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要 旨 

 

韓国と日本は 少子高齢化、首都圏への集中で、規模の小さい地方都市から早いテンポで

消えつつある。首都圏への集中現象は人口のみならず、企業、消費の集中も共に深刻化し

ている。中央政府レベルで少子高齢化、首都圏への集中に対する対策作りが急がれるのが

実情である。 

韓国は2018年6月基準で250市郡区のうち消滅危険地域は89ヵ所で全自治体の39%に達す

る。首都圏への集中現象は人口だけでなく、企業、雇用、所得、消費支出など経済分野で

も発生している。主要企業本社の70%以上と事業体の47.4%が首都圏に集中している。  

日本は2000年以降、地方の産業及び経済が崩壊し、多くの人材が職を求めて大都市に移

動し、東京一極集中や地方消滅の現象が加速した。日本政府はこれを打開するため、2014

年に地方創生政策を導入して施行している。日本が経験している少子化高齢化、東京集中、

地域産業の低迷、地方消滅などの現象が韓国でも同様に進んでいる。 

特に、日本全体で進む人口減少と高齢化は、これまで地方から若者を集め、日本経済を

牽引してきた東京でも切実な問題となっている。東京の人口は2025年をピークに減少に転

じる見通しである。 

2014年に発表された日本創成会議の増田レポートによると、豊島区は東京23区の中で唯

一"消滅可能性都市"と指摘されている。2040年までに20-39歳の女性が半減し、急激な人口

減少が避けられない、将来消滅する恐れのある消滅可能都市とみなされた。池袋のある豊

島区まで含まれたことに日本国民は大きな衝撃を受けた。 

その後、豊島区はこうした状況に危機感を持ち、「女性にやさしいまちづくり」という未

来ビジョンを提示し、子育て支援政策と安全·安心なまちづくり政策を通じて、若い女性が

住みたいまちづくり計画を実践してきた。現在、豊島区は、都市部の人口減少対策の最も

模範的なモデルとして注目を集めている。 

本研究を通じて、日本が少子高齢化及び人口減少による地方消滅、東京一極集中現象に

どのように対応しているか確認し、韓国の国家均衡発展政策と比較して相違点を調べた。

消滅していく地方を生かすために素早く挑戦してきた豊島区の事例を研究してみたい

(2019年10月5日～2020年2月15日)。 

2014年、日本は少子高齢化、地方消滅問題と東京一極集中を是正し、地域の活力を高め

るために「地方創生戦略」を策定した。「まち·ひと·しごとづくり本部」は2060年に日本の

人口1億人を確保するという具体的な目標を立て、非首都圏の人口増加と雇用創出のため

に様々な地域活性化政策を樹立·施行した。 

韓国と同様の社会的環境を持つ日本が、少子高齢化、人口減少、東京一極集中、地方消



公益財団法人日韓文化交流基金 フェローシップ報告書 
 

滅に対応する政策は、韓国の地域政策の方向性を模索するのに大いに役立つであろう。ま

た、大都市東京でさえ迫られる人口減少の危機にいち早く挑戦してきた豊島区の取り組み

を通じて、韓国の地方消滅問題を解決する上でも政策的な示唆を見出すことができるだろ

う。 
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１．序論 

 

(1) 研究の背景 

韓国と日本は今、少子高齢化、首都圏への集中で、規模の小さい地方都市は早いテンポ

で消えつつある。首都圏への集中現象は人口のみならず、企業、消費の集中も共に深刻化

している。中央政府レベルで少子高齢化、首都圏への集中に対する対策作りが急がれるの

が実情である。  

韓国統計庁によると、少子高齢化により生産可能人口と総人口が 2019 年から急速に減少

すると発表されている。2017 年、韓国は国連が発表した合計出生率も OECD 加盟国の中で

最も低い 1.05%を記録した。2000 年に高齢化社会に入り、17 年後の 2017 年には高齢社会

へ、さらに 8 年後の 2025 年には超高齢社会への進入が予想されている。世界で最も早い

高齢化である。 

65 歳以上の高齢人口の割合は、2017 年には 13.8%(707 万人)、2025 年には 20.0%(1,000

万人)、2050 年には 40%(1,901 万人)を超えるものと見込まれる。高齢化社会から高齢社会

への進入には、フランスが 115 年、アメリカが 73 年、日本が 24 年を要した。一方、韓国

は 17 年しかかからなかった。  

また、少子高齢化、人口減少と共に首都圏への集中も深まっている。首都圏の人口は、

2019 年 6 月基準で 2,587 万 3,346 人(49.9%)であり、全人口の 50%に迫っている。少子高

齢化、人口の減少とともに人口の首都圏集中で非首都圏地域の過疎化が急速に進んでいる。 

『韓国の地方消滅 2018』(韓国雇用情報院)によると、2018 年 6 月基準で 250 市郡区の

うち消滅危険地域は 89 ヵ所で全自治体の 39%に達する。首都圏への集中現象は人口だけで

なく、企業、雇用、所得、消費支出など経済分野でも発生している。主要企業本社の 70%以

上と事業体の 47.4%が首都圏に集中している。  

一方、日本は 2000 年代に入り、円高と製造業のバブル崩壊により地方企業が衰退し、地

方経済の崩壊に伴い、地方の青年が職を求めて大都市へと移動した。東京への集中現象は、

都市が人口を引きつけるのではなく、地域産業の低迷で働き口が不足しているため、都市

へ行くしかないと説明されている(「増田レポート」、2014)。 

日本は 2000 年以降、地方の産業及び経済が崩壊し、多くの人材が職を求めて大都市に移

動し、東京一極集中や地方消滅の現象が加速した。日本政府はこれを打開するため、2014

年に地方創生政策を導入して施行している。日本が経験している少子化高齢化、東京集中、

地域産業の低迷、地方消滅などの現象が韓国でも同様に進んでいる。 

特に、日本全体で進む人口減少と高齢化は、これまで地方から若者を集め、日本経済を

牽引してきた東京でも切実な問題となっている。東京の人口は 2025 年をピークに減少に

転じる見通しである。 

東京 23 区の中には豊島区がある。中心は池袋であり、新宿•渋谷と並んで東京を代表す

る繁華街である。豊島区の人口は緩やかに増加しており、2018 年に 29 万人を突破し、人

口密度は全国の市区町村で最も高い。 

2014 年に発表された日本創成会議の「増田レポート」によると、東京 23 区の中で唯一
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「消滅可能性都市」と指摘されている。2040 年までに 20～39 歳の女性が半減し、急激な

人口減少が避けられない、将来消滅する恐れのある消滅可能都市とみなされた。池袋のあ

る豊島区まで含まれたことに日本国民は大きな衝撃を受けた。 

その後、豊島区はこうした状況に危機感を持ち、「女性にやさしいまちづくり」という未

来ビジョンを提示し、子育て支援政策と安全·安心なまちづくり政策を通じて、若い女性が

住みたいまちづくり計画を実践してきた。都市のイメージを一新し「選ばれる町」となる

ため、「国際アート·文化都市」という未来像も掲げられ、池袋駅周辺は 2020 年の大規模再

開発に伴う新たな芸術·文化の拠点として生まれ変わり、今では「共働き子育てに良い街」

として選ばれている。現在、豊島区は、都市部の人口減少対策の最も模範的なモデルとし

て注目を集めている。 

本研究を通じて、日本が少子高齢化及び人口減少による地方消滅、東京一極集中現象に

どのように対応しているか確認し、韓国の国家均衡発展政策と比較して相違点を調べた。

消滅していく地方を生かすために素早く挑戦してきた豊島区の事例を研究してみたい

(2019 年 10 月 5 日～2020 年 2 月 15 日)。 

 

(2) 研究の目的 

日本は少子高齢化により人口が速いスピードで減少しており、規模の小さい自治体を中

心に地方消滅が予想される。日本は 2008 年の人口 1 億 2,808 万人から減少を続けており、

2014 年からは東京圏を除く全地域の人口が減少している。2016 年には、合計出生率も 1.44%

と低下し、出生人口も早いテンポで減少している。こうした中、東京の人口のみ増加し、

2018 年時点で全人口の 29.2%と、東京一極集中現象が深まっている。2014 年 5 月、日本創

成会議が発表した「増田レポート」では、日本で現状のまま少子高齢化、地方消滅が続け

ば、2040 年までに 896 の自治体がなくなると指摘されている。 

20～39 歳の妊娠可能期女性人口の減少率が 50.0%を超える 896 の自治体を「消滅可能性

のある自治体(マスダリスト)」に分類した。このうち 2040 年の時点で人口が 1 万人未満

になると見込まれる 523 の自治体を「消滅可能性が高い自治体」として提示している。増

田レポートが発表された直後の 2014 年 9 月、安倍内閣は少子高齢化、地方消滅問題と東

京一極集中を是正し、地域の活力を高めるために「地方創生戦略」を策定した。地方創生

を総合的に執行できる政府横断的な組織である「まち·ひと·しごと創生本部」を設置し、

安倍総理が委員長に就任した。「まち·ひと·しごと創生本部」は 2060 年までに人口 1 億人

を確保するという具体的な目標を立て、非首都圏地域の人口増加と雇用創出のために様々

な地域活性化政策を策定·施行した。 

地方創生戦略の実施初年度である 2015 年、日本の出生率は 1.43%から 1.45%に小幅上昇

し、減少していた出生者数も 6 年ぶりに増加した。この研究では、韓国と類似した環境を

持つ日本が少子高齢化、東京一極集中、地方消滅といった課題にどのように対応するかに

ついて考察する。日本の地方創生政策を見ることにより韓国の地域政策の方向性を模索す

るのに役立つものとみている。  

また、大都市東京ですら迫られる人口減少の危機にいち早く挑戦してきた豊島区の取り

組みを通じて、韓国最大の都市ソウルでも多くの政策的示唆点を見いだしたい 
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２．日本の地方創生政策 

 

日本の社会現象はたいてい韓国より 20 年ほど先に現れる傾向がある。少子高齢化問題

とともに、大都市の過密化、東京圏への人口移動の激化により、地方が活力を失いつつあ

る。日本政府はこれを解決するため、地方における良質で持続可能な雇用創出を目指し、

地方創生政策を推進している。 

 

(1) 日本の地域経済問題の深化 

1) 少子高齢化及び人口減少 

日本では、人口が 2008 年の 1億 2808 万人をピークに減少し続けている(総務省統計局)。

また、65 歳以上の老人人口が総人口に占める高齢化率も 2018 年には 27.7%と最高値を更

新した。合計出生率は 2017 年に 1.43%と、持続的に下落している(厚生労働省)。  

地域別の人口を見ると、減少した自治体は全自治体の約 7 割を占め、15 歳未満の人口比

率が減少し、老年人口の割合が増加した自治体は約 5 割に達している。なお、人口規模の

小さい市町村ほど、人口減少や高齢化が深刻化している。  

また、若年層を中心に東京圏に毎年 10 万人を超える純転出現象が続いている。2000 年

から 2017 年までの間に、15 歳以上の就業人口は東京圏だけで 160 万人が増加し、他の地

域では 228 万人が減少した。青年層の東京圏への集中により、地方の中小企業は人手不足

となり、地方産業は競争力の面で根本的な限界を示している。 

 

2) 地方消滅 

日本創成会議は「増田レポート」を通じて、2040 年までに 1727 市町村のうち 896 が消

滅し、このうち 523 は人口 1 万人以下になるとの「地方消滅」論を主張している。2010 年

の総人口 1 億 2,800 万人及び高齢化率 23%は、それぞれ、2040 年には 1 億 700 万人及び

36.1%、2060 年には 8,700 万人及び 39.9%、2090 年には 5,700 万人及び 41.2%と変動する

ものと予測されている。今後の人口変化について、人口は緩やかに減少するが、老年人口

は急激に増加する第 1 段階(2040 年まで)、人口は急激に減少し老年人口は維持される第 2

段階(2040 年から 2060 年まで)、人口も老年人口も急激に減少する第 3 段階(2060 年以降)

と予想されている。 

 

3) 東京一極集中 

地方はもとより、大都市圏である大阪圏と名古屋圏の人口も持続的に減少する一方、東

京圏の人口のみ 22 年間増加し続ける人口の東京一極集中現象が発生している。2017 年の

東京圏の人口は、転出者 36 万人、転入者 48 万人で、12 万人が純増の 3,644 万人で、全国

人口の約 3 割に達する。小都市及び農漁村にあたるその他地域の人口減少は大都市圏であ

る大阪や名古屋地域に比べて人口流出が激しいだけでなく、人口減少幅も加速しており、

東京を除く全地域の人口が急速に減少している。東京圏への転入超過人口の多くは若年層

(15 歳～29 歳)であり、2017 年には 11 万人以上の転入超過が発生した。  

反対に、東京圏以外の全ての地域では、15～29 歳の青年と出生児人口も 2000 年から減
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少し続けている。地方圏では東京圏への転出超過の影響もあり、310 万人が減少した。東

京圏への超過転出者が多い地域は、大都市にあたる大阪府や兵庫県、愛知県などであり、

これにより、これらの大都市地域の人口減少が目立っている。こうした中、東京では唯一、

豊島区のみが消滅可能都市に分類された点が注目される。 

 

(2) 地方創生政策 

 地方消滅問題について、日本政府は 2014 年、地方創生関連の主な政策として「まち·ひ

と·しごと創生総合戦略」(以下、「地方創生戦略」という。)を策定した。これを推進する

ため、総理直属の「まち·ひと·しごと創生本部」を新設し、本部長は総理、副本部長は地

方創生担当大臣及び官房長官が担当することとした。地方創生政策は、「しごと」が「ひと」

を呼び込み、「ひと」が「しごと」を生み出す好循環構造を確立し、これを支援する「まち」

に活力を呼び起こすという意味が込められている。  

「まち·ひと·しごと創生法」の目的は、日本の少子高齢化や地方都市の過疎化、大都市

の過密化を地域活性化と連携して解決することである。日本の地方創生総合戦略は、韓国

の国家均衡発展政策と非常に類似した構造を持っている。法的根拠に基づき国家専門機構

を設け、5 ヵ年計画をまとめ、特別会計予算を通じて年次毎に施行計画を推進していく構

造はほぼ同じである。ただし、日本の地方創生政策は相対的に小規模であるが、実効性を

高める方向で推進されている。 

 

 1) 地方創生 4 大戦略 

日本地方創生総合戦略は、第一に、2020 年までに地方に若い世代のための 30 万人の雇

用を創出するため、地域経済雇用戦略の企画·実施体制を整備し、地方における人材交流と

地方人材の育成を図る。第二に、2020 年までに東京から地方への転出を 4 万人増やし、地

方から東京への転入は 6 万人の減少を目指すため、地方移住希望者への支援体制を強化す

るとともに企業の地方拠点を強化する一方、地方採用を拡大し、地方大学の活性化政策を

並行している。第三に、結婚希望率を向上させるとともに、出産による経歴の断絶を解消

するため、雇用と妊娠·出産·育児政策を連携して支援を強化している。第四に、地域にお

ける小規模拠点の形成、周辺都市とのネットワーク強化により経済·生活圏を形成し、必要

な生活インフラの構築を推進している。  

 

2) 地方創生の主な施策 

地方創生政策のビジョンを「地方で生まれ、学び、働く」と定めた。これに基づき、人

口減少及び人口流出による消滅ではなく、活力を向上させるため、主要施策として「わく

わく地方生活実現政策パッケージ」を実施している。これは青年層を中心に生産可能人口

を地域に戻らせることを主な内容としている。  

代表的な事業は青年層の UIJ ターン事業である。これは地方出身者が大都市で勉強した

り就職してから再び出身地域に回帰する U ターン、東京などの大都市居住者が地方に移転

する I ターン、地方出身者が大都市で勉強したり就職してから出身地域の近隣都市に回帰

する J ターンを指し、大都市から地方に青年が戻ってくるようにする事業である。  
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その他にも、女性·高齢人口の就業拡大、外国人人材の活用などを通じて地域の生産人口

の増加、地域活性化を通じて究極の目標である地方消滅の遮断に努めているほか、国家戦

略特区制度を通じて規制の大幅緩和による新技術産業の育成により地方創生を実現しよう

と努めている。 

 

(3) 地方創生の細部政策 

1) 地域移住政策 

① 大都市青年の地域移動政策(UIJ ターン事業) 

 韓国では実施されていない政策であり、東京圏など大都市に居住する青年を大都市以外

の地域、特に過疎地域に移住させて定着させる事業である。大都市の青年が地方で創業、

就業、事業承継をすることで、地方中小企業の人材を確保する。大都市の人材が地方に移

転し、地域企業に就職し、地域経済の好循環を誘導する効果が期待される。韓国では、大

都市青年を自分の出身地域に移住させる政策は特に見られない。一部に帰農·帰村政策が

あるが、必ずしも自分の出身地域に誘導するわけではない。 

地方出身者が大都市で勉強したり就職してから再び出身地域に回帰する U ターン、東京

などの大都市居住者が地方に移転する I ターン、地方出身が大都市で勉強したり就職して

から出身地域の近隣都市に回帰する J ターンに区分される。  

 このような UIJ ターン希望者を支援するため、政府と自治体は、全国規模の人と雇用と

のマッチングプログラムを運用することにより、大都市生産可能人口と地域の雇用を連携

させている。詳細な事業内容を見ると、移住費用の経済的支援、大都市に居住する青年と

地域企業の雇用とのマッチング、潜在人口の拡大、そして専門人材の還流などがある。  

大都市に居住する青年が東京圏以外の地域企業に就職する場合、地方創生推進交付金と

雇用関係助成金を活用し、当該自治体が移住·住居にかかる費用を支援するのはもちろん、

技術教育などにより地域定着を促し、雇用主に対しては金融支援を行う。雇用のマッチン

グについては、自治体が当該地域の中小企業と就業についての情報を提供し、全国規模の

マッチングを支援している。 

 

② 地方自治体の地域雇用創出事業 

地域おこし協力隊事業も韓国に例のない日本特有の地域雇用政策である。韓国では、地

域企業が労働者を採用すれば、賃金の一部を支援する政策であるのに対し、日本の地域お

こし協力隊事業は、地域企業ではなく自治体が該当地域に必要な専門人材を公募し、採用

するシステムで、採用された人材の人件費は全額国費でまかなわれる。 

日本のこうした政策は、韓国の地域雇用支援政策や帰農·帰村政策のアプローチとは大

きく異なる。韓国では帰農·帰村する場合、住居を確保するための金融支援が行われている

程度であるが、日本では住民登録と生活拠点を大都市地域から過疎地域に移転した人を地

方自治体が「地域おこし協力隊員」に委嘱し、3 年間にわたり、給与だけでなく日常生活

に必要な資金まで支援している。地域おこし協力隊員が最長 3 年の活動を終えた後、地域

への定着が容易になるよう起業資金を支援する。地域おこし隊員の約 70%が 20 代～30 代

の年齢層であり、また、隊員の約 40%が女性で構成され、青年と女性の地方移転に効果を

見せている。 
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③ 社会的弱者層の雇用を通じた新規雇用の創出 

韓国ではキャリア断絶した女性に対する就職優遇政策が雇用労働部を中心に施行されて

いる。経歴がなかったり、高齢の脆弱階層に対する雇用政策は、短期的な公共労働やアル

バイト程度にとどまっている。これに対して日本では、無職の女性·高齢者等を地域の中小

企業が雇用し、地域の乏しい労働力を確保している。地方で子育てを終えた若い女性や定

年退職した高齢者が過疎地域に就職または起業できるよう支援するプログラムで、地方自

治体が全国を対象に仕事のマッチングプログラムを独自に運営している。 

 地方自治体は、地方創生推進交付金や雇用関係助成金を活用し、地域の中小企業に不足

している労働力を女性·高齢者等の新規就業により確保している。女性·高齢者等が起業す

る場合には、関係省庁の事業や地域金融機関、保証機関と連携して起業資金を支援してい

る。  

 

④ その他の事業  

 その他、未来社会のために関係人口を増大させるため、日本の小学校教育課程の一環と

して「子ども農山漁村体験プログラム」が運営されている。大都市で生まれ育った子供が

過疎地域で日常生活を体験することで、成年になって過疎地域に就職したり定住するきっ

かけをつくることを目的に運営される。韓国ではボランティア活動を行う農村ボランティ

ア活動があるが目的や施行方法において異なる。農山漁村に対する理解度を高めるため、

2 泊 3 日の農漁村体験を小学校教科課程に義務的に組みこんでいる。子どもの体験活動の

推進は、都市と農山漁村との相互理解の増進に寄与することも目的としている。 

また、外国人留学生への支援については、日本は韓国とは異なり、入学支援ではなく、

卒業後の就職支援により、不足している地域の労働力を確保している。  

さらに、日本で大学とそれに準ずる教育機関を卒業した外国人留学生を対象に、地域企

業に就職する場合、在留資格の変更を簡素化する特典を与えている。日本国内の大学を卒

業した外国人を地域企業に雇用することで、不足する専門人材を確保する手段として活用

している。  

 

2) 地域産業育成政策 

① 地域核心企業育成事業 

韓国の場合、市道（日本の都道府県に相当）単位や市郡区（同じく市町村に相当）別に

主力産業または特化産業を指定し、これらの業種に該当する研究開発支援や産業基盤施設

支援政策を推進する。一方、日本の場合、地域産業育成政策から地域企業育成政策に転換

ており、地域に特化した特定産業を育成するのではなく、その地域経済を活性化できる地

域中核企業を支援·育成している。地域経済の活性化のため、地域特性を活かした地域企業

が海外輸出を含む地域外市場を開拓し、その効果を地域経済に還元できるようにしている。

細部事業としては地域未来事業の発掘、地域核心企業の発掘·支援、外国人投資拡大、創業

支援などがある。  

 

② 地域観光育成事業 
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 地域観光育成事業については、韓国でも行っている事業と比較的類似した形で行われて

おり、地域資源を地域固有の観光資源として開発し、観光客誘致を通じた地域経済の活性

化を誘導する政策を実施している。自然·歴史·文化·宗教·スポーツ·芸術·産業遺産などと

地域観光資源を連携し、体験および学習に活用して観光客の誘致に努めている。細部事業

としては地域間観光連携協力、歴史資源活用観光都市の造成、スポーツ活用地域の活性化、

産業遺産活用観光振興などがある。  

歴史資源を活用した観光都市造成事業は、韓国のテンプルステイや古民家体験などの形

で、古民家などの歴史的資源を宿泊施設として活用し、地域観光を活性化させる事業であ

る。スポーツ活用地域活性化事業は剣道など武道見学や体験、アウトドアスポーツを主な

観光テーマとして推進している。  

 

③ 地域大学育成等を通じた地域人材育成事業 

韓国で施行している地域拠点大学育成事業が事業対象を地域拠点大学とする一方、地域

大学育成の枠組みは類似しているものの、これを通じて地域人材育成事業が行われており、

学生を主な事業対象とするという違いがある。 日本は、2018 年から地域大学の育成、若

年層の雇用創出のための交付金制度、東京 23 大学定員抑制事業、地域若年層の修学·就業

を促進している。  

 細部事業としては、地域大学育成を通じた青年雇用の拡大、UIJ ターンおよび地域定着

促進、高校改革などがある。これにより、日本全国はもとより、世界から学生が集まる「キ

ラリと光る地方大学づくり」事業を進めるとともに、地域における青年層の雇用機会の創

出を促進する。  

 東京 23 大学の学部定員を抑制し、東京に地域人材が集中する現象の事前防止を並行し

ている。高等学校改革事業は地域の高校が地域人材育成に極めて重要な役割を果たすこと

はもちろん、今後の地域社会の定着や大都市進出後の U ターンに大きく寄与する。  

 

④ 主要道路周辺地域の育成事業 

 日本の主要道路では、国土交通省が主管し、主要道路の利用客が利用できる休憩所が設

置されており、「道の駅(みちのえき)」と名づけ、該当地域の町企業が運営するようにし、

これを支援している。  

道の駅は、地域連携機能の役割を果たしており、道の駅を介して隣接町または大都市の

町との相互協力交流を通じて関係人口を拡大し、観光客の流入を促進する。 

 

３．韓国の国家均衡発展政策との比較 

 

(1) 制度及び執行機構の比較 

 韓国と日本は少子高齢化、人口減少、地域産業の低迷、首都圏への人口集中、地方消滅

など、類似した人口社会的環境を持っている。両国政府はこのような社会問題を解決する

ため、関連法律を制定した上、専門機関を設置し、問題解決のための施策を樹立·施行して

いる。韓国は 2004 年に国家均衡発展法を制定し、担当機関として大統領直属の国家均衡発
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展委員会を設置した。 日本は 2014 年、まち·ひと·しごと創生法を制定し、担当機関とし

て地方創生本部を設置した。 法律制定年度がそれぞれ 2004 年、2014 年と 10 年の違いは

あるが、法律と政府一体の専門機構設置は類似したパターンである。 しかし、専門機関の

長は、韓国は長官級の民間専門家である一方、日本は内閣首班の首相大臣が務めている。  

 

韓国の国家均衡発展法は、地域間の不均衡を解消し、地域の特性に合った自立した発展を

通じて国民生活の均等な向上と国家均衡発展に貢献することを目的としている。 日本の

まち·ひと·しごと創生法は、少子高齢化や地方都市の過疎化、大都市の過密化を地域活性

化と連携して解決することを目的としている。 韓国が地域間の不均衡の解消や地域の自

立発展による国民生活の均等な向上を目的としているのに対し、日本は地方都市の過疎化

や大都市の過密化を解決するものとしており、その目的の範囲において韓国のほうが広い

と言える。 

法律で定められた主要事業は両国ともほぼ同様である。韓国は国家均衡発展委員会の主

要事業を地域産業育成、住民生活基盤の拡充、地域文化観光の育成、地域科学技術育成、

地域保健医療福祉の拡充、革新都市および公共機関の地方移転、産業危機地域の支援、地

域教育環境および人材育成、企業と大学の地方移転に置いている。 

 

 

(2) 主要政策の比較 

1) 公共機関の地方移転 

公共機関の地方移転について、韓国と日本はほとんど 類似した政策を樹立して施行し

ているが、若干の政策的相違もうかがえる。日本の行政機関等の地方移転は、1988年に制

定された多極分散型国土形成促進法によって始まった。国の機能が過度に東京に集中し、

地価上昇、社会的コストの増加等の様々な問題が生じたため、地方への機能分散を図ると

ともに、地方の特性を生かしつつ発展することが可能な国土形成を目的として進められて

きた。このため、国の行政機関の移転に関する基本方針を策定し、東京都にある79機関の

うち66機関移転を完了した。 

韓国の場合、2018年12月に機能別に特化された10の革新都市が指定され、113の公共機関

の移転がなされた。これに伴い、従事者約4万人が首都圏から都市に移転した。また、13の

政府省庁も世宗市に移転した。  

 

2) 首都圏人口地方移転  

韓日両国に類似して存在する事業であるが、日本がより大きな効果を示している事業で、

東京圏人口の地域移住戦略である。東京圏などの大都市の生産可能人口を地方消滅が進ん

でいる地域に移住させる政策で、UIJターン事業と地域おこし協力隊事業で効果を上げて

いる。同事業では2017年1年間で、東京圏などの大都市から997の自治体に、4,830人の隊員

が職を求めて移住した。 
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総務省が平成29年に実施した実態調査によると、地域おこし協力隊員の約6割は任期終

了後も引き続き同地域に居住し、定住した隊員の3割は起業などの新たな雇用を創出して

いることがわかった。地域おこし協力隊員の約70%が20代と30代の青年層であり、約40%が

女性で青年と女性の地方移転に効果を見せている。 東京圏などの大都市から地方にUIJタ

ーンした人材が最も多く就職した業種は地域の製造業で、UIJターン政策が地域人口の増

加はもちろん、地域製造業の人材供給にも肯定的な影響を与えることが分かる。都市に離

れた地域住民が、再び地域に戻るきっかけは、地域の雇用であることを意味する。UIJター

ンした人材は、年齢は20代前半から30歳までの若者層がほとんどで、地域の雇用創出政策

が大都市の若者人口の地域移転に有効だったことを意味する。 

日本の場合、大都市から過疎地域に移転した地域おこし協力隊員には自治体が3年間毎

年400万円の賃金を支給しており、別途に経費名目で年間250万円を3年間支援している。3

年経つと100万円の創業支援資金を支給し、地域定着を手助けしている。 

一方、韓国では都市から帰農·帰村した人を対象にした支援で、起業や住宅購入に必要な

資金の一部を融資するプログラムを運営している。  

韓国は農業創業資金として1世帯当たり3億ウォンの融資が可能で、住宅購入及び増改築

費用として1世帯当たり7,500万ウォンの融資が可能である。日本が地域に帰って来た人に

年間650万円の賃金と生活費を支援することに比べると、韓国は融資を支援するだけで、実

質的な所得補填は行われていない状況である。  

 

 3) 地域企業の育成 

韓国の地域企業育成事業は政府省庁別に多様に施行されている。そのうち、行政安全部

が施行する地域育成事業が、予算規模も最も大きく、事業も体系的に行われている。地域

企業育成事業は、2010年に行政安全部が184の村を対象にモデル事業として始まった。地域

住民に安定的な雇用を提供し、地域で発生する葛藤や問題に対する改善策と解決策を講じ

ることで、地域共同体を活性化する機能も果たしている。  

日本の地域企業支援政策は、韓国のような事業単位ではなく地域単位の支援政策を実施

している。日本は、特定の町を地域企業の育成対象に選定し、地域企業の成長のために様々

なプログラムを同時多発的に実施している。例えば、地域企業の中で代表的な事業である

道の駅事業は、地域企業の1次商品だけでなく、農産物を活用した2次生産物の高級化を通

じて固定顧客を確保し、村の自然環境を活用した体験商品や温泉、スキー商品を提供し、

1次、2次、3次産業間の連携を図って事業領域を広げている。また、製品を単に製造するだ

けでなく、新しい商品を開発し、製品の品質を向上させるための「工房」を運営している。 

韓国にのみ存在する地域政策としては、産業危機地域の支援政策が挙げられる。同政策

は、韓国の主力産業の低迷で該当産業の集積地に危機が発生した場合、地域経済の活性化

のために政府の予算により支援事業が行われる。2018年、造船業の低迷により群山、巨済、
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統営、木浦、海南、霊岩、昌原、蔚山などの地場産業が瓦解し、地域景気が低迷すると、

これらの地域は経済活性化のため産業危機地域に指定され、業種転換、雇用基金の投入、

企業支援など地域産業活性化政策が実施された。 

 

４．消滅可能性都市 豊島区の挑戦 

 

日本の人口減少と高齢化問題は東京にとっても切実な問題となっている。東京の人口も

2025年からは減少に転じる見通しである。2014年の「日本創成会議」レポートでは、東京

23区で唯一豊島区が「消滅可能性都市」と指摘された。これに対して豊島区は「女性にや

さしいまちづくり」という街の将来像を明確に掲げ、子育て支援策の充実や、「安全·安心

なまちづくり」などにより、若い女性と子育て世代が暮らしたい、住み続けたいまちづく

りを徹底的に進めてきた。 

イメージを刷新し「選ばれる町」となるため、「国際アート·文化都市」という未来ビジ

ョンを掲げ、池袋駅周辺は2020年に向けた大規模再開発により新たな芸術·文化の発信拠

点に生まれ変わろうとしている。「最も共働き子育てしやすい街」に選ばれた豊島区は、都

市人口減少対策の最も模範的なモデルとして注目を集めている。消滅可能性都市の衝撃的

な宣告の直後から5年間、大都市東京にさえ迫られる人口減少の危機にいち早く挑戦して

きた豊島区の取り組みについて調べた。 

 

(1) 自治体首長のリーダーシップ 

「消滅可能性都市」の指摘を受けた直後、豊島区は緊急対策本部を設置し対策の検討を

始めた。区では当事者の声を聞くため 20～30 代の女性を中心とした「豊島 F1 会議」や

「豊島 100 人女子会」などを設置し、そこで取り上げられた声を施策に反映させていっ

た。また、一連の施策を強力に推進するため、「女性にやさしいまちづくり担当課」を新

設、課長は民間からの公募で起用した。高野幸男豊島区長は、「消滅可能性都市」の指摘

を受け、直ちに区長が先頭に立って、女性にやさしいまちづくりと文化を通じたまちづく

りを持続的に実践した。 

 

(2) 随所に保育園を増設して待機児童ゼロ実現 

子育て世代が住みやすく、若い女性らが長く定着できる街を作るため、豊島区が集中し

たのは児童対策だった。保育園を増やして待機児童を徐々に減少させ、保育需要が増加し

ても待機児童が発生しないようにした。 

49 階の区庁舎に保育園を新設し、児童の遊び場としては、近くの公園と庁舎の屋上庭

園を園児の散歩コースにした。 

 

(3) 公園が変われば町が変わる 

豊島区は「公園が街を変える」ことを概念に公園を整備した。池袋駅周辺では 2020 年に
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総面積約 3 万平方メートルに 4 つの公園を再整備した。池袋駅から近い「南池袋公園」は

代表的なホームレス公園だったが、今では美しい緑の芝生が広がる公園に変わった。公園

内にはおしゃれなカフェ·レストランもあり、若い女性が子どもたちと一緒に訪れている。

南池袋公園がニューヨークのセントラルパークに例えられるほど地域の雰囲気は大きく変

わっている。新設された保育園の大部分が専用の園庭を持っていない中、南池袋公園だけ

でなく豊島区内の約 160 の公園は、子どもたちが散歩する園庭の役割をしている。 

 

(4) 公衆トイレを明るく清潔に改修 

豊島区は、女性たちから公園のトイレが「古くて、汚くて、怖い」という評価を受けて

いた。何よりも子ども連れが安心して使えるトイレが欲しいとの要望があったことをきっ

かけに、公衆トイレの改善に力を入れた。トイレが変わると公園が子どもや女性が集まる

場となり、都市の価値を高めると考えた。平成 29 年度から 3 ヵ年計画で、区内 133 カ所の

公園公衆トイレのうち 85 カ所を全面的に改修する「豊島パブリックトイレプロジェクト」

を進めている。清潔で親しみのあるトイレを作るため、若い芸術家たちを動員し、トイレ

の外壁に住民たちの日常生活の風景が描かれた「アートトイレ」を作った。 

 

(5) 地下道を安心して通行できるアートスペースに再生 

池袋駅には東西を貫く 77 メートル地下通路が 1925 年に作られ、1 日 3 万人以上が利用

しているが、老朽化が激しく「暗い、汚い、怖い」とのイメージから女性からそっぽを向

かれていた。豊島区では、誰でも安心して通行できる空間として同通路を再生する改修工

事を 2019 年 11 月に完成させたが、ここでも"アート"が活用されている。 

 

(6) 空き家をカフェ&ゲストハウスに改造し、"持続可能な村"を拠点に 

豊島区の空き家率は 15.8%で、23 区のうち最も高い。区では子どもがあふれる子育てが

楽しいまちづくりに空き家や空き地を活用しようと「リノベーションまちづくり事業」を

積極的に進めてきた。その一環として開催してきたのが「リノベーション·スクール」であ

る区内の実際の空き物件を対象に、建築家、デザイナー、会社員、主婦など様々な立場の

参加者がチームとなって具体的なリノベーションの事業プランを作成することが目的であ

る。「リノベーションまちづくり事業」は、平成 26 年度から平成 28 年度にかけて実施して

いたものである。 

古い商店街と空き家をリノベーションしてコミュニティカフェ&ゲストハウスに生まれ

変わった。1 階はシェアミシンとシェアキッチンがあるコミュニティカフェで、子育て世

代と子育ての先輩世代が交流する場であると同時に、子育てをしている人々の姿を商店街

のカフェで見られるようにし、若い世代にこの都市で子育てができるように伝えることが

目的である。2 階はゲストハウスで、街全体を一つの宿所としているのが特徴である。場

末の街で東京の日常を味わえるという点で外国人観光客に人気である。空き家のリノベー

ションが世代間の交流、地元の人や来訪者との交流ができる拠点となり、街に活気をもた

らしている。 

 

(7) 子供は街で一緒に見守り育てる 
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児童貧困と欠食問題が社会問題になっている中、子ども一人でも行ける無料または安価

の子ども食堂が全国的に広がっている。 

現在、豊島区には 13 ヵ所の子ども食堂がある。そのうち「こども WAKUWAKU ネットワー

ク」が運営する「こども食堂」は地域のボランティアが集まり、月に 2 回の夕食を提供し

ている。高校生までは無料で、大人は 300 円を支払う。貧しい家庭だけでなく、地域のす

べての子どもとその保護者を受け入れ、利用者が賑わっている。 

 

(8) 文化の発信拠点に変貌する池袋 

豊島区の中心地である池袋の街は 2020 年文化発信の検点へと変貌した。「国際アートカ

ルチャー都市」の象徴として「ハレザ池袋」が 2020 年 7 月にオープンする。公演場、映画

館、公演場など計 8 つの劇場を備えた複合商業施設で、区役所庁舎の敷地に設けられた。

1300 席規模の Brillia Hall と豊島区民センターは、2019 年 11 月にオープンした。2020

年には、池袋駅周辺の 4 つの公園を改装し、赤い電気バス「IKEBUS(イケバス)」が経由す

るようにした。 

 

５．政策的示唆点 

 

(1) 地方の人口移動で地域の雇用創出 

日本は、東京一極集中や地方人口の減少または消滅に対応し、大都市の人口を地域へ移

動させる人口移動政策を効率的に行っている。東京に集中する生産人口を地方に分散し、

地方の労働力拡大を通じて地域企業の活性化と地域経済の活性化効果が少しずつ現れてい

る。都市労働力が地方に定着することにより、移動人口だけでなく、定着後の世帯を構成

するため、単純人口移動効果と地方人口および世帯の増大効果が同時に発生している。  

 地域おこし協力隊の場合、1 年または 3 年の義務期間を終えて地域定着率が 60%を超過

し、起業率も 30%を超過して都市青年の地域移動および定着が效果的に達成されている。 

中央政府は人口減少·高齢化問題を深刻に経験している自治体の自律的自立基盤を支援す

るシステムを構築し、地域自ら必要な空間、事業に投資できるよう財源支援策を模索する

必要がある。労働力及び人口減少が深刻に発生する地域を対象に「地域活力特区」を指定

し、都市労働力の流入を図ることができる。 

 

(2) 地方移転に必要な経費支援 

地方に移転する労働者に実質的な賃金及び費用を保障することで、大都市に居住する青

年労働力が過疎地域に人口移動する政策の実効性を確保している。都市部から過疎地域な

ど条件の不利な地域に住民登録を移転し、勤労拠点を移した地域おこし協力隊には、1 人

当たり年間 400 万円の人件費と追加で年間 250 万円の経費を支援している。 

労働者 1 人が最大年間 650 万円の所得を確保でき、脆弱地域で実質的な生活が可能とな

り、都市青年人口が過疎地域に移動する人口移動政策の効率性が向上している。地域おこ

し協力隊、UIJ ターンはいずれも、中央政府と自治体が直接対象者を選抜し、予算を支援

しており、様々な段階を経る事業代理遂行機関が実施するのに比べ、予算の効率的な使用
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が可能なメリットも持っている。 

 

(3) 大都市の人材と地域雇用のマッチング 

中央政府が全国を対象に大都市の人材と地域の雇用とをリアルタイムでマッチングする

ことで、労働市場情報の非対称による失業を最小限に抑え、都市人材の地方移転を促進し

ている。 都道府県、市町村は、地域において必要な人材を求めるためマッチングプログラ

ムに雇用の情報を提供し、大都市の人材はマッチングプログラムにより本人の希望する仕

事を見つけることができる。全国単位の雇用マッチングプログラムを運営することで、人

材と雇用間のミスマッチによる求人難と求職難を解消する効果が発生する。人材の確保が

困難な地域企業は、雇用マッチングプログラムを通じて、別途の費用なしに必要な人材を

確保できるため、人材採用にかかる費用を節減することができる。地域企業は、全国単位

で必要な人材を求めることができ、さらに地域関係者を雇用することで、長期間の安定的

な人材確保が可能である。 

 

(4) 地域主導の人材採用システム 

地域おこし協力隊、UIJ ターン、女性·高齢者就業、外国人材など人材誘致事業と子ども

農山漁村体験事業費用は、中央政府が負担するが、自治体の要請により東京圏など大都市

の住民が応える方式で行われる地域主導事業である。自治体が直接、地域企業が必要とす

る人材を調査し、マッチングプログラムに関連情報を供し、大都市の人材を地域へ流入さ

せている。中央政府はマッチングプログラムを運営して予算を支援するだけで、地域が必

要な人材は地域が自ら要請するシステムである。  

自治体が採用する外国人材の場合も、自治体は日本国内のみならず、中央政府または公

共機関を通じてアジア、中東などの外国人材を採用している。自治体の国際化に寄与する

だけでなく、マッチングシステムを通じて効率的な人材採用が可能である。 

 

(5) 地方移転人口の底辺確保 

脆弱地域を含む地方は、東京圏などの大都市圏に、自地域に「関心人口」を確保するこ

とにより、長期的に大都市から地方に移転可能な人口の裾野を確保している。都市と農村

間の交流事業を通じて農水産物を都市に直接販売し、交流対象になる都市と農漁村間の関

心地域を確保している。小中学生を対象にした農山漁村体験事業は、幼少時代の農村訪問

を通じて農山漁村の長所を学習させることで、成長後の地方に移転できる人口の裾野を確

保する効果が発生する。 暮らしの質という観点から、都市に劣らない農村を期待できる機

会を提供することで、地方移転期待人口の拡大効果が発生する。 

 

(6) 地域企業の育成 

日本の道の駅事業は、地域企業が主要道路の休憩所事業を兼ねており、交通量の多い道

路では訪問者が多くなる効果を地域企業が活用した。訪問客に地域企業の第 1 次商品だけ

でなく、農産物を活用した第 2 次生産物の高級化を通じて固定顧客を確保し、地域の自然

環境を活用した体験商品や温泉、スキー商品を提供し、第 1 次、第 2 次、第 3 次産業間連

携して事業領域を広げている。 
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また、様々な製品工房を運営しており、観光客は高品質の製品を購入するために地域企

業を訪問し、地域企業が提供する温泉、宿泊、スキー、体験農場サービス商品まで幅広く

利用する顧客へと発展した。地域特産物を加工して販売にとどまる韓国の地域企業に比べ

て提供する商品やサービスの種類が多様で品質もかなり高く、顧客誘致効果が大きく現わ

れる。 

日本の地域企業は、製品生産に必要な専門技術者を地元住民ではなく、都市の専門家を

迎え入れて活用している。専門技術者を高賃金でスカウトし、製品の品質向上及び新製品

開発に活用している。工房ごとに該当製品の生産および開発に専門家を迎え入れ、高品質

を維持している。専門技術者のほかにも、地域企業を経営する専門経営者を導入している。 

 

(7) 消滅克服豊島の事例 

豊島区は日本創成会議で「消滅可能性のある都市」として東京圏で唯一含まれた。消滅

理由は治安上の不安から 20～39 歳の女性の人口が急減することであった。若い女性がい

なければ出生率が落ち、子どものいないところは活力もなく、自生するのも難しいという

のは自明である。都市存続が憂慮される状況で、豊島区の積極的な消滅克服政策は示唆す

るところが大きい。 

 

1） 保育施設の確保 

若い女性らの最大の関心事は、保育施設ということで意見が一致した。子供を信じて預

けることができれば、豊島区がはるかに魅力的な居住地に変わるだろうという意味である。

まず、豊島区は保育施設が不足して待機児童が増えたことを受け、直ちに保育施設建設補

助金の支給を増やすことにした。保育施設の賃借料を建設後 3 年までは全額支援し、4 年

目からは 85%まで支援することにした。区の保育予算は、平成 26 年の 23 億円から平成 30

年には 90 億円と 4 倍近く増えた。 

2014 年から 5 年間、豊島区では新規私立保育施設 50 ヵ所がオープンした。待機児童は

消え、豊島区では「保育施設の心配はしなくてもいい」という評価が出た。豊島区は狭い

面積に約 29 万人が住んでおり、人口密度が非常に高い。区役所内の保育施設「グローバル

キッズ東池袋」は日本初の区役所内の保育施設だ。場所を選ばず保育施設を作った。  

 

2) 公園を改造して子供の遊び場 

区役所内の保育園"グローバルキッズ東池袋"は、近くにある南池袋公園を庭園として活

用した。南池袋公園は 10 年前までは浮浪者が泊まる場所だったが、豊島区は 2009 年に南

池袋公園を閉鎖し、7 年間かけてリニューアルした。様変わりした公園に対する住民の爆

発的な反応は、豊島区を住みたい街にした。豊島区は 85 の公衆トイレも全面的に再整備し

て清潔で快適なトイレにし、子どもや母親が再び訪れる場所にした。 

 

3) 住民との出会いの場の拡充 

池袋こども食堂は、月 2 回の夕食を高校生までは無料で提供している。大人は 300 円だ

け払えば利用でき、非営利団体「ワクワクネットワーク」が運営している。貧困家庭の子

供を支援するために始めたが、地域の子供たちと住民の親交の場を作ってあげるという意
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味も大きい。豊島区には、このような「こども食堂」が 12 店ある。2016 年から古い空き

家を改修し、地域住民の客間と呼ばれるゲストハウスを作った。1 階は地域住民に無料開

放され、誰でも自由に使用できるようにした。  

 

4) 豊島区の 5 年間の努力 

豊島区は若い女性人口を呼び込むため、池袋駅周辺の街はずれを明るく輝く空間に変化

させ、裏通りにあった旧区役所庁舎を文化公演施設に変身させ、立ち遅れた地域に高級タ

ワーマンションを建てるなど、都市再生プロジェクトも一緒に行った。豊島区の努力で 20

～39 歳の女性が 5 年間で約 2500 人増えた。  

大都市の人口減少は単に豊島区の問題だけではない。東京の人口自体が 2025 年をピー

クに減少に転じるという予想だ。現在、日本の 65 歳以上の人口比率は全体人口の 28.4%で

世界トップである。  

豊島区の女性人口流入政策の結果、2024 年 4 万人で 2015 年 5 万人に比べて約 20%減少

する見通しだが、当初の半分が急減するとの見通しを大きく改善した数値である。これは

少子化高齢化問題の解決がいかに困難かを傍証する結果でもある。 

 

６．結論 

 

隣国である韓国と日本は、少子高齢化、首都圏への集中で、規模の小さい地方都市が早

いテンポで消える同様の現象に見舞われている。首都圏集中は人口だけでなく、企業、消

費の集中も同時に深まっている。このため、中央政府レベルで少子高齢化、首都圏集中に

対する対策作りが急がれるのが実情である。 

特に、首都圏集中現象は、都市が人口を引きつけるのではなく、地域産業の低迷で働き

口が不足し、人材が都市に行くしかないために生じた。日本は、地域産業や地域経済が崩

壊し、多くの人材が職を求めて大都市に移動し、東京一極集中や地方消滅の現象が加速し

た。これを受けて、日本政府は 2014 年に地方創生政策を導入し、施行している。さらには、

これまで地方の若者を集めて日本経済を牽引してきた東京圏内ですら起こり得る問題にな

った。 

東京の人口は 2025 年をピークに減少に転じる見通しだ。東京 23 区の中で唯一、豊島区

は「消滅可能性の都市」と指摘された。これを受け、豊島区は、「女性にやさしいまちづく

り」というビジョンを提示し、女性に寄り添った政策を積極的に進め、子育て世代が暮ら

したい都市をつくる計画を実践してきた。豊島区は、都市部の人口減少対策の最も模範的

なモデルとして注目を集めている。 

2014 年、日本は少子高齢化、地方消滅問題と東京一極集中を是正し、地域の活力を高め

るために「地方創生戦略」を策定した。「まち·ひと·しごと創生本部」は、2060 年に日本人

口 1 億人を確保するという具体的目標を立て、非首都圏地域の人口増加と雇用創出のため

に様々な地域活性化政策を策定·施行した。  

韓国と類似した社会環境を持つ日本が高齢化、少子化、人口減少、東京一極集中、地方

消滅に対応する政策は、韓国の地域政策の方向性を模索する上でも大いに参考になると思
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われる。また、大都市東京でさえ迫られる人口減少の危機にいち早く挑戦してきた豊島区

の取り組みを通じて、韓国の都市消滅問題を解決する上でも政策的な示唆を見出すことが

できるであろう。 

(了) 
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