資金。 

14 大学と公的研究機関等の複数の機関と雇用契約関係を結び、どちらの機関においても正式な

職員として活躍できる制度。 
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年度は、「対日直接投資推進会議」15などの枠組を最大限活用しつつ、地方公

共団体と連携した総理・閣僚によるトップセールス、「地域の元気創造プラッ

トフォーム」等を活用した誘致体制の強化、ジェトロ等関係機関が連携した

支援拠点の拡充等を実施する。こうした取組を通じて、2020年までに対日直

接投資残高を 18兆円（2013年度）から 35兆円に倍増させる。 

 

◎ (1)-(イ)-⑤ 産業・金融一体となった総合支援体制の整備 

地域における企業や産業の生産性・効率性を向上させ、「雇用の質」を確保

し高めることが地域経済の振興につながる。そのため、地域資源を活用した

事業化、生産性の向上、再出発に向けた環境整備等の課題について、産業・

金融両面からの政府の支援等を総合的に実施し、企業の経営課題解決に向け

た自主的な取組を官民一体で支援する。また、地域金融機関と政府系金融機

関との協働案件の発掘・組成を通じたノウハウシェアなどの連携を通じ、地

域における金融機能の高度化を図る。 

緊急的取組としては、金融等による「地域企業応援パッケージ」を策定す

る。2015年度には地域資源を活用した事業化支援及び生産性の向上支援等に

おける各種早期実施策16を実施するとともに、官民一体となって地域企業を

支援する観点から、様々な角度から中長期対応策17を引き続き検討する。2016

年度以降は、各施策の実施を通じて、サービス産業・農林水産業・観光業等

において掲げられている 2020年までの成果目標達成に貢献する。また、主要

な施策についてモニタリングする体制をまち・ひと・しごと創生本部事務局

に整備する。 

 

◎ (1)-(イ)-⑥ 事業承継の円滑化、事業再生、経営改善支援等 

地域活性化に資する事業承継・集約や事業引継ぎ、事業承継を契機とした

後継者による新たな事業展開等を支援するとともに、事業再生のための抜本

的な対策を打てない中小企業・小規模事業者の再生や経営改善計画の策定等

を支援する。 

 

  

                                                 
15 対日直接投資推進会議とは、対日直接投資を推進するため、投資案件の発掘・誘致活動の司

令塔機能を担うとともに、外国企業経営者等から直接意見を聴取し、必要な制度改革等の実

現に向けた関係大臣や関係会議の取組に資することを目的として開催される会議。 
16 株式会社日本政策投資銀行によるオープンイノベーションを通じたビジネス創造についての

地方への普及・展開、地域金融機関等による企業の事業性評価に基づく融資・コンサルティ

ング機能の積極的な発揮を促す監督・検査の一層の推進、株式会社日本政策投資銀行による

地域向けリスクマネー供給の強化等。 
17 経営改善が必要な産業・企業の見極めに資する評価手法の検討、円滑な事業整理を行うため

の資金面からの支援等を検討。 
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(ウ)地域産業の競争力強化（分野別取組） 

【施策の概要】 

[サービス産業] 

地域雇用の過半を支えるサービス産業において、雇用の「質と量」を確保するた

め、サービス産業の付加価値を向上させ、相応の賃金が得られ、安定した雇用を確

保することが極めて重要である。 

業種による事業内容・形態等を踏まえ、主要業種ごとにサービス産業の活性化・

生産性向上策が必要であり、同時に、地域における金融の機能強化を図る必要があ

る。また、実態把握や政策の企画立案・実施に当たっては、業種横断的に統一的な

方針に基づき取り組むべきものも存在するため、府省庁横断的に取り組む必要があ

る。 

[農林水産業] 

農林水産業においては、総産出額の減少、耕作放棄地の増加、従事者の高齢化が

深刻となっている。そのため、地域を支える農林水産業の成長産業化を目指す政策

を進めていくことが必要である。「農林水産業・地域の活力創造プラン18」に沿って、

農林水産業と他の産業部門とが連携しつつ、若者にも魅力ある基幹産業に転換さ

せる必要がある。 

[観光] 

我が国の訪日外国人旅行消費額は 2013年で 1.4兆円であり、一方、欧米の観光

先進国であるスペイン、フランスではその４倍となっており、我が国では更なる伸

びが期待される。また、アジアをはじめとし、国際観光需要は高まっており、取組

を一層強化していくことにより、観光は、今後大きな成長が見込める分野である。

また、東京周辺やいわゆるゴールデンルート19に訪日外国人が集中しており、来訪

者が不便を感じずに地方を周遊・滞在できる広域観光周遊ルートの形成などの環

境づくりと国内外への発信力の強化が必要となっている。また、地域資源を有効に

活用した消費市場の拡大には、地域全体でのブランディングや販路拡大など、大胆

な展開が必要であり、観光資源、農林水産品、伝統的工芸品、文化、芸術、スポー

ツ等の地域資源を組み合わせるなど、「ジャパンブランド」、「地域ブランド」によ

る付加価値向上を図る必要がある。 

こうした観点を踏まえ、2020 年までに国が達成すべき重要業績評価指標(KPI)

を以下のとおり設定する。 

■サービス産業の労働生産性の伸び率を３倍に拡大（2012年、2013年の年間伸

び率の平均 0.8%→2.0%） 

■農林水産業の成長産業化（６次産業の市場規模 10兆円（2012年度 1.9兆円）、

                                                 
18 内閣総理大臣を本部長とする「農林水産業・地域の活力創造本部」において 2013年 12月に

決定（2014年６月改訂）された、我が国の農林水産業・地域の活力創造に向けた政策改革の

グランドデザインとなるもの。 
19 東京、名古屋、京都、大阪などの主要観光地を結ぶルート。 
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農林水産物・食品の輸出額１兆円（2013年 5,505億円）等） 

■訪日外国人旅行消費額を３兆円（2013年 1.4兆円）に拡大 

地域産業の競争力を強化する分野別の取組を推進することにより、2020 年ま

での５年間の累計で 19 万人（サービス産業６万人、農林水産業５万人、観光

８万人）の若い世代の安定した雇用の創出を目指す 

 

【主な施策】 

◎ (1)-(ウ)-① サービス産業の活性化・付加価値向上（サービスの優良事例

の抽出・横展開、地域の大学等におけるサービス経営人材の

育成、ヘルスケア産業の創出、IT・ロボットの導入促進等） 

サービス産業の好事例の抽出と横展開を図るため、優れたサービスを表彰

する「日本サービス大賞」を創設し、優良事例を全国に展開するとともに、

教育機関によるサービス産業の経営人材の育成に向けた取組を支援する。 

また、地域のヘルスケア産業育成のため、「地域版次世代ヘルスケア産業協

議会（仮称）」の設置、株式会社地域経済活性化支援機構と地域金融機関等が

設立するヘルスケアファンドによる出資等の支援、農・食や観光等の地域資

源を活用した新たなサービス創出等を促進する。さらに、ITを活用した地域

におけるヘルスケア産業創出にとって有用な、地域住民の医療・介護・健康

に関する情報の共有・活用に向けた取組を推進するとともに、地域発の健康・

予防サービスの国際展開や、国際展開等を通じた地域の高度医療の提供も図

る。加えて、地域における医療機器開発を促進するため、「医療機器開発支援

ネットワーク」を構築する。 

この他にも、地域のサービス産業において IT活用を促進する取組を実施す

るとともに、ロボット導入実証を実施し、ロボット未活用領域への導入を促

進する。 

関係府省庁が参加する「サービス産業の活性化・生産性の向上に向けた業

種横断検討チーム」を設置し、統一的な方針に基づき、サービス産業の実態

把握や政策の企画立案等に係る検討を行う。それらの議論・検討の内容につ

いて、産業競争力会議においてフォローアップを実施し、来年央の「『日本再

興戦略』改訂 2014」（平成 26年６月 24日閣議決定）の改訂にも反映させる。 

2016年度以降もこうした取組を継続し、サービス産業の労働生産性の伸び

を２%に向上させ、「医療機器開発支援ネットワーク」を通じた医療機器等の

実用化を 500 件以上支援し、非製造分野におけるロボット市場規模を 20 倍

（2012 年度 600 億円→約 1.2 兆円）とするとともに、ヘルスケア産業を 10

兆円（2012年４兆円）まで拡大する。 
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