
１．社会経済情勢等の変化 

 

第 8 次総合計画の策定にあたり，今後の土浦市の市政運営をしていくなかで，影響をおよぼす

社会経済情勢等の変化について整理する。 

 

（１）人口減少・少子高齢化の進行と地方創生 

 
１）人口減少と少子高齢化の進行 

 
 我が国の人口は，少子化や高齢化の進行に加え，平成 20年をピークに減少局面に入っています。

国では，この人口減少が今後加速度的に進行していくことを踏まえ，平成 26 年度にまち・ひと・

しごと創生本部を立ち上げ，人口減少社会の抑制にむけた対応を進めています。 

また，国は「まち・ひと・しごと創生基本方針 2016」において，足許の人口減少に関して，次

の認識を示しています。 

平成 27年国勢調査によると，我が国の総人口は１億 2，711万人であり，平成 22年の前回国勢

調査に比べて 94 万 7，000 人減少（年平均 18 万 9，000 人の減少）しており，国勢調査において

は大正９年の開始以来初めての減少を記録しました。 

平成 26 年に 1.42 となり９年ぶりの低下を記録した合計特殊出生率は，平成 27 年に 1.46 とな

り，上昇がみられる。平成 27 年の年間出生数は 100 万 5，656 人となり，平成 26 年の 100 万 3，

539人に比べて若干の増加となっています。しかしながら，全体的な動向においては，我が国の人

口減少に歯止めがかかるような状況とはなっていません。 

  

 

資料：国勢調査 

 
 

資料Ⅳ-2 



出生数及び合計特殊出生率の年次推移 

 

 

２）地方創生の取組み 

 
 国は人口減少と少子化・高齢化が進行するなかで，地方創生として，以下のような点から各地域

がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生していくことを求めています。全国の市

町村において，人口減少の抑制にむけた独自の人口ビジョン・総合戦略を策定し，取り組みを進め

ています。 

①人口減少問題は地域によって状況や原因が異なる。 

②大都市における超低出生率・地方における都市への人口流出＋低出生率が日本全体の人口減少

につながっている。 

③東京一極集中を是正し，若い世代の結婚・子育て希望を実現することにより人口減少を克服。 

④地域特性に応じた処方せんが必要。 

  

 

我が国の総人口は，平成 20年をピークに減少へと転じ平成 52年には 1億 700万人程度になり，

総人口に占める高齢者の割合は，平成 22 年の約 23％から約 36％まで増加すると見込まれていま

す。人口減少及び少子高齢化の進展は，国内需要や労働力人口の減少などによる経済活動の縮小，

地域活力の低下，国や地方公共団体の財政悪化による社会生活基盤の劣化など，社会経済に影響を

及ぼすことが懸念されています。 

そのため国では，「地方創生」の推進により，急激な少子高齢化の進展に対応し，地方がそれぞれ

の地域特性に応じた対応策を講じることで，人口減少に歯止めをかけるとともに，将来に渡って活

力ある地域社会を維持していくことを目指しています。 

 



（２）経済のグローバル化の進展 

１）ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）の締結 

①２１世紀型の新たなルールの構築 

ＴＰＰは，モノの関税だけでなく，サービス，投資の自由化を進め，さらには知的財産，電子

商取引，国有企業の規律，環境など，幅広い分野で２１世紀型のルールを構築するものです。 

成長著しいアジア太平洋地域に大きなバリュー・チェーンを作り出すことにより，域内のヒ

ト・モノ・資本・情報の往来が活発化し，この地域を世界で最も豊かな地域にすることに資する

ことになります。 

②中小・中堅企業，地域の発展への寄与 

ＴＰＰ協定により，大企業だけでなく中小企業や地域の産業が，世界の成長センターであるア

ジア太平洋地域の市場につながり，活躍の場を広げていくことが可能になり，我が国の経済成長

が促されます。 

ヒト，モノ，資本，情報が自由に行き来するようになることで，国内に新たな投資を呼び込む

ことも見込め，都市だけではなく地域も世界の活力を取り込んでいくことが可能となります。 

③長期的な，戦略的意義 

自由，民主主義，基本的人権，法の支配といった普遍的価値を共有する国々とともに貿易・投

資の新たな基軸を打ち立てることにより，今後の世界の貿易・投資ルールの新たなスタンダード

を提供します。 

アジア太平洋地域において，普遍的価値を共有する国々との間で経済的な相互依存関係を深め

ていくことは，地域の成長・繁栄・安定にも資することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：内閣官房 HP 

 

 

 

２）観光立国と訪日外国人旅行者（インバウンド） 

 

国は「日本再興戦略―JAPANisBACK―」（2013 年 6 月）で「2030 年には訪日外国人旅行者数 3000

万人を超えることを目指す」という成果指標を掲げ，「日本再興戦略改定 2014」（2014 年 6 月）で

は，2020 年に 2000 万人という目標も新たに加えました。2014 年 6 月には，「観光立国実現に向け

たアクション・プログラム 2014」が観光立国推進閣僚会議で決定され，①「2020 年オリンピック・

パラリンピック」を見据えた観光振興，②インバウンドの飛躍的拡大に向けた取り組み，③ビザ要

件の緩和など訪日旅行の容易化，④世界に通用する魅力ある観光地域づくり，⑤外国人旅行者の受

け入れ環境整備，⑥MICE（Meeting，Incentive，Convention，Event の頭字語/国際会議，展示会な

ど）の誘致・開催促進と外国人ビジネス客の取り込み，の施策が打ち出されています。 

さらに，「日本再興戦略改訂 2015」では，地域の観光インフラの供給制約が観光産業成長の足か

せになることのないよう，空港容量や宿泊施設をはじめとする受入環境整備に向けた取組を加速化

することとし，「日本再興戦略改訂 2016」では，観光地の一体的なマーケティング，ブランディン

グ等を戦略的に推進する専門組織である日本版DMOを全国各地で形成・育成していくとしています。 

また，2020 年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。国では，この

絶好の機会を東京のみではなく全国で活用するため，観光産業の国際競争力を抜本的に強化し，我

が国経済の底上げにつなげていかなければならないとしています。 

 

 



 

経済のグローバル化により，これまで以上に「人」「モノ」「資本」「情報」の動きが活発化し，海外

での動向が社会経済及び日常生活に大きな影響を及ぼすようになりました。その結果，急成長を続けて

きた中国経済の減速やイギリスのＥＵ離脱への動き等の世界経済の変動が，国内へも直ちに悪影響とし

て表れるようになっています。 

平成 27 年 10 月に TPP（環太平洋パートナーシップ）協力協定が大筋合意に至り，段階的に関

税が撤廃されることになりました。TPP協定の実施により，自動車産業ではコスト削減が図れる一

方，農業分野では国内農業が国際競争に晒されるなどメリット・デメリットの両側面があるため，

適切な対応をしていく必要があります。 

また国では，近隣諸国のビザ要件の緩和や外国人旅行者の受け入れ環境整備，日本文化の魅力を

背景として訪日外国人旅行者（インバウンド）の誘致を積極的に推進し，グローバル化を活かした

観光立国の実現に取り組んでいます。平成 32 年に東京オリンピック・パラリンピックの開催を控

えていることから，地方においても急増する外国人旅行者の受け入れ態勢を整えることが求められ

ています。 

 

（３）安心安全なまちづくりに対する意識の高まり 

 
１）刑法犯の認知・検挙状況 

 
刑法犯の認知件数は，平成 15 年から減少に転じ，26 年中は 121 万 2，163 件と，前年より 10

万 1，977件（7.8％）減少した。近年の刑法犯の認知件数の減少は，窃盗犯の認知件数の減少が大

きな要因となっており，14年から 26年にかけての刑法犯の認知件数の減少数の 90.2％を同期間の

窃盗犯の認知件数の減少数（148万 229件）が占めている。 

刑法犯の検挙件数は，15 年から 19 年にかけて 60 万件台で推移していたが，それ以降減少を続

け，26年中は 37万 568件と，前年より２万 3，553件（6.0％）減少し，戦後最少となった。刑法

犯の検挙件数の減少についても，窃盗犯の検挙件数が減少したことが大きな要因であり，14 年か

ら 26年にかけての刑法犯の検挙件数の減少数の 75.9％を同期間の窃盗犯の検挙件数の減少数（16

万 8，353件）が占めている。 

 特殊詐欺全体の認知件数及び被害総額は，振り込め詐欺以外の特殊詐欺（金融商品等取引名目の

詐欺等）を振り込め詐欺と共に集計することとした 22年以降，増加を続けている。 

 平成 26 年のストーカー事案と配偶者からの暴力事案等の認知件数は，いずれも「ストーカー規

制法及び配偶者暴力防止法」の施行以降，最多となった。 



刑法犯の認知・検挙状況の推移（昭和 21～平成 26年） 

 

資料：平成 27年版 警察白書 

 
特殊詐欺認知件数・検挙件数・被害総額の推移（平成 22年～26年） 

 
資料：平成 27年版 犯罪白書 

 

 

 

 

 



ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等の認知件数の推移 

 
資料：平成 27年版 警察白書 

 
２）首都直下地震対策の動き 

 
東日本大震災を受けて内閣府は首都直下地震の被害想定を見直し，あらゆる可能性を考慮した最

大クラスの巨大地震・津波を対象とした地震のモデル検討や被害想定について平成 25 年 12 月に

内閣府が検討結果を公表しました。この地震・津波災害への対策として平成 25 年 12 月に首都直

下地震対策特別措置法が施行され，平成 26 年 3 月には首都直下地震緊急対策区域の指定と首都直

下地震緊急対策推進基本計画が決定されています。平成 27 年の計画変更に伴い，定量的な減災目

標として，平成 27 年度から今後 10 年間で，想定される最大の死者数を約 2 万 3 千人から概ね半

減，想定される最大の建築全壊・焼失棟数を約 61 万棟から概ね半減させることが掲げられ，住宅

等の耐震化や家具の固定や地震時等に著しく危険な密集市街地の解消等について具体目標を設定

されました。 

また，インフラ面では，昭和 40 年代の高度経済成長期の急激な人口増加，市民ニーズの多様化

などに応える形で，多くの公共施設の整備が進められました。この時期に整備されたインフラはす

でに相当の年数が経過しており，インフラの老朽化や設備・機能の陳腐化などが進んでおり，災害

時の被害最小化や迅速な回復への備えを進めるとともに，予防措置としての補修や計画的な更新を図

る必要があります。 

 

 

 
資料：平成 27年版 防災白書 



 

３）慢性的な医師の不足・偏在 

 
 平成 26 年の医療施設に従事する人口 10 万対医師数は 233.6 人で，平成 25 年（226.5 人）に比

べ 7.1 人増加しています。これを都道府県（従業地）別にみると，京都府が 307.9 人と最も多く，

次いで東京都 304.5人，徳島県 303.3人となっています。一方，最も少ないのが埼玉県の 152.8人

で，次いで，茨城県 169.6人，千葉県 182.9人となっています 

 また，主たる診療科が小児科の医師数を都道府県（従業地）別にみると，東京都が 153.4人で最

も多く，最も少ないのは茨城県の 75.3 人でした。また，専門性資格の小児科専門医が最も多いの

は鳥取県の 132.0人で，最も少ないのは茨城県の 47.6人でした。 

 
都道府県（従業地）別にみた医療施設に従事する人口 10万対医師数 

 

資料：平成 26年版医師・歯科医師・薬剤師調査 

 
都道府県（従業地），主たる診療科（小児科）・専門性資格（小児科専門医）別にみた 

医療施設に従事する人口 10万対医師数 

 
資料：平成 26年版医師・歯科医師・薬剤師調査 

 



近年，多様化・凶悪化する犯罪の防犯や，多発する自然災害の防災・減災など，安心・安全に対

する意識が高まっています。 

防犯面では，凶悪犯罪の発生件数は減少傾向にあるものの，特殊詐欺（ニセ電話詐欺等）やスト

ーカー事案などの身近な犯罪は高い水準で発生していることから，治安の確保に取り組む必要があ

ります。 

防災・減災面では，東日本大震災からの復興及び福島第一原子力発電所事故の影響への対応をは

じめ，熊本地震や関東・東北豪雨被害など近年激甚化する自然災害への備えが課題となっています。

また，高度経済成長期に整備が進められたインフラの老朽化が進んでおり，災害時の被害最小化や迅速

な回復への備えを進めるとともに，予防措置としての補修や計画的な更新を図る必要があります。 

医療・福祉面では，全国的な医師の不足・偏在といった地域医療の問題や超高齢化に伴う介護福

祉サービス，食の安全，感染症などへの関心が高まっており，医療福祉の充実が求められています。 

安心安全を実感できる暮らしを実現するためには，市民の防犯・防災意識の醸成と併せて，各種

対策による安全確保や，危機管理体制の構築が必要となります。 

 

（４）地球環境問題の深刻化 

 
 地球温暖化の問題はこれまでも京都議定書の締結などにおいて取り組みが進められてきまし

た。平成 27年（2015年）には，国連気候変動枠組条約第 21回締約国会議（COP21）が開催さ

れ，新たな気候変動対策に関する法的文書として，全ての国が参加し，長期目標を位置づけ，ま

た，全ての国が温室効果ガス排出削減目標を 5年ごとに提出・更新することを義務付けることが

定められた画期的なパリ協定が採択されており，引き続き対応していく必要があります。 

 経済成長と人口増加に伴い，世界における廃棄物の発生量は増大しています。このような状況

の中，我が国における国民の 3R に関する意識は総じて低下の傾向にありました。しかし，その

一方で具体的な 3R 行動の実施率は，従来から大きな変化は見られませんでした。これらの結果

を踏まえ，問題意識が実際の 3R に結び付くような社会システムの在り方の検討を行う必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 28年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 



 

近年の世界経済の急速な進展や人口増加により，地球温暖化の進行や生物多様性の危機など広域

的に取り組むべき環境問題がより深刻化しています。我が国においても，異常気象による災害の激

甚化のほか，PM2.5による国境を越えた大気汚染，大手自動車メーカーによる排ガス規制や燃費の

偽装など，環境をめぐる新たな問題も生じています。 

平成 27 年 11 月に開催された COP21（気候変動枠組条約第 21 回締約国会議）においては，平

成 32 年以降の地球温暖化対策の国際的な枠組みであるパリ協定が締結されました。我が国におい

ても，温室効果ガス排出量を，平成 42 年度に平成 25 年度比 26％減とする削減目標を決定してい

ます。 

自然環境・生態系の保全に加えて，地球温暖化問題の解決や循環型社会，低炭素社会の構築など，

環境と経済が両立した持続可能な社会の実現が重要となります。 

 

（５）ICT 社会の進展 

 

１）ICT の生活への浸透（情報通信白書） 

 
主に 2000 年代以降，インターネットの普及によって，個人の日常生活や企業・公的機関の活

動において様々な形で利用が進展しています。併せて，近年のスマートフォンの普及によって，

ICT利活用は生活の様々な場面に及んできています。 

 個人の ICT利活用では，①情報収集活動，②コンテンツ消費，③コミュニケーション，④ネッ

トショッピングの普及，⑤電子マネーの普及などが挙げられます。 

 

 

資料：平成 27年版 情報通信白書 

 
 

 



２）今後の ICT の潮流（情報通信白書） 

 
ICTの分野では，生活への浸透が進むとともに，技術が著しく進歩しており，今後は以下のよ

うな進展が見込まれます。 

①端末分野では，インターネットにつながるモノ（IoT端末）の数の急速な拡大が生じています。

センサーの小型化・低廉化・高機能化・省電力化等を背景として，あらゆるモノがネットワー

クにつながる IoT時代が本格的に到来しつつあります。IoTで想定されている接続されるモノ

は，パソコンやスマートフォン等の従来型の通信機器だけでなく，車や家電，産業用設備など，

従来通信機能を備えていなかった機器や，様々な日用品にまで拡大しています。 

②ネットワーク分野では，データ流通量の爆発的な増加が生じています。IoT 時代には，人間を

含めた現実社会に存在するあらゆるモノの形状や状態，動作がセンサーにより自動的にデジタ

ルデータ化され，ネットワークに流入するようになります。センサーを通じて取得される情報

は，網羅性と多様性を高めつつあるとともに，取得頻度のリアルタイム化も進みつつあります。

その結果，ネットワークを流通するデータ量は，人がマニュアルでデータを入力していた時代

とは比べ物にならないほど増大すると予想されています。 

③コンピューティング分野では，アルゴリズムの高度化が顕著となっています。特に，コンピュ

ータによって人間の思考と同じ機能を再現することを目指す人工知能（AI: Artificial 

Intelligence）の分野では，2006 年にトロント大学のジェフリー・ヒントン（Geoffrey E. 

Hinton）氏らの研究グループが，脳科学の仮説をニューラル・ネットワーク 4に応用したディ

ープ・ラーニング（深層学習）5 という画期的手法を提案して以降，応用への期待が急速に高

まっています。 

 

 

 

資料：平成 27年版 情報通信白書 

 

情報通信技術（ICT)は劇的に進歩しており，産業の生産性を高めるとともに，インターネット環

境や SNS（Social Networking Service）の普及により，生活の利便性を急速に向上させています。 

様々なモノがインターネットに接続され，情報交換することにより相互に制御を行う IoT（Internet 

of Things）や，人工知能による機械学習（ディープラーニング）等の ICT を活用したネットワー

ク化は，企業活動における新たな価値の創出と効率化，コミュニケーションの拡大に寄与するとと

もに，公共サービスの提供システムの高度化など国民生活に大きな影響を与えることが予想されて

います。 

一方で，情報格差の是正や，デジタル機器の取り扱いやネット利用の基本的知識（情報リテラシ

ー）教育の推進，個人情報の保護，サイバーセキュリティ対策などが課題となります。 

 

 



（６）産業構造・就業構造の変化 

 

１）産業構造・就業構造の変化 

 
所得水準の向上や国民ニーズの多様化等を背景に，サービス産業が経済活動に占める割合は高

まる傾向にあります。最近 10 年間をみると，高齢化等を背景に個人向けサービス産業のシェア

が高まっており，こうした現象は先進国を中心に共通してみられます。 

 産業別の就業者割合をみると，第三次産業の就業者割合が一貫して増加傾向にあることがわか

ります。一方，第二次産業や第一次産業の就業者割合は減少傾向にあり，産業構造のソフト化・

サービス化が一層進んでいることがわかります。 

 また，就業者の雇用形態についてみると，非正規の職員・従業員の割合が一貫して増加基調に

あることがわかります。 

 

 
資料：国勢調査 

 

 
資料：平成 26年年次経済財政報告 

 



 

資料：就業構造基本調査 

 
２）中小企業経営者の高齢化 

 
中小企業の経営者年齢の現状を確認すると，1995年では，経営者年齢のピークは 47歳でした

が，2000年代に推移するにつれ，年齢層のピークもシフトし，2015年では，ピークの年齢は 66

歳となっています。 

 

 

資料：2016年版 中小企業白書 

 



 

日本の産業構造は，第二次産業から第三次産業への高度化により，第三次産業の就業人口が増加

し，産業構造のソフト化・サービス化が一層進んでいます。平成 22 年の国勢調査では，第一次産

業の就業者数の割合が 4.2％（平成 17年には 4.9％），第二次産業が 25.2％（同 26.4％），第三次産

業が 70.6％（同 68.6％）であり，医療・福祉などを含む第三次産業の増加が目立っています。 

為替変動の影響を受ける製造業の海外生産を促進し，中間財が増加しており，国際収支構造が変

容し，中小製造業も海外を含めた事業展開が求められています。一方，地域経済を支える家業を基

盤とした農林業や工業，商業では，事業承継の問題などの課題を抱えています。 

雇用面では，パートや派遣など非正規雇用が若年層で拡大しており，所得格差の拡大や生活不安

の増大の一因となるとともに，晩婚化や未婚率の上昇，出生率の低下にもつながっているため，雇

用環境の改善が必要です。 

今後は，「地方創生」の取り組みによる新産業の創出のほか，地域資源を活用した農林業や製造

業，観光産業などの地域産業の発展による雇用創出が期待されます。 

 

（７）価値観の変化と協働社会の進展 

 
１）心の豊かさを重視 

  
 国民生活に関する世論調査によると，物の豊かさよりも心の豊かさを重視する傾向が続いてい

ることが確認できます。ただし，近年は，物の豊かさを人が徐々に増加する傾向がみられます。 

 

 
資料：平成２７年度 国民生活に関する世論調査



２）仕事と生活の調和に関する希望と実際の隔たり 

  
 仕事と生活の調和（ワークライフバランス）に関する個人・企業調査によると，仕事・家庭・

個人の生活の優先度合の希望は，男女合計で「仕事と家庭生活をともに優先」「家庭生活」「家庭

生活と個人の生活をともに優先」の順となっています。一方で，実際（現実）は「仕事優先」「仕

事と家庭生活をともに優先」「家庭生活」の順となっており，ワークライフバランスに関する希

望と実態に大きな隔たりがあることがわかります。 

 

 

 

 

資料：平成２６年 ワーク・ライフ・バランスに関する 個人・企業調査 

 

 



３）個人志向の高まり 

  
 社会意識に関する世論調査によると，社会志向と個人志向との差が少なくなりつつあり，近年

は，社会志向が低下傾向，個人志向が上昇傾向にあります。 

 

 
資料：平成２７年度 社会意識に関する世論調査 

 
４）社会貢献意識の変化 

  
 個人志向が強まる一方で，人々の社会への貢献意識の推移をみると，「何か社会のために役立

ちたい」と考える人は長期的に上昇傾向にあります。 

 

 
資料：平成２７年度 社会意識に関する世論調査 

 

 



 また，市民のボランティア活動に対する関心について聞いたところ，「とても関心がある」

（9.3％），「少し関心がある」（50.3％）との合計は 59.6％で，ボランティア活動に関心を持って

いる者が過半数となっています。 

 

 

資料：平成２７年度 市民の社会貢献に関する実態調査 

 

 

近年，人々の価値観の多様化が進んでおり，従来の「モノ」を購入することに価値をおく生活か

ら，様々な「コト」を楽しむ価値観へと変化しています。心豊かに暮らすため，仕事と生活の調和

（ワークライフバランス）がとれた社会を実現していくことが重要になっています。 

一人世帯が増加するなかで高齢化も相まって，介護などの社会福祉の面での需要が高まっていま

す。一方，地方財政が厳しさを増す中で公的なサービスの限界もあり，地域コミュニティを再構築

していくことが求められています。また，精神的な豊かさの追求に加えて，ボランティアなどによ

る市民の社会貢献活動のほか，企業や NPO 等も地域づくりに関わることで，地域コミュニティの

中での豊かさにつながる協働の取り組みが一層重要となってきています。 

 



（８）多様な人が活躍する社会づくりの要請 

 
１）一億総活躍社会の必要性 

 
若者も高齢者も，女性も男性も，障害や難病のある方々も，一度失敗を経験した人も，みんなが

包摂され活躍できる社会が求められています。国では，一人ひとりが，個性と多様性を尊重され，

家庭で，地域で，職場で，それぞれの希望がかない，それぞれの能力を発揮でき，それぞれが生き

がいを感じることができる社会強い経済の実現に向けた取組を通じて得られる成長の果実によっ

て，子育て支援や社会保障の基盤を強化し，それが更に経済を強くするという『成長と分配の好循

環』を生み出していく新たな経済社会システムが必要として，一億総活躍社会を標ぼうしています。 

 
２）ニッポン一億総活躍プラン 

 
具体的には，「ニッポン一億総活躍プラン」において，日本経済にさらなる好循環を形成するた

め，旧三本の矢の経済政策を一層強化するとともに，広い意味での経済政策として，子育て支援や

社会保障の基盤を強化し，それが経済を強くするという新たな経済社会システム創りに挑戦する。

少子高齢化の流れに歯止めをかけ，誰もが生きがいを感じられる社会を創る。一億総活躍社会は，

女性も男性も，お年寄りも若者も，一度失敗を経験した方も，障害や難病のある方も，家庭で，職

場で，地域で，誰もが活躍できる全員参加型の社会をつくるとしています。 

 

 
資料：平成 27年版 男女共同参画白書 

 



 

アベノミクスが取り組む金融ならびに財政政策によって，我が国の経済状況は緩やかな回復基調

にあるものの，少子高齢化という構造的な問題による生産年齢人口の減少が経済成長の妨げとなっ

ています。 

そのため，平成 27年 10月に発足した第 3次安倍改造内閣では，経済成長と併せて，子育て支援

と社会保障の充実により，年齢，性別，障害の有無を問わず家庭・職場・地域で誰もが活躍できる

「一億総活躍社会」を実現し，少子高齢化に歯止めをかけることを目標として掲げています。 

国では，平成 26年 10月に「すべての女性が輝く社会づくり本部」を設置し，女性が職場におい

ても，家庭や地域においても，各人の個性と能力を十分に発揮できる社会づくりを行っていくとし

ています。 

今後は，多様な人材を積極的に活かす取り組み（ダイバーシティー）の推進により，女性活躍の

ほか，障害者雇用や高齢者の再雇用などの促進が期待されています。 

 

（９）地方分権改革及び行財政改革の推進 

 
１）地方自治制度の見直し 

 
平成 26年 5月 15日に発足した第 31次地方制度調査会においては，内閣総理大臣からの諮問

事項である人口減少社会に的確に対応する三大都市圏及び地方圏の地方行政体制のあり方，議会

制度や監査制度等の地方公共団体のガバナンスのあり方等について審議が行われ，平成 28 年 2

月 29日に「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申」

が取りまとめられた。 

「定住自立圏構想」は，人口 5万人程度以上の中心市と近隣市町村が連携・協力することによ

り，圏域全体で必要な生活機能を確保し，地方圏への人口定住を促進する政策であり，平成 21

年度から全国展開が進められています。 

 
２）地方分権改革の推進 

 
国では，住民に対する行政サービスの向上や行政の効率化を図るとともに，地方が特色を持っ

た地域づくりや地域に合った行政を展開することができるよう，国と地方の役割分担を見直し，

地域の自主性・自立性を高めるため，地方分権改革の推進に取り組んでいます。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

創生における極めて重要なテーマであるとしています。 

地方分権改革については，地方分権改革推進法（平成 18 年）による地方分権改革推進委員会

の勧告に基づき，第 1次地方分権一括法から「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成 26 年法律第 51 号。以下「第 4 次地方分権

一括法」という。）までの 4 次にわたる一括法により，地方に対する事務・権限の移譲及び規制

緩和（義務付け・枠付けの見直し）について，具体的な改革を積み重ねてきています。 

 
資料：平成 28年版 地方財政白書 

 
３）第 5次地方分権一括法以降の展開 

 
国では，これまでの地方分権改革の成果を踏まえ，平成 26 年より，委員会勧告方式に替えて

「提案募集方式」を導入し，地方の発意に根差した新たな取組みを推進し始め，第 5次地方分権

一括法において関係法律の整備が進められました。また，平成 28 年 5 月には地方版ハローワー

クの設置などを柱とする第 6次地方分権一括法が成立しています。 



 
資料：平成 28年版 地方財政白書 

 

我が国では，地方分権改革推進法（平成 18年）による地方分権改革推進委員会の勧告に基づき，

第 1次地方分権一括法から「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律」（平成 26年法律第 51号。以下「第 4次地方分権一括法」という。）まで

の 4次にわたる一括法により，地方に対する事務・権限の移譲及び規制緩和が進められてきました。

さらに，平成 26 年より，委員会勧告方式に替えて「提案募集方式」や「手挙げ方式」による分権

改革が進められており，地方の意見が十分に反映されるように国に働きかけるとともに，地方でも

分権改革の成果を活かした独自の取組を積極的に進めることが求められます。 

今後，地方分権のさらなる進展により，自治体が果たすべき役割と責任が高まることが予想され

ます。多様化する行政ニーズに対応しながら自立した自治体経営を維持していくためには，一層の

行財政改革が求められることから，広域行政への取組みや民間活力の活用による行政サービスの効

率化も求められます。 

 


