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Q 推計結果は、全国1799市区町村（2013
年３月時点、福島県を除く、政令指定都

市のうち12市は行政区ごと）のうち半数の
896市区町村が40年までに「消滅する可能性
がある」という衝撃的な内容だった。

A 知事の時から、今回のようなデータが必要

だと感じていた。人口は国全体で2040年ま

でに2000万人減ることが分かっているが、実際

にどの地域で減っていくのかを示したデータがな

い。その結果、人口減という「不都合な真実」か

ら目をそらし続けてきた。問題への対応は大都市

と地方で違う。具体的な議論をする時、その違い

を意識しないと、有効な対策は打ち出せないと考

えた。行政サービスの提供に懸命に取り組んでき

た自治体は、人口減少時代に入ると逆にサービス

の縮小・撤退を迫られる。一番決めにくいことを

決めなければならず、問題の先送りにつながった。

推計のベースは国立社会保障・人口問題研究所

（社人研）が13年３月に公表した将来人口の予測。

社人研は10年の国勢調査を基にしている。人口は

この年を境に減少に転じた。転換点の数値で推計

したデータを地域の皆さんに見てもらい、今後の

対応策を練ってほしいと考えた。

Q 消滅する可能性がある自治体を明示した
発表に、動揺が広がっている。

A 具体的な名前を公表しないとダメだと考え

ていた。公表後、推計結果について多くの

問い合わせが寄せられたが、クレームは１件もな
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い。今回の結果が出る前から、地域の皆さんは実

情を理解していたと思う。子どもが減って小学校

の統廃合が相次ぎ、大変な苦労をされたはずだか

ら。首長の関心は推計結果ではなく、今後の対策

に向いている。社人研にも「推計値をベースにさ

らに突っ込んだ分析ができないか」という市町村

からの問い合わせが多いそうだ。

「消滅」という言葉は分科会の中で自然に出て

きた。人口がだんだん減ってゼロになれば「消

滅」だ。それ以外は考えられないし、実態を伝え

るには最も適した言葉だと思う。もっとも我々は

「消滅可能性都市」と言っており、「消滅都市」

ではない。

Q 今回のシミュレーションは社人研の推計
とどこが違うのか。

A 我々が特に注目したのは若年女性（20 ～

39歳）の人口だ。なぜかというと、子ども

を産む中心世代の若年女性が減少し続ければ、人

口の「再生産力」が低下し、総人口の減少に歯止

めがかからなくなるから。出生率が上がっても、

出生数が減る現象は以前から認識しており、率だ

けに目を向けると、真実が覆い隠されてしまう。

今回、専門家から若年女性に注目すべきだと指摘

されたが、私の実感にピッタリ合っていた。

10年から40年までの30年間に若年女性が半分

以下になれば、仮に出生率が高まっても人口減少

は止まらない。そうした自治体はいずれ消滅する

だろう。社人研の推計では、若年女性が30年間で

半分以下になるのは全体の２割、373市区町村だ。

ただ、この数値は地方から大都市圏への人口移

動が段階的に収束することが前提。我々は年６万

～８万人が大都市圏に移動する現在の状況がそれ

ほど変わらないとして、推計し直した。その結果、

若年女性が半分以下になる「消滅可能性都市」が

全市区町村の49.8％に上る結果になった。人口は

就業環境や所得水準が良好な地域に移動する傾向

があり、地方と東京の格差が今後、縮小していく

とは考えにくい。20年には東京五輪もあり、東京

への移動はむしろ加速する可能性がある。

５月８日の発表では明らかにしなかったが、40

年にかけて高齢者（65歳以上）人口が減っていく

地域も多い。マクロでは今後、高齢者が増え、医

療や介護への対応が大変だと言っているが、それ

は関東など一部だけで、全体の44％に当たる794

市町村では、若者だけでなく高齢者すら減る段階

にすでに突入している。こうした市町村では介護

が若者の雇用を吸収してきたが、高齢者が減れば

状況はがらりと変わるはずだ。介護の需要が増え

る東京に職を求め、東京への人口移動に拍車をか

けるかもしれない。

Q 今回打ち出した対策の中で特に力を入れ
てほしい点は。

A 根源的な問題となるが、どうやったら子ど

もを産むようになるのかという点だ。結婚

や出産はデリケートな部分があり、人口移動を止

める方が政策的にはやりやすいが、一方で社会的、

制度的に障害になっていることは積極的に取り除

いていかなければならない。大事なのは若い人が

結婚して、子育てをしようという気持ちになれる

こと。子どもが幸せな状態で増えていく。それが

できなければ、いくら社会増に取り組んでもしよ

※福島県の市区町村別推計はしていない

40年時点で総人口１万人未満（523）
40年時点で総人口１万人以上（373）

2010年比で若年女性人口が50%以上減少する
市区町村
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うがない。

25年に1.8を目標に掲げた「希望出生率」は実

現可能だと思う。ただ、行政が勝手に考えてはい

けない。社会が実現しなくてはと価値観を抱くの

かどうかが大切。数値は政策の評価の指標に使え

ばいい。少子化対策は難しくて、これまでの対策

が実際に効果を上げているかというとそうではな

い。本当に少子化になる原因が実は分かっていな

い気がする。あるいは人間の本質的なことで、少

子化は避けられないのかもしれない。もう一つは

就労と出生率の因果関係がよくわからない。わか

らないファクターが多く、結果としておおよそよ

さそうなのだが、本当に対策がいい対策なのかど

うかがわからない。

Q 地方の人口減少の最大要因は若者の大都
市への流出で、国全体の少子化に拍車を

かけていると指摘した。若者の流出を止めるに
は、どうすればいいのか。

A 首都への人口集中は他の先進国では歯止め

がかかっているのに、日本では依然続く。

生活費が高かったり、子どもを預ける施設が少な

かったりする大都市で、若者は子どもをつくりた

がらない。そこで、大都市への流出を食い止める

「ダム機能」を持たせた拠点都市を各地域に設け

れば、消滅可能性都市は減るし、同時に国全体の

人口減にもストップがかかると考えている。拠点

都市には若者をひきつける魅力が不可欠だ。教育

や就労の場の確保はもちろん、通勤時間や生活コ

ストを軽減し、子育てをしながら仕事ができる環

境整備が求められる。拠点都市は地域ブロックご

とに絞り込み、集中投資するのがポイントだ。

総務省も拠点都市を核に圏域の成長をめざす

「地方中枢拠点都市」構想を打ち出している。こ

の構想では拠点都市を人口や昼夜間人口比率を基

に決めるが、産業構造など違う視点も加味しない

とダメだ。大企業の工場が立地したり大学が集積

したりして、若者が多い市町村があるはずだ。人

口が多くても、県庁所在地のように行政機関が集

まっているだけの市を拠点にするのは危険だ。

対応策については、ほぼすべての省庁から審議

官級の幹部に個人の立場で参加してもらい議論し

た。今年１月から４月初めまで10回近く会合を重

ねた。気になったのは、拠点都市のイメージがバ

ラバラな点。国土交通省、厚生労働省、総務省と

それぞれ別の考えを持ち、このまま走り出したら

中途半端な結果に終わる。拠点都市の性格は地域

によって異なる。根幹部分は共通の概念で通し、

枝葉は地域の実情に合わせる緻密な作業が欠かせ

ない。

Q「消滅可能性都市」が多い地方だけでな
く、東京などの大都市にも課題が多いの

ではないか。

A その通りだ。むしろ一番厳しいのは東京か

もしれない。地方は出ていく人をどう食い

止めるかに力を尽くさなければならないが、若者

が集まる大都市は、女性が子育てと仕事を両立で

きる環境を整えるなど、少子化に歯止めをかける

策を徹底的に進める必要がある。高齢者対策も不

可欠だ。東京都の舛添要一知事は現在、「待機介

護老人」が４万3000人いると言っているが、こ

のままだと40年にはとんでもない数に膨らんで、

医療や介護のサービスを提供しきれなくなる。中

高年層に地方への住み替えを促すなど、今のうち

から対策を打っておかねばならないだろう。

人口が少なく住民の顔が見えるところは危機感

を伝えやすく、首長が歩き回れば今後の対策を取

りまとめるのは比較的容易だ。しかし、大都市で

増田氏は記者会見で、人口減少にもっと危機感を持つよう訴えた
� （５月８日、東京・港）
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はそれができない。今後は東京のデータをより深

く分析し、東京の住民に危機感を伝えるとともに、

対策も考えていく。

Q 提言に盛り込んだ様々な対策を見ると、
民間ならではの斬新なものがあまり見当

たらない。

A 斬新なアイデアというのは、地に足が着か

ず、実現性の低いものになりがちだ。我々

は政府をどう動かすかに主眼を置いて対策を練り

上げた。人目を引く「とんがった」アイデアも出

たが、対策には盛り込まなかった。各省庁がすん

なりと受け止め、実行に移しやすいように工夫し

たつもりだ。

人口減対策の柱は①ストップ少子化戦略（出生

率の向上）②地方元気戦略（地方に拠点都市を設

置）③女性・人材活躍戦略（行政、民間企業での

女性登用や高齢者就労の促進、海外から高度な技

術やノウハウを持つ人材の受け入れ）――の３つ

だ。人口問題は微妙な要素を含み、いろいろと気

を遣って対策をまとめたが、それでも拒否感はあ

ると思う。例えば、子どもを何人産むかは個人の

自由。企業も女性社員が出産や育児で長期の休み

を取ることに抵抗があるかもしれない。出生率に

は、基本的人権の問題も絡んで踏み込めない聖域

がある。大都市への人口流出に歯止めをかける方

が効果があるとみており、対策として実現の可能

性も高いだろう。

Q 今回の結果を地域はどう受け止め、対応
していけばいいのか。また、政府への働

きかけは。

A 首長や地方議会議員の皆さんには、今回の

推計結果を議論の材料にしてもらいたい。

我々のデータだけで不十分であれば、住民基本台

帳の転入・転出情報などを組み合わせれば、より

精緻な分析が可能だ。ぜひ、有効な対策につなげ

てほしい。

例えば、秋田県では大潟村の健闘が光る。40年

の若年女性人口が10年比で15.2％も増えるとは驚

きだ。しかも同県内の市町村で若年女性人口が増

えるのは同村だけ。では、同村と他の市町村との

違いは何か。調べていくと、個人の納税額が秋田

市よりもずっと多い。大がかりな干拓事業を進め

た同村では、農地の規模が大きく農業経営の仕方

が効率的で、しかも女性の働き場所が多い。こう

した状況を浮き彫りにするデータは今まで存在し

なかった。今回の推計結果が人口減対策を打ち出

す糸口になればと考えている。

今回の推計はあくまで民間の立場で進めた。政

権が毎年のように代わっている時に出しても意味

がなく、安定している今がチャンスだと思った。

発表前に、菅義偉官房長官に会って報告した。発

表後に安倍首相にも直に説明した。極めて熱心に

耳を傾けていただき、地域の実態を重く受け止め

てもらったと思う。検討に参加した各省庁の幹部

からも、それぞれの大臣に報告しているのではな

いか。官房長官は秋田県出身で横浜市議会議員を

務め、総務相も経験している。大都市と地方の両

方の事情を肌感覚で分かる方が、各省庁を束ねる

立場にいることも対策を進めるうえで意味がある

だろう。

質問を終えて▶▶

衝撃的な推計結果の発表から１カ月余り。今や「時

の人」となった増田氏は、新聞・雑誌の取材やテレ

ビ出演、講演などに引っ張りだこだ。多忙なスケジ

ュールの合間を縫ってのインタビューとなったが、

記者の質問に一つひとつ丁寧に答えてくれた。静か

な語り口ながら、発言に説得力があるのは、客観的

な数値データの裏付けがあるからだろう。

「人口問題はライフワークか」との問いに、「人口

減が激しい地で知事を務めた経歴を前提に意見を求

められる機会が多く、この問題から離れることはで

きない」ときっぱり。調査、分析をさらに深め、同

氏ならではの斬新な提言を期待したい。

� （主任研究員　前島　雅彦、川上　寿敏）

※  58ページに若年女性の人口減少率が大きい自治体
（上位100位）を掲載
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表　若年女性（20～39歳）の人口減少率が大きい自治体
　　��※��日本創成会議人口減少問題検討分科会のシミュレーション。▲はマイナス。減少率は2040年と2010年の比較。若年女性人口と総人口は

2040年の推計値

市区町村名（都道府県名）
若年女性
の人口減
少率（％）

若年女
性の人
口（人）

総人口の
減少率
（％）

総人口
（人）

1 南牧村 （ 群馬県 ） ▲89.9 10 ▲74.2 626
2 川上村 （ 奈良県 ） ▲89.0 8 ▲72.2 457
3 今別町 （ 青森県 ） ▲88.2 20 ▲62.4 1211
4 奥尻町 （ 北海道 ） ▲86.7 27 ▲64.9 1064
5 木古内町（ 北海道 ） ▲86.5 45 ▲61.5 2057
6 神流町 （ 群馬県 ） ▲85.5 13 ▲70.6 691
7 夕張市 （ 北海道 ） ▲84.6 100 ▲71.6 3104
8 歌志内市（ 北海道 ） ▲84.5 48 ▲71.0 1271
9 松前町 （ 北海道 ） ▲84.4 93 ▲63.9 3162
9 福島町 （ 北海道 ） ▲84.4 53 ▲67.5 1660
9 吉野町 （ 奈良県 ） ▲84.4 105 ▲64.6 3063
12 下仁田町（ 群馬県 ） ▲83.7 89 ▲61.5 3431
12 那賀町 （ 徳島県 ） ▲83.7 85 ▲64.4 3320
14 室戸市 （ 高知県 ） ▲83.4 156 ▲68.0 4868
15 粟島浦村（ 新潟県 ） ▲83.2 2 ▲55.4 163
16 外ヶ浜町（ 青森県 ） ▲83.1 77 ▲65.3 2458
17 南山城村（ 京都府 ） ▲83.0 42 ▲60.3 1223
17 高野町 （和歌山県） ▲83.0 47 ▲57.7 1680
19 東吉野村（ 奈良県 ） ▲82.7 16 ▲70.6 631
20 神山町 （ 徳島県 ） ▲82.6 60 ▲63.9 2181
20 東秩父村（ 埼玉県 ） ▲82.6 49 ▲57.9 1411
22 妹背牛町（ 北海道 ） ▲82.1 40 ▲59.6 1400
23 早川町 （ 山梨県 ） ▲82.0 13 ▲68.9 388
24 能勢町 （ 大阪府 ） ▲81.4 191 ▲50.7 5740
25 若桜町 （ 鳥取県 ） ▲81.3 54 ▲59.5 1570
25 大月町 （ 高知県 ） ▲81.3 65 ▲57.2 2477
25 能登町 （ 石川県 ） ▲81.3 217 ▲59.4 7945
28 南幌町 （ 北海道 ） ▲80.9 151 ▲48.2 4551
29 曽爾村 （ 奈良県 ） ▲80.6 33 ▲56.4 826
30 新上五島町（ 長崎県 ） ▲80.4 289 ▲61.3 8549
31 大豊町 （ 高知県 ） ▲80.2 41 ▲68.5 1487
32 豊能町 （ 大阪府 ） ▲79.8 439 ▲49.0 11205
33 中泊町 （ 青森県 ） ▲79.7 201 ▲57.2 5448
34 笠置町 （ 京都府 ） ▲79.3 27 ▲57.4 693
34 深浦町 （ 青森県 ） ▲79.3 134 ▲60.0 3872
36 愛南町 （ 愛媛県 ） ▲79.0 357 ▲56.8 10396
36 豊富町 （ 北海道 ） ▲79.0 78 ▲51.4 2127
36 三笠市 （ 北海道 ） ▲79.0 141 ▲68.7 3196
39 紀美野町（和歌山県） ▲78.8 170 ▲54.8 4694
40 奈井江町（ 北海道 ） ▲78.6 102 ▲54.6 2810
41 すさみ町（和歌山県） ▲78.5 62 ▲54.8 2138
42 上砂川町（ 北海道 ） ▲78.2 62 ▲68.4 1291
43 鮭川村 （ 山形県 ） ▲78.1 80 ▲54.5 2212
43 奥多摩町（ 東京都 ） ▲78.1 91 ▲61.9 2306
45 三好市 （ 徳島県 ） ▲77.9 471 ▲60.8 11753
45 小谷村 （ 長野県 ） ▲77.9 56 ▲58.5 1337
47 七戸町 （ 青森県 ） ▲77.8 305 ▲53.5 7797
48 上ノ国町（ 北海道 ） ▲77.7 97 ▲63.4 1988
49 津和野町（ 島根県 ） ▲77.5 121 ▲59.1 3451
50 栄町 （ 千葉県 ） ▲77.3 583 ▲46.4 12104
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51 大蔵村 （ 山形県 ） ▲77.0 65 ▲55.9 1660
52 芦別市 （ 北海道 ） ▲76.9 285 ▲62.4 6259
53 美波町 （ 徳島県 ） ▲76.6 116 ▲58.8 3197
54 白糠町 （ 北海道 ） ▲76.5 184 ▲59.1 3799
55 江差町 （ 北海道 ） ▲76.4 203 ▲57.4 3835
55 久万高原町（ 愛媛県 ） ▲76.4 134 ▲59.9 3863
57 当別町 （ 北海道 ） ▲76.3 413 ▲45.2 10287
57 津別町 （ 北海道 ） ▲76.3 86 ▲55.4 2515
59 様似町 （ 北海道 ） ▲76.2 103 ▲54.8 2314
59 壮瞥町 （ 北海道 ） ▲76.2 64 ▲54.0 1486
61 西和賀町（ 岩手県 ） ▲76.0 90 ▲56.7 2859
62 五島市 （ 長崎県 ） ▲75.9 711 ▲52.7 19201
62 下市町 （ 奈良県 ） ▲75.9 138 ▲56.6 3047
64 片品村 （ 群馬県 ） ▲75.8 86 ▲54.7 2221
64 身延町 （ 山梨県 ） ▲75.8 237 ▲57.7 6116
64 せたな町（ 北海道 ） ▲75.8 176 ▲59.1 3922
67 周防大島町（ 山口県 ） ▲75.7 271 ▲57.9 8030
68 小値賀町（ 長崎県 ） ▲75.6 32 ▲62.3 1075
68 小川町 （ 埼玉県 ） ▲75.6 791 ▲47.7 17212
70 ときがわ町（ 埼玉県 ） ▲75.5 290 ▲45.4 6783
70 湯浅町 （和歌山県） ▲75.5 333 ▲53.4 6161
70 普代村 （ 岩手県 ） ▲75.5 57 ▲49.3 1567
70 五木村 （ 熊本県 ） ▲75.5 17 ▲67.0 398
74 智頭町 （ 鳥取県 ） ▲75.4 142 ▲56.0 3398
75 対馬市 （ 長崎県 ） ▲75.2 691 ▲59.1 14076
76 羅臼町 （ 北海道 ） ▲74.9 147 ▲53.2 2756
77 東栄町 （ 愛知県 ） ▲74.8 47 ▲59.7 1516
78 小平町 （ 北海道 ） ▲74.6 81 ▲56.2 1630
78 男鹿市 （ 秋田県 ） ▲74.6 679 ▲54.7 14635
80 神石高原町（ 広島県 ） ▲74.5 144 ▲54.9 4671
80 鰺ヶ沢町（ 青森県 ） ▲74.5 230 ▲52.6 5423
80 五城目町（ 秋田県 ） ▲74.5 202 ▲57.7 4444
83 山添村 （ 奈良県 ） ▲74.3 74 ▲55.0 1848
83 西ノ島町（ 島根県 ） ▲74.3 54 ▲50.7 1545
85 山都町 （ 熊本県 ） ▲74.2 256 ▲53.5 7889
85 野沢温泉村（ 長野県 ） ▲74.2 72 ▲52.0 1851
85 檜原村 （ 東京都 ） ▲74.2 39 ▲52.9 1206
85 中頓別町（ 北海道 ） ▲74.2 38 ▲61.3 764
85 和束町 （ 京都府 ） ▲74.2 103 ▲52.8 2114
90 羽幌町 （ 北海道 ） ▲74.1 158 ▲53.5 3704
91 洞爺湖町（ 北海道 ） ▲73.8 235 ▲53.8 4683
92 日之影町（ 宮崎県 ） ▲73.7 60 ▲60.2 1775
93 由良町 （和歌山県） ▲73.6 143 ▲54.5 2958
94 湯沢町 （ 新潟県 ） ▲73.5 196 ▲37.9 5215
94 千早赤阪村（ 大阪府 ） ▲73.5 155 ▲50.1 3002
94 戸沢村 （ 山形県 ） ▲73.5 113 ▲53.9 2444
97 串本町 （和歌山県） ▲73.4 333 ▲51.0 8940
98 月形町 （ 北海道 ） ▲73.3 77 ▲41.1 2860
98 穴水町 （ 石川県 ） ▲73.3 154 ▲50.8 4787
100 竹富町 （ 沖縄県 ） ▲73.2 149 ▲41.1 2271
100 太地町 （和歌山県） ▲73.2 64 ▲49.0 1659


