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老朽化や危険性の観点から除却が求められる空き家も存在している。一方で、

我が国では中古住宅の流通が欧米に比して非常に低水準にあり、物理的な住

宅ストックがあるにもかかわらず、まちづくりでの活用や住み替えの受け皿

になっていないという指摘もある。 

このような状況を踏まえ、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26

年法律第 127 号）に基づく空き家対策を推進するとともに、空き家の利活用

や、空き家物件に関する円滑な流通・マッチングを促進する。 

加えて、住宅の長寿命化、中古住宅の質への不安解消、リバースモーゲー

ジ41の供給促進等に向けた市場環境整備、中古住宅の性能向上など、中古住宅

流通を促進する市場整備を進める。 

さらに、地方公共団体が取り組む、空き家に関するデータベースの整備、

空き家相談窓口の設置、空き家の活用・除却等の空き家対策について、2015

年度より地方財政措置を創設する。 

これらの取組により、2020年までに中古市場の流通・リフォーム市場の規

模を 20兆円（2010年 10兆円）とする。 

さらに、既存施設の活用等による地域活性化のための事業に対するクラウ

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）に

ついて、必要に応じ、地方公共団体・金融機関・支援団体等と連携して推進

する。 

 

◎ (4)-(エ)-② インフラの戦略的な維持管理・更新等の推進 

必要なインフラの機能を維持しつつ、トータルコストの縮減・平準化等を

図るため、メンテナンスサイクルの構築や長寿命化計画の策定促進等、戦略

的な維持管理・更新等を推進する。 

 

 

(オ) 地域連携による経済・生活圏の形成  

【施策の概要】 

地方では、人口の流出に歯止めがかかっていない一方、生活の利便性の低下、地

域経済の縮小等が問題となっており、活力ある経済・生活圏の形成のための地域連

携が課題となっている。そうした中、複数の都市圏概念・制度に関する施策が存在

しており、それらの関係が不明確になっている。このため、圏域概念を統一した上

で、新たな圏域を基本とした生活基盤の維持、雇用対策等を検討し、効率的な支援

を実現することが求められる。 

新たな都市圏の形成は地方の自主性に基づくものであることを尊重しつつ、国

                                                 
41 自宅を担保とした金融商品の一つ。自宅を保有するが現金が少ないという高齢者世帯が自宅

を手放さずに資金調達を行うための手段とされている。公的なものと民間のもの、年金方式

と一括方式のものがある。 



53 
 

は一体的な支援策を通じ、全ての対象都市圏において新たな都市圏が形成される

よう努めるものとする。国が 2020年までに達成すべき具体的な重要業績評価指標

（KPI）については、「連携中枢都市圏」の形成数とするが、具体的な数値は、各地

方公共団体が策定する「地方版総合戦略」を踏まえ設定する。 

また、定住自立圏が果たすべき人口のダム機能に関する検証を十分に行い、人口

減少克服の観点から地域連携が有効に機能する仕組みを構築することが必要であ

る。 

こうした観点から、国が 2020年までに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。 

■ 定住自立圏の協定締結等圏域数：140 圏域を目指す（2014 年４月時点 79 圏

域） 

 

【主な施策】 

◎ (4)-(オ)-① 「連携中枢都市圏」の形成 

地域の広域連携に関し、複数の都市圏概念が存在している。人口や行政サ

ービス、生活基盤等の面だけでなく、経済雇用や都市構造の面も重視した連

携を構築する必要がある。そのため、重複する都市圏概念を統一し、人口減

少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有しつつ、活力ある社会経済

を維持するための、経済成長のけん引などの機能を備えた「連携中枢都市圏」

を形成する。 

「連携中枢都市圏」における連携手法としては、地方自治法（昭和 22年法

律第 67号）に規定する「連携協約」を活用するとともに、その他個別の法律

や施策に基づき必要となる手続も活用する。国は、中心都市等への交付税措

置、「地域経済分析システム」や人口メッシュ推計など地域に関する情報の提

供、補助事業採択における配慮等によって支援するとともに、活力ある経済・

生活圏の形成に向けた所要の支援策を検討の上、実施していく。具体的な都

市（圏）は、地方公共団体の意向を踏まえた調査・検討を経て 2015年度中に

確定させる（先行的に構想を推進している現行の地方中枢拠点都市（圏）の

要件に該当する都市（圏）は「連携中枢都市圏」の対象とする）。地方公共団

体自らは、国の「総合戦略」を参考に、都市圏の特性を踏まえ、地域経済、

高次都市機能及び生活関連機能に関する成果目標を設定することとする。さ

らに、この「連携中枢都市圏」構想については、2015年度に改定が予定され

る国土形成計画法（昭和 25年法律第 205号）における国土形成計画（全国計

画及び広域地方計画）への反映を行う。 

 

◎ (4)-(オ)-② 定住自立圏の形成の促進 

定住自立圏における取組により、定住自立圏がいかに地方における人口定

住の受け皿となってきたのか、その取組成果について検証を行い、雇用にも
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より着目して今後の対策を講じていく必要がある。 

そのため、人口の観点を含めこれまでの取組成果について再検証を行い、

その結果等を踏まえ、雇用増対策など定住自立圏の取組の支援策を検討・実

施することとする。これらの取組により、2020年度には定住自立圏の協定締

結等圏域数を 140 圏域とすることを目指すとともに、地方公共団体自らは、

圏域の特性も踏まえ、生活関連機能・雇用・人口に関する成果目標を設定す

ることとする。 

 

 

(カ）住民が地域防災の担い手となる環境の確保  

【施策の概要】 

地域の高齢化が進む中で、地震・豪雪・風水害などの様々な災害に対する地域コ

ミュニティによる対応が課題となっている。地域コミュニティに貢献する消防団や

自主防災組織等の充実強化や、災害対応・防災における ICTの利活用の推進により、

住民が地域防災の担い手となる環境を整備する必要がある。 

こうした観点から、国が 2020年までに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。 

■消防団の団員数の維持（2014年４月時点 864,347人） 

■全都道府県の Lアラートの導入（2014年 12月時点 23都道府県） 

 

【主な施策】 

◎ (4)-(カ)-① 消防団等の充実強化・ICT 利活用による、住民主体の地域防

災の充実 

消防団について、団員数の増加している女性や大学生等の入団をさらに促

進すること等により、団員を確保・増員するとともに、自主防災組織との連

携を推進する。 

また、「G 空間情報」（地理空間情報）の利活用や L アラート（災害等に関

する情報を住民一人一人に迅速に伝達する共通基盤である災害情報共有シス

テム）を早期に普及展開すること等により、住民一人一人がきめ細やかな災

害情報を瞬時に把握することができる環境を確保する。 
 

 

(キ）ふるさとづくりの推進  

【施策の概要】 

人口減少や超高齢化が進行する中で、全国で多くの「ふるさと」が、その存在そ

のものの危機に瀕しつつある。そこで、「ふるさと」の価値を再認識し、「ふるさと」

を愛することの大切さを伝え、生まれた人は「ふるさと」にとどまり、都会に出た

人は「ふるさと」に帰るきっかけとする。また、都会に生まれた人については、そ
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こが新しい「ふるさと」となるよう、その場所に対する愛着、帰属意識を高める「ふ

るさとづくり」の取組を進めていく。こうした取組は、地域に住む住民が主体とな

った地方創生の推進に大きく寄与するものである。 

こうした観点から、国が 2020年までに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。 

■ふるさとづくり推進組織の数を１万団体に増加（2013年度 3,291団体） 

 

【主な施策】 

◎ (4)-(キ)-① 「ふるさと」に対する誇りを高める施策の推進 

ふるさとづくりの成功事例や地域における人材の育成方法、国の支援メ

ニューなどを情報提供すること等により、ふるさとづくりを推進する組織

やふるさとづくり活動の地域における核となる人材の育成を推進するとと

もに、それぞれの「ふるさと」の誇りの源泉となる固有の自然や歴史、文

化等について、今一度、体系的に深く掘り下げ、再発見する活動を「ふる

さと学」として整理し、地方公共団体や NPO 等に情報提供しながら、小・

中・高等学校における教育、公民館、図書館等における社会教育など様々

な機会において学ぶ活動を推進する。 
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Ⅳ．国家戦略特区・社会保障制度・税制・地方財政等     

 

地方を創生し、人口減少を克服するという息の長い取組の着地点となる効果的・

効率的な社会経済システムを構築するという基本的考え方の下、国は、国家戦略特

区・社会保障制度・税制・地方財政をはじめとしたあらゆる制度について、こうし

た方向に合わせて検討する。 

人口の動向・将来推計や経済状況が地域ごとに大きく異なるため、地域の主体性

や創意工夫を後押しすることにより、行政サービスの最終的な受け手である地域

住民の希望をかなえるという観点がこの「総合戦略」の主眼である。地方を創生し、

人口減少を克服していくに当たり、地方が自ら考え責任を持って課題解決に取り

組むことができるよう、国の政策を検討していく必要がある。 

 

(ア)国家戦略特区制度との連携  

国家戦略特区については、国家戦略特別区域諮問会議において、地方創生

を規制改革により実現し、地方の産業・雇用を創出するため、新たな「地方

創生モデルの構築」についてとりまとめたところであり、こうした追加の規

制改革事項を盛り込んだ国家戦略特別区域法（平成 25年法律第 107号）の一

部改正法案を次期通常国会に提出し、引き続き、社会起業の促進や、第一次

産業をはじめとする地域の固有資源を生かした産業の振興等に取り組む。 

 

◎国家戦略特区法改正法案の提出 

    国家戦略特別区域諮問会議等での検討を継続するとともに、シルバー

人材センターの行う派遣業務の範囲拡大や保育士不足解消に向けた地域

限定の保育士資格に関する特例等を定めた国家戦略特別区域法改正法案

について、更なる規制改革事項の追加を行った上で、次期通常国会に提

出し、特例措置を活用し地方の創意工夫を生かした取組を推進する。 

 

◎「地方創生特区」の指定 

    「志の高い、やる気のある地方の自治体」が、規制改革により地方創

生を実現できるよう、国家戦略特区を更に進化させ、手続の簡素化や専

門家の派遣など、国が総合的な支援を行う「地方創生特区」を、来春を目

途に、新たに指定する。 

 

  



57 
 

 

(イ)社会保障制度  

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（平

成 25年法律第 112 号。以下「社会保障改革プログラム法」という。）に基づ

き、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、

少子化対策・医療制度・介護保険制度等の改革が進められている。引き続き

改革を推進するとともに、健康づくりや介護予防の取組を含め、地方におけ

る医療や介護等の改革を支援する取組を進める。 

 

 ◎子ども・子育て支援新制度の円滑な施行 

幼児教育や保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する子ど

も・子育て支援新制度については、「経済財政運営と改革の基本方針 2014」

（2014年 6月 24日閣議決定。以下「骨太の方針」という。）において「平

成 27年４月から施行する方針の下、取り組む」ことが盛り込まれており、

この方針の下、地方公共団体等が施行準備に取り組んでいることから、

予定どおり 2015年４月から施行することとし、必要な予算を確保しつつ

円滑な施行に向けた準備を進めていく。 

 

 ◎医療保険制度改革 

医療保険制度については、社会保障改革プログラム法や骨太の方針等

を踏まえ、国民健康保険をはじめとする医療保険の財政基盤の安定化、

負担の公平の確保等について、地方の関係者等と協議しながら検討を進

め、必要な法律案を次期通常国会に提出することを目指す。 

 

◎地域医療構想の策定 

     地域の医療需要の将来推計や病床機能報告制度等により医療機関から

報告された情報等を活用し、都道府県は、二次医療圏等ごとに、各医療

機能の必要量（2025 年時点）等を含む地域の医療提供体制の将来の目指

すべき姿を示すための地域医療構想を策定する。国は、地域医療構想策

定のためのガイドラインを策定する。 

 

◎地域包括ケアシステムの構築 

   大都市部や地方都市等で高齢化の進展状況には大きな地域差があるこ

とを踏まえ、団塊の世代が 75 歳以上になる 2025 年に向けて、地域の特

性に応じた地域包括ケアシステム（医療・介護・予防・住まい・生活支援

が包括的に確保される体制）を構築する。 
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(ウ)税制  

個人や企業の行動インセンティブに影響する税制措置については、公平・

中立・簡素の原則に基づいている必要があり、とりわけ地域の特性に応じた

課題解決を促すための税制措置には、地域によって税負担が異なるという一

国二制度に陥らないよう留意が必要である。その上で、「しごと」と「ひと」

の好循環を生み出し、「まち」を活性化することに資する税制の在り方の検討

を進める。 

地方創生等の推進において、地方公共団体が自主性・主体性を最大限に発

揮できるよう、地域間の税源の偏在是正を進めるとともに、地方税の応益原

則を強化する観点等から、地方法人課税改革を進める。 

 

◎地域間の税源の偏在是正等の地方法人課税改革の推進、ふるさと納税の拡

充 

◎地方創生に資する国家戦略特区における特例 

◎地方における企業拠点の強化の促進 

◎外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充 

◎子、孫の結婚・妊娠・出産・子育てを支援 

 

 

(エ)地方財政  

地方創生については、まずは国と地方が適切に役割分担を行うことが必要

である。その上で、少子化や人口減少などの要因や課題は地域ごとに大きく

異なっているので、地域の課題については、地域の実情に応じ、地方の責任

と創意による対策が講じられることが重要である。 

このため、地方公共団体が自主性・主体性を最大限に発揮できるようにす

るための地方財政措置を講じる。 

 

◎地方公共団体が自主性・主体性を最大限発揮できるようにするための地方

財政措置 

   地域の実情に応じたきめ細やかな施策を可能にする観点から、地方創

生の取組に要する経費について、地方財政計画の歳出に計上するととも

に、地方交付税を含む地方の一般財源を確保する。 

地方財政計画に計上した地方創生の取組に要する経費については、地

方交付税の算定において、地方公共団体が地方創生や人口減少の克服に

取り組むための財政需要を的確に反映するための指標を用いた算定を行

う。 
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(オ)その他の財政的支援の仕組み（新型交付金） 

「地方版総合戦略」を中心に、地方公共団体が自主性・主体性を持って、

地方創生に関する政策を実施するとともに、具体的な成果指標等により同政

策の効果検証と改善を行う PDCAサイクルを確立することが必要である。こう

した地方公共団体の取組について、必要な財源を確保しつつ財政的支援を行

うため、使途を狭く縛る個別補助金や、効果検証の仕組みを伴わない一括交

付金とは異なる、第三のアプローチを志向する。 

 

◎地方公共団体が適切な効果検証の仕組みを伴いつつ自主性・主体性を最大

限に発揮できるようにするための財政的支援 

    「地方版総合戦略」を策定・推進する地方公共団体に対し、自主的・主

体的な事業設計と併せて、明確な政策目標の下、客観的な指標の設定や

PDCA サイクルの確立を求める新しいタイプの交付金について先行的な仕

組みを創設するとともに、2016 年度からの本格実施に向けて検討し、成

案を得る。 

 

 

(カ)地方分権  

地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図

るための基盤となるものであり、地方創生において極めて重要なテーマであ

る。 

このため、国から地方への権限移譲や規制緩和に関する地方からの提案に

ついて最大限の実現を図るなど制度改正を強力に進めていくとともに、改革

成果の情報発信や優良事例の展開等を図っていく。 

 

◎創意工夫により魅力あふれる地域をつくる地方分権改革の推進（農地転用

許可に関する制度等地方６団体要望への対応） 

    農地転用に係る事務・権限については、地方公共団体がその役割を適切

に担えるよう、地方の意見を踏まえつつ、2014年度内に、農地の確保のた

めの施策の在り方等とともに農地転用事務の実施主体や国の関与等の在

り方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 
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(キ)規制改革  

地域経済の活性化を推進し、地方創生を図っていくためには、地域・民間

の創意工夫や実情に応じた取組の障害となる規制を改革していく必要がある。

特に、人口減少が進む地域にあっては、地域資源を効率的・効果的に利活用

していく取組が極めて重要であり、そのために検討すべき課題は多い。規制

改革会議と連携し、これらの規制改革に精力的に取り組む。 

 

◎「空きキャパシティ」の再生・利用 

   人口減少を背景に地域には膨大な「空きキャパシティ」（空き家、空き

商店、空き学校、空き農地（耕作放棄地）、空き公共施設等）が生じつつ

あり、規制改革会議に、地方公共団体・企業・団体・個人から、規制改

革要望が寄せられている。 

こうした「空きキャパシティ」を再生・利用し地域コミュニティの維

持・再生を行う際、問題として指摘されることの多い所有権と利用権の

分離、公物管理法制や建築物に係る規制などの課題について検討し、成

案を得る。 

 

◎地域における道路空間の有効活用の促進 

   道路は、歩行者や自動車等の一般交通の用に供されるのが本来的機能

であるが、同時に、人と人が出会い語らう、地域におけるコミュニケ―シ

ョンの場となる。特に街なかの生活に密着した道路にはにぎわいを創出

する機能も望まれていることを踏まえ、交通の安全と円滑を確保しつつ、

道路空間の有効活用を図るための課題について検討し、成案を得る。 

 

◎地方版規制改革会議の設置 

    地域の実情を最も知っているのは当該地域である。地域に即した課題

を発掘し継続して取り組むため、地方公共団体に地方版規制改革会議を

設置することを推奨し、必要な支援を行っていくことを検討し、成案を

得る。 
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おわりに 

○ 日本は、世界に先駆けて「人口減少・超高齢社会」を迎えている。人口減少を

克服し地方創生を成し遂げて、最初にこの問題に対する解答を見出していく。こ

れは、「課題先進国」である我が国が世界に対して果たすべき責任である。 

 

○ いつの時代も日本を変えてきたのは「地方」である。地方創生においても、地

方が自ら考え、責任をもって取り組むことが何よりも重要である。そのため、都

道府県及び市町村には、国が定める基本目標との関係をしっかりと整理した目標

を設定しつつ、地域の特性を踏まえた「地方人口ビジョン」と「地方版総合戦略」

を策定し、その目標の実現に向けた取組を自立的に進めていくことを強く期待し

ている。国も、こうした地方の取組に応えるべく、全国一律の施策を展開するの

ではなく、様々なニーズに応える多様な政策メニューを揃え、地方自身による、

裁量性と責任ある地方主導の政策づくりを、全力で支援していく決意である。 

我が国には既に先進的な取組を進めている地方公共団体が存在する。ICT 環境

を整備し遠隔勤務をする人々を集めることに成功した徳島県神山町や、2011年の

東日本大震災からの復興に取り組むに当たり住民参加でコンパクトなまちづく

りを進めている宮城県女川町はその好例と言える。また、東北の被災地では、「民」

のノウハウや新たな発想を活用し、現地の行政、住民や企業等が連携して、魅力

あるまちづくりのための新たな取組が行われている（「新しい東北」の創造）。国

の取組は、一律の政策を全国に展開するのではなく、こうした地域の創意工夫を

最大限後押しするものでなければならない。また、アジアの玄関口に位置し、出

生率が日本一高い等の優位性と潜在力を有する沖縄については、奄美群島等の周

辺地域との調和ある振興に配慮しつつ、地方創生のモデルケースとなるよう、国

家戦略として、沖縄振興策を引き続き総合的・積極的に推進する。また、国土強

靱化等、安全・安心に関する取組を地方創生の取組と調和して進めていく。 

 

○ 人口減少・超高齢化というピンチをチャンスに変える。今後、国と地方が、国

民とともに基本認識を共有しながら、総力を挙げて取り組んでいくならば、活力

ある日本社会に向けて、必ずや未来が開けていくと確信する。 

地方創生は、日本の創生である。新しい国の形づくりを進め、この国を、子や

孫、更にはその次の世代へと引き継いでいくことは、今日を生きる我々世代の最

も重要な責務であり、そのためにも、日本の良さを豊かにたたえた活力ある地域

づくりに取り組んでいかなければならない。 

この「総合戦略」は、そうした基本認識の下で、人口減少を克服し、地方創生

を成し遂げることを目指して、我が国が初めて取り組む総合戦略であり、本戦略

自体もまた、その進捗に応じて、目標も含め不断に見直していかねばならない。 
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