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～地域力を高める「系（システム）」の創造～ 

株式会社富士通総研 公共コンサルティング事業部 蛯子准吏 

 

地域活性化に向け、情報通信技術の活用（地域情報化）が進められてきた。行政主導で行われ

る社会的実験、民間主導で既存ビジネスの付加価値向上をはかるサービスの提供等、官民問わず

地域情報化に向けた取組みが進められている。インターネットが身近な存在として定着した 10

年ほど前より推進され、地域住民の利便性の向上、観光をはじめとした地域経済の活性化等にお

いて、一定の成果をあげてきた。携帯電話をはじめとした情報端末の高度化、Google をはじめ

とした従来にはない新たなインターネットサービス等の登場など知識情報社会が本格化するな

か、地域情報化においても従来の発想から脱却した新たな活用方策を模索する動きがある。 

その背景には、従前は固定的であった情報の発信者と受信者が、新たな情報技術の登場により

融合する変革期を迎えていることがあげられる。これまでの情報革命が、情報処理の効率化に伴

う量とスピードの革命であったすれば、現在進行している新たな変化は、情報を取り巻く主体間

の関係を変化させる革命である。Amazon や Apple といった企業は、情報サービスの利用者を情

報の受信者であるとともに発信者として捉え、自社の情報基盤の価値をより高める仕組みを構築

することに成功している。これらは、情報のやり取りが活性化することにより、更にその情報の

価値を高める仕組みであり、情報が生まれ、集約・分析され、また新たな情報を生むといった循

環サイクルを作り出すことで、新たな価値（情報）を継続的に創造している。一定のルールのも

と、自律的に情報がやり取りされ情報の再生産を繰り返すことから、情報の生態系（エコシステ

ム）とも呼ばれる。新たな情報通信技術の活用にあたっては、この「系（システム）」の視点か

ら情報を捉えることが重要である。 

従来の地域情報化の取組みは、特定の活動を情報化により効率化または加速化させる観点から

取組まれてきた。情報化の目的は、産業振興等の地域活性化に係る一部活動を加速化させるカン

フル剤であり、地域を取り巻く経済社会環境の変化に対応するための基礎体力をつけるものでは

ない。新たな地域情報化の取組みは環境変化に対応する地域力、すなわち地域の資源である地域

コミュニティという「系」の力を高めることを目的とする。情報通信技術を活用し、地域の絆を

深めるための新たなコミュニケーション基盤を構築することで地域コミュニティ活動の活性化

を図り、地域の諸課題の解決に向けた自助、共助、公助の力を強化することを狙いとしている。 

少子・高齢化の進展等、わが国は経済・財政をはじめとした様々な分野における「課題先進国」

である。地域社会に目を向けると、更に先鋭化した課題先進地域が存在する。これらの地域は、

将来の日本の縮図であり、将来、日本全体が直面する諸課題の解決に向けた重要なヒントを与え

てくれている。コミュニティという地域資源は、設備のように消費に伴い減少する資源ではなく、

消費（活用）することで価値が向上する創発的資源である。活動と対話を通じて交わされる「気

づき」が創発を生み、価値を創造的に高めて行く。地域情報化に係る政策・施策の展開にあたっ

ては、地域力を高める「系（システム）」を創造する視点から先行的取組みを実施し、そこで得

られた貴重な知見を将来の備えに向けた財産と捉え、政策・施策に今後の取組みに反映させる発

想が求められる。今後の取組みに期待したい。 

羅羅針針盤盤  
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新たな国土形成の視点と新たな公共 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

１．はじめに 

戦後 50 年、日本経済は世界第 2 位の経済大国に向けて急速な右肩成長を遂げた。この間、国

土の均衡ある発展、多極分散型など国土形成の戦略が展開され、経済社会の充実に向けて大きな

成果を生みだしてきた。こうした流れを国土交通省の資料でさらに長い期間で捉えてみると、明

治維新以降の近代化と右肩上がり成長の根底に急速な人口増加があったことが分かる。 

 
 

若い世代を中心とする人口増加は、豊富な労働力を経済社会に供給し経済成長の原動力となっ

ただけでなく、右肩上がりの所得・貯蓄の拡大をもたらし国や地方自治体の借金を支え社会資本

整備の政策遂行を可能にしてきた。しかし、21 世紀に入り少子高齢化時代の到来による急速な

労働力人口の減少、それに伴う所得・貯蓄の量的減少は借金依存による国や地方自治体の財政運

営に限界を強く生じさせ、今後その制約は一段と強まらざるを得ない。こうした中、画一的な国

土形成の有効性が低下し、新たな国土形成の理念とそれに基づく具体的政策の明確化が経済社会

全体において必要となっている。こうした点は、国と地方の役割分担、都市部と非都市部の関係

などの再検証を通じて地方分権、地域主権の議論にも大きな影響を与える。 

２．従来の国土計画の経緯 

戦後の国土形成計画は、全国を対象として定めた「全国計画」と地方ごとに定めた「広域地方

計画」の二本立てで構成されてきた。1962 年に策定された「第一次全国総合開発計画」以来、5 

政政策策論論説説  

（資料）国土交通省国土計画局作成資料 
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次にわたり策定された全国総合計画は「国土の均衡ある発展」を目標に地方分散を軸に大都市部

への一極集中を改善するため、地方の経済社会水準の向上に向けた社会資本整備が主軸として展

開されてきた。その背景には、経済の右肩上がりによる量的拡大とそれを支える開発思考があっ

た。 

（１）均衡ある国土の発展政策 

第一次全国総合計画が策定された 1960 年代は、中央集権型統治の強まりの下で産業国家の形

成が経済面で比較的順調に推移した時代である。戦後の右肩上がり成長は、大量生産、大量物流、

大量消費の経済活動によって実現した。大量の経済活動を効率的に行うには、標準化が不可欠と

なる。中央集権型統治の階層化と並ぶ重要要素たる標準化が行政領域だけでなく、民間領域でも

有効に機能した時代である。全国的な標準化を実現するために展開された代表的政策が「均衡あ

る国土の発展」であった。1950 年に国土の利用、整備及び保存を推進するための総合的、基本

的計画を定める国土形成法が制定され、その中核に位置した全国総合開発計画で掲げられた目標

が均衡ある国土の発展であった。 

①新中央集権 

こうした均衡ある国土の発展政策は、高度成長期をもたらす一方で中央集権体質を強め「新中

央集権」という言葉を生み出している。新中央集権とは、戦時体制下の中央集権型支配に逆戻り

するのではなく、高度成長という経済社会現象に合わせた中央集権体質を形成することとして正

当化する流れを生み出している。この流れは、64 年 9 月 29 日の第一次臨調答申の「行政事務の

配分に関する改革意見」で示された機関委任事務活用論を契機として一段と強まった。第一次臨

調は「中央省庁の地方出先機関に中央―地方を通じる行政を担わせるより、中央省庁は権限を保

持しつつ実際のしごとを府県に行わせるという、「国は企画、地方は実施」の体制がより効率的

と判断したもの」と整理している。当時の自治省内部でも機関委任事務活用論が活発化している。

そこには「自治省にとって中央各省の出先機関、公団はまったく権限外であるが、府県の機関委

任事務ならば府県に対する掌握度を強めればコントロールもかなりできる」、「当面は中央省庁か

ら府県に機関委任事務と国庫補助金という形で権限と財源をおろさせ、それを自治省がコントロ

ールするという現実的な方式に転換した」、新中央集権に対して建前としての「地域総合行政」

を提起したもの」とする考えが存在したことが指摘されている1。新中央集権主義は、地方自治

体の国への陳情体質を強固にしたと同時に、戦後の機関委任事務、国庫補助金、必置規制、出先

機関等の体制を確立させる要因ともなった。さらに、57 年第四次地方制度調査会は、二重行政

や非効率性排除から府県廃止論等を採択、道州制導入の流れも生じている。広域行政の必要性の

高まりは、国への権限吸収の形で対応され中央集権型統治を強固にしている。

②脱均衡ある国土の発展 

しかし、少子高齢化、アジアを含めたグローバル化が進む中でこうした従来の思考に対して適

切性、有効性が疑問視されその見直しに関する議論が 21 世紀に入ってから様々な場で活発化し

ている。こうした議論を受けて 2005 年から新たな理念に基づく国土計画の策定がスタートし、 

 
1 小森治夫『府県制と道州制』（2007）高菅出版，pp.28-33。 
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2008 年 7 月に新たな「全国形成計画全国計画」が閣議決定されている。この全国計画は、人口

及び産業の動向その他の経済社会構造に的確に対応するため、特性に応じて自立的に発展する地

域社会、国際競争力の強化及び科学技術の振興等による活力ある経済社会の実現などを目標とし

て掲げ、これまでの国土の均衡ある発展の思考を実質的に転換する内容となっている。 

さらに、2009 年 8 月の衆議院選挙で誕生した民主党連立政権の下で 2010 年 5 月に国土交通省

成長戦略会議の報告書が提示され、その中で「公共事業費減少の中、「財政に頼らない成長」を

大原則とした上で、「国土の均衡ある発展」に代表されるばらまき行政・再配分政策からの脱却

を図り、限られた公共投資を費用対効果に応じて集中的に配分する。また、集中投資と併せて、

地域や企業の創意工夫による成長を促進するため、成長の足枷となっている規制緩和に積極的に

取り組み、自由度を高め、民間の新しい提案や大胆な経営を促進させる。ファンドやＰＰＰに代

表されるような「民間の知恵と資金」が積極的に活用される仕組みを導入し、効果的な公共投資

を行う。特に、個人金融資産を活用して、新しい資金の流れを市場に誘導する方策を講ずる。経

済活動のグローバル化・国際展開に対応し、また、地域の自由かつ自主的な活動を支えるため、

官民が連携し、積極的な人材育成に取り組む」などの点が示されている。以上の流れを踏まえ、

新たな国土形成における具体的な政策発動に向けて 2011 年度予算編成と並行して、2010 年 9 月

から年内を目途とした検討が国土審議会を中心にスタートする。 

３．政策検討の方向性 

来年の通常国会への法案提出などを目指した政策検討の柱は、成長戦略の考え方を反映し、

（１）大都市圏戦略の策定・推進、（２）多様な官民連携主体による内発型地域戦略の推進、（３）

新しい公共の担い手による地域づくりの推進が挙げられている。 

（１）大都市圏戦略 

アジア諸都市の台頭による日本の国際競争力の相対的低下への懸念の中、成長戦略では国の成

長を牽引するエンジンである世界都市東京をはじめとする大都市に関する国の主導型の戦略を

明確にし、大都市の再生や成長を促す仕組みを発展させ、これまでの既成の考え方にとらわれず

規制緩和や金融措置などを講じることにより、民間の資金・活力・アイディアを 大限に引き出

して国際競争力を強化することが必要としている。そして、成長戦略では大都市圏戦略実現の課

題として、第 1 に財政制約が厳しい中、公共事業依存から脱却し、自発的・自立的に地域の個性

と強みを活かして地域のポテンシャルを活性化させること、第 2 に人口減少・高齢化、地球環境

問題、社会資本の老朽化などの課題を克服するため ICT（情報・通信に関する技術） も活用し

たサステナブルな都市・まち経営と人・環境に優しい都市・まち空間を実現すること、そのため

国として、やる気とアイディアを有する地域・都市・まちが、民間の参画を促しつつ、例えば観

光などとも連携した自発的・戦略的な地域・まちづくりやインフラ施設の維持管理・リニューア

ルを行いやすくするための制度の構築や規制緩和、支援を行うことが重要としている。特に東京

では、羽田の 24 時間国際拠点空港化等を契機として文化・交流機能や交通アクセス機能を強化

し、経済と環境が両立した世界 先端の「ビジネス・エコシティ」を目指とし、具体的には・ア

ジア統括拠点が集積する質の高い業務機能、快適な居住空間、優れた文化・学術・研究機能、良

好な景観、歴史的・伝統的建造物等の観光資源、・外国人も安心して居住・滞在できる諸環境（ユ

ニバーサルデザイン等）・高度な ICT 機能、地震等に対応する防災機能、 先端の省エネ・環境 
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負荷低減機能、環境負荷が低く都市の回遊性を高める質の高い移動手段、以上の機能を備えたシ

ョーケースとしてそのまま海外に輸出できるような都市構造の創造を目指し、2020 年目途とし

て都市整備分野において国家戦略プロジェクトの推進や老朽ビルの建替等を促進することで

大５～８兆円程度の民間投資を実現するとした。 

そして、短期的に 2011 年度の財政、政策形成に関しては、第 1 に大都市の国際競争力強化に

向けて、国家戦略プロジェクトによる都市の再構築とそれを実現するための官民連携によるワン

ストップ型の体制を確立するため、都市再生特別措置法の前倒し延長・拡充や大都市圏戦略の策

定を行うことを柱としている。都市再生特別措置法の前倒し延長・拡充は、官民協議会による事

業の実施・運営体制の構築とこれを通じたワンストップサービスの実施による事業進捗の円滑化、

容積率等の都市計画制限をはじめとした各種規制緩和と各種税制減免（特区内の外国企業に対す

る税制優遇など）を行う国際競争拠点特区（仮称）の設定、民間事業者が行う多数の地権者との

調整や再開発のための土地集約整形を支援、国際競争拠点の構築・維持管理を行う事業者や NPO 

等に対する税制支援（減価償却の特例や不動産取得税の軽減など）、公的金融支援を含めた民間

資金の導入促進措置等を内容としている。同時に国家戦略的観点から「大都市圏戦略基本法(仮

称)」を制定し(首都圏整備法等を抜本改正）、2012 年を目途に国が国家戦略として「大都市圏戦

略」を策定するとしている。 

その他、②細分化された土地を集約・整形して一体的敷地として活用するため、国・公有地等

の有効活用（例：細街路の再編）などによる大街区化の推進、③大都市の枢要地区で、従来の容

積率規制に拘らず、民間事業者の都市の成長に寄与する幅広い環境貢献の取組を評価して容積率

を大幅な緩和、④高度な ICT を活用した低炭素型環境共生都市づくりのノウハウを情報発信する

セミナーをアジアの拠点都市で開催するなど積極的なシティセールスの展開、⑤開発が長期にわ

たる優良プロジェクトについて、民間金融機関の長期融資が付かない現状を踏まえ、特に調達が

困難なミドルリスク資金供給の円滑化など安定的な金利で長期に資金調達ができる方策を検討

すること、⑥国際競争力強化のトリガーとなる戦略プロジェクトに向けた検討の開始などを掲げ

ている。 

こうした議論は、都市部と非都市部の資源配分関係を再構築するものであり、中央集権から地

方分権の議論にも密接に関係する内容となる。それだけに、府省ごと、業界ごと、都市部と非都

市部、都道府県と市町村等細分化された利害対立が激しくなり、対立的構図を解除する解決策を

生み出しづらくする可能性がある。こうした構造的対立を克服するには、国土形成を通じて行財

政も含めた新たな国の姿を明確化する必要がある。 

（２）新たな公共と内発型経済社会への転換 

さらに、多様な官民連携主体による内発型地域戦略の推進、新しい公共の担い手による地域づ

くりの推進では鳩山内閣時に提示された「新たな公共」概念を社会資本整備や街づくりに活用す

るための具体化に向けた制度が検討され、早ければ来年の通常国会に法案提出され、2011 年度

予算編成も含めた税制面・歳出両面での支援措置が議論される。その上で、2012 年度からの本

格実施を目指す。具体的には、行政と民間を繋ぐ官民連携の中間支援組織を準行政機関として見

なすことで実質的な規制緩和を図ると同時に、様々な行政による関与等の見直しが進められるよ

うに国・地方自治体との協議権の付与や税制上の支援措置、基金形成、容積率の見直し等が検討 
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される予定である。 

公共施設整備、公有地活用等を通じた社会資本整備、街づくりの官民連携展開の中核となる中

間支援組織を充実させることで、営利・非営利の事業形態の中間に位置するソーシャルエンター

プライズの存在を地域との関係で極めて重要な位置づけとすることを意図する。そのことは、単

にコスト削減のための官民連携ではなく、中間支援組織を準行政と看做して公共セクターの多様

化を図ることでもある。たとえば、ソーシャルエンタープライズの形態は英国で盛んとなってお

り、2006 年段階ですでに 6 万前後の存在が確認されている。英国ではソーシャルエンタープラ

イズを「事業の主目的が社会的で、利益は事業目的又は地域投資に向けられ、株主や投資家の利

益を 大化することを第一としない企業」と定義づけている。そして、2002 年にブレア首相は

「公益を実現するための革新的で新しい手法」であり、政府としてその発展を支援する政策を可

能な限り展開することを重要としている。アジア地域でも中間支援組織やソーシャルエンタープ

ライズの活動が活発化しており、日本が遅れた状態となっている。ソーシャルエンタープライズ

活動の共通点は、①自然保護、環境保全、地域再生、社会資本等に多彩な活動を展開しているこ

と、②主な経営資源は企業や個人からの支援であること、③ソーシャルエンタープライズの事業

形態は行政からの委託形態が大きなシェアを占めているものの、中間支援組織を準行政機関とし

て位置づけることで行政の受託機関としての位置づけから脱皮すること、④資金面を中心に調達

力・持続力が総じて弱く、この弱点を少しでも補うために経営資源提供者に対して配当を行わな

い等の特性を持っていること、⑤経営資源の増強を支援するため税制等の支援措置を政策的に講

じること、などが挙げられる。こうした展開は、今回の成長戦略が 終的に目指すアジアへの都

市システムのショーケースとしての機能一体型移転にも不可欠な要素となる。 

そして、以上の取り組みは内発型経済社会の実現においても重要となる。日本の 20 世紀の産

業国家時代と 21 世紀の知の時代の大きな違いは、活力の源泉を外部に求めるか、それとも内部

に求めるかにある。産業国家時代は、活力を外部に求め外生的要因を取り込むことで内側の力を

大限に発揮する外生的活力の時代であった。これに対して、情報化を背景とする知の時代は自

らの活力の源泉たる付加価値を内側から生み出す内発的活力の時代となる。地方にとって外生的

活力とは、国から補助金や様々な支援策を取り込み均衡ある国土の発展政策の下で少しでも都市

部と同質化することを地域の活力とすることである。外の力を自らの内側に取り込み地域が同質

化することであり、そこでは、自分の地域に如何なる資源が存在しているかより、新しい資源が

国や都市部からどの程度どのような内容で入ってくるかが重要な関心事となる。このため、行政

活動においても中央たる永田町や霞が関が何を考え、どのような政策を展開するかをいち早く認

識し、国の定めた基準や補助金要綱に合わせた事務事業の展開を準備することが有効性を持った。

いわゆる上からの公共性の展開である。 

こうした資源の同質化は、資源制約がなく追加的な資源投入が可能という発想が支配した右肩

上がり時代には問題を顕在化させずに済んだ。これに対して、内発的活力では、地域の異なる資

源を可能な限り発掘し活用することで差別化された付加価値を生み出すことを活力の源泉とす

る。外部からの力を受け身で受け取るのではなく地域にある資源を自ら掘り起こし活用する時代

であり、下からの公共性を今まで以上に重視すること時代である。情報化・知の時代では、地域

にある資源を生かし、社会構造を地域内の視点から創造する内発的活力の強化が極めて重要とな

る。少子高齢化による人口減の時代を迎え、グローバル化同様、同質化した中では国内に置いて 
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も限られた資源を効率的に活用するため東京や各地域の都市部への一極集中を加速させやすい。

どこの地域でも資源が同質化していれば、同質化の中の効率性を求め様々な資源が集積している

地域に経済社会活動が集中する。都市部へ資源を吸い込むストロー効果を生じさせる。たとえば、

経済成長期とは異なり新幹線が人を呼び寄せるのではなく、都市部に人口を吸い上げる効果を地

域にもたらす。その実例は新潟、長野など多く地域ですでに生じている。その根本的原因は、新

幹線にあるのではなく都市部と同質化した地域自体にある。地域の内発的活力を発揮することは、

戦後日本の政策の柱であった均衡ある国土の発展の発想と体質を抜け出すことであり、中央集権

型統治を政治、行政、民間活動において脱却することを意味している。 
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情報の非対称性の深刻化 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

民主党菅政権による 2011 年度予算財政運営戦略は、国債費を除く歳出の大枠を 2010 年度並

みの 71 兆円以下に抑制し、新規国債発行額の上限を 2010 年度予算並みの約 44 兆円以下に抑え

る内容となった。削減分は医療や環境など成長分野へ重点配分する方針を示した。 

これに先立ち 6 月 22 日に菅内閣は「地域主権戦略大綱」を閣議決定している。この中では交

付金等の改革に関連して一括交付金を各府省の枠にとらわれず、ブロックの政策目的の範囲でい

かなる政策にどれだけの予算を投入し、どのような地域を目指すのかを住民自身が考え決めるこ

とができるようデザインされなければならないとした。その上で、一括交付金の対象範囲として

「社会保障・義務教育関係」について国として確実な実施を保障する観点から、必要な施策の実

施が確保される仕組みを検討するとともに、基本的に全国画一的な保険・現金給付に対するもの

や地方の自由裁量拡大に寄与しない義務的な負担金・補助金等は、一括交付金化の対象外とする

こと、その他  保険・現金給付に対するもののほか、一括交付金化の対象としないものは、 小

限に限定するとしている。以上の一括交付金制度の創設は、従来の補助金制度と異なり国が細か

な要件を定めて地方自治体がそれに合わせて申請する形態ではなく、可能な限り税源移譲と同様

に地方自治体が自らの財源として自由に活用できる仕組みとすることが必要となる。一括交付金

化しその交付基準が補助金制度とは異なり事前に事細かく決定していなくても、地方自治体の自

由度が拡大するとは限らない。自治体の交付金申請に基づき国が決定し配布するのであれば、逆

選択の実態が深刻化するからである。 

交付金を一括しても、その交付決定が国側で行われ補助金と異なりその決定基準が明確化、具

体化されていない場合、そこには情報の非対称性が存在することになる。情報の非対称性とは、

当事者間で保有する情報に大きな差があることを意味する。この情報格差が国と地方の対等・協

力関係の形成を困難にする。たとえば、情報格差が著しい場合、当事者間の意思決定は不平等な

関係に陥るため、予め情報格差が十分に予測できる場合は意思決定を拒絶することも可能となる。

市場取引では、情報の非対称性が著しい場合、取引自体が破綻的となり市場の失敗を生じさせる。

こうした状況は市場に限られない。国と地方、の関係では、情報の非対称性が常に大きく存在す

る。情報の非対称性は、さらに重要な問題を提起する。それは逆選択の問題である。地方が知ら

ない情報を国が保有している場合、地方がいくら自主的な判断を行ってもその判断は限られた情

報の中の限られた選択肢にすぎない。隠された情報が存在する中での自由は、形式的限定的な自

由に過ぎす、国と地方の縦割りの縦型ネットワークの中で統治された自由に過ぎなくなる。地方

はこれまでも国等に陳情し、自らの政策実現に努力してきた。しかし、そのことは中央集権的統

治の下で地方自らが知り得る情報の中での限られた働きかけに過ぎない。自ら選択しているよう

で国から与えられる情報によって支配された選択であり、本当に選択しているのは国である。こ

うした実態が逆選択である。 

補助金が交付金方式になっても、国が交付決定権を実質的に持つ限り逆選択の状態を脱するこ

とはできず、今まで以上に霞が関に対する積極的提案と同時に、採択された交付申請の共通点等

を分析することで情報の非対称性を自ら少しでも克服する姿勢が必要となり、自治体間の体力格 

政政策策シシググナナルル  
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差も拡大することになる。地域主権、地方分権を実現するには、税源自体を地方に移譲しその上

で地域間格差を是正する地方の自立した制度を自ら構築することが求められるとともに、地方自

治体の自立した戦略の重要性がさらに高まることになる。 



 
 
 

 

10                       政策研究 2010 No.5 

中国経済のソフトランディングと格差 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

中国経済の第 11 次 5 カ年規画［計画］が 2010 年で 終年度を迎える。この間の実質経済成長

率は目標を上回る実績を示している。中国のマクロ経済景気指標は、着実に「やや過熱」から「安

定」の領域へと移行している。足元で懸念されたインフレも中古住宅価格や消費者物価の動向を

見てもピークアウトして低下する傾向を強め、マネーサプライの伸びも依然として高水準なもの

の低下してきている。このため、中国政府の金融引き締め政策のさらなる強化は遠のいているの

が現状である。2010 年の中国経済は過熱から安定に着実に移行しており、安定的成長の持続に

向けて中国政府もユーロ財政危機の動向、米国経済の景気減速等不安定要因が強まる中で、中央

政府の政策コントロールの力を強めている。 

一方で中国経済の内部問題として抱える都市部と農村部の所得格差は、規画［計画］に対して

大幅に乖離する結果となっている。規画では、2010 年の都市部所得 13390 元、4150 元であった。

両者とも目標水準は上回っているものの、9000 元程度の想定格差が 2009 年で 12000 元と大き

く拡大する結果となっている。こうした所得格差の拡大は、都市部への人口集中、農村の荒廃等

に拍車をかける可能性があり、経済成長が安定する中で国内の格差問題への対処が今まで以上に

政治経済両面で重要となる。 

米国経済の回復力が弱まる中で中国等新興国の経済安定は世界経済にとってますます重要性

を増している。それは、単に景気回復要因としてではなく成果経済の構図に大きな変化をもたら

すからである。2015 年の実現を目指す ASEAN 経済共同体の創設、そして中台経済協力枠組み

協定の発効と具体化、そして協定の実質上の拡大はアジア、そして世界の経済の構図を大きく変

える。この中で日本経済を如何に戦略的に位置づけていくか日本政府の戦略が描き切れていない

のが実態である。 

 

（資料）中国統計局資料による 

アアジジアアリリンンクク  



 
 

ＩＣＴを活用した高齢者が安心・安全に暮らせる地域づくり 
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～北海道白老町 携帯電話を活用した高齢者見守り・生活支援システム事例～ 

株式会社富士通総研 公共コンサルティング事業部 蛯子准吏 

 

少子・高齢化の進展に伴い、高齢化率（65 歳以上人口割合）の高い地域において、高齢者の

社会的孤立が社会問題化している。高齢者の安心・安全の確保には、常時「見守り」を行い、緊

急時に迅速に対応できる体制を提供するとともに、買い物等の移動を伴う活動に関する生活支援

を行うことが有効である。財政状況の厳しい中、行政主体の支援には限界があることから、地域

全体で高齢者を支えあう新たな仕組みづくりが求められている。地域社会における諸活動は、ICT

が十分活用されていない未開拓領域である。ICT を効果的に活用し、従来では困難だった高齢者

支援を可能にするとともに、地域コミュニティ活動の活性化を図ることが期待される。本稿では、

北海道白老町における「携帯電話を活用した地域による高齢者向けの見守り・生活支援システム」

を題材に、ICT を活用した高齢者が安心・安全に暮らせる地域づくりに向けたコンサルティング

事例を紹介する。 

１．地域を取り巻く高齢化の現状と課題 

わが国を取り巻く少子・高齢化の進展、グローバル化の進展に伴う国家間・地域間競争の激化

といった構造的な変化は、地域経済社会にも大きな影響を与えている。とりわけ高齢化は、介護、

医療をはじめとした膨張する社会福祉サービス需要への対応のみならず、孤独死等の高齢者の社

会的孤立が生み出す新たな問題への対応を求めており、財政状況が逼迫する中、行政単独の課題

解決が事実上困難な状況にある。 

高齢化の問題は、地域偏在性が極めて高い。高齢化率（65 歳以上人口割合）の全国平均値は、

2009 年 10 月現在、22.7％であり、全ての都道府県において上昇傾向にある。島根県で 29.0%、

沖縄県で 17.5%と都道府県レベルにおいても大きな偏在があるが、市町村レベルにおいては、

も高齢化率が高いとされる群馬県南牧村で 57.0%に至るなど、更に偏在度が高まっている。これ

らの地域では、限界集落、限界自治体という言葉があるように地域社会の持続そのものが危機的

状況にあると言えるが、2025 年における高齢化率の全国平均は 30.5%、2055 年は 40.5％になる

と予想され、特定地域の問題ではなく、日本全体が抱える共通課題であることが分かる。 

2010 年現在、高齢者人口と生産年齢人口（15～64 歳）の割合は 1：3 であり、1 人の高齢者

を 3 人が支えているが、2025 年には 2 人、2055 年には 1.3 人が支えることとなる。従来の行政

主体の高齢化対策は、財政的にも人的資源の観点からも持続可能性に乏しく、公助のみならず、

自助、共助に基づく新たな支え合いの仕組みを構築することが求められている。地域社会に従前

より根付いている町内会、福祉団体等のボランティア活動、コミュニティ活動は、その中核機能

として発展することが望まれている。 

コミュニティ活動の担い手も高齢化が進むなか、地域ボランティア等の負荷の軽減を図るとと

もに、活動の効果をより高めることが課題となっている。これらの活動は、ＩＣＴが十分活用さ

れていない未開拓領域であり、ＩＣＴの持つ特性や機能を活用することで、より一層の機能強化

と活性化を図ることが期待される。 

事事例例紹紹介介  
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２．北海道白老町「携帯電話を活用した高齢者見守り・生活支援システム」の導入事例 

（１）経緯と背景 

北海道白老町は、札幌市の南 60 キロほどに位置する太平洋に面した人口２万人弱の自治体で

ある。高齢化率は 2009 年度に 2025 年の全国平均の推測値を超える 31%に達しており、年々上

昇傾向にある。高齢者人口の増加に伴い、介護や支援を必要とする高齢者も増加し高齢者の約 6

人に 1 人が介護や支援が必要となっている。また、家族からの支援が困難な 65 歳以上の一人暮

らしの在宅高齢者は 1,750 世帯（2009 年 10 月現在）に達しており、孤独死が年間数件発生して

いることから安否確認等を含めた生活支援が強く求められている。 

このため、心身等の理由により災害時に機敏な行動をとることが困難である一人暮らしの高齢

者 100 人余りを対象に、緊急時に消防署等への通報ができる固定型の「緊急通報システム」を対

象者の自宅に設置するなどの支援策を町では講じている。しかし、本システムは緊急事態の対応

のみを目的としており、平常時における生活支援のサービスを提供するものでないことから、今

後も増加する高齢者支援のニーズに対応できる新たな仕組みづくりが求められていた。 

（２）ICT 活用にあたっての基本的な考え方 

高齢者向けの生活支援を含めた様々なサービスが求められているが、白老町が担い手となる公

的サービスの拡大は、厳しい財政事情から限界がある。公助による活動が制約を受けるなか、自

らの身は自らで守る「自助」、地域住民が互いに助けあう「共助」への期待が高まっている。白

老町では、従前より他市町村に先駆け、「協働のまちづくり」に行政と町民が一体となり積極的

に取り組んでいる。町内会や福祉団体による地域におけるコミュニティ活動やボランティア活動

が活発に行われており、これらの活動が地域全体で高齢者を支える仕組みづくりの中核機能とし

て発展することが望まれている。 

上記を踏まえ、ICT の活用にあたり以下の３点を基本的な考え方として定めた。 

①地域全体で高齢者を継続的に支援する仕組みの構築 

地域住民全体で高齢者を支える取組を、持続可能な取組として地域に定着させるためには、運

用資金、支援者の負担軽減など多元的な観点から持続可能性の担保に妨げとなる要因を排除する

必要がある。運用資金の抑制にあたっては、地域のボランティアを支援者として活用することが

有効であるが、支援者に多くの負荷をかける取組は、無報酬を前提とした場合、存続させること

は困難である。高齢者の支援にあたって、特定の地域住民に負荷が偏らないよう、支援者の負荷

を平準化・分散し、より多くの地域住民により共助できる仕組みづくりを構築する。 

②地域経済活性化と高齢者支援の相乗効果の発揮 

日々の買い物は、交通事情の悪い地域に居住する高齢者にとって大変な負担となっていること

から、宅配サービス等、買い物を支援する仕組みを構築する。また、買い物は高齢者が地域社会

と接点を持つ貴重な機会でもあることから、買い物を、定常的にコミュニケーションをとる機会

であると捉え、見守りに活用するとともに地域内経済の活性化を図る。 

③ICT 利活用能力向上と地域コミュニティ活性化 

地域コミュニティの活性化は、地域内コミュニケーションの促進と同義である。コミュニケー 



 

 

ションの基盤は人と人とのつながり（ネットワーク）であり、フェイス・ツゥ・フェイスによる

対話が基本となるが、地域コミュニティのネットワーク基盤である地縁をより強化し、また、新

たなネットワークを構築する上でも、ICT の利活用を図ることは極めて有効な手段であると言え

る。本事業を通じ、地域の高齢者の ICT 利活用を促進し、地域コミュニティの活性化をはかると

ともに、ICT 利活用能力の向上に向け、地域内 ICT に対する障壁を緩和しデジタル・ディバイド

の解消を図る。 

（３）導入システムの概要 

事業推進にあたっての基本的な考え方を踏まえ、高齢者の安否を常時確認する「見守り」と、

買い物等をはじめとした「生活支援」を軸に地域の自助・共助・公助による支え合いを促進する

ため、高齢者に操作性を向上させた携帯電話を配布し、いつでも・どこでも生活に必要なサービ

スにアクセスできる、地域のコンタクトセンターシステムを構築した。新たな社会システムとし

て多くの世代に広く浸透している携帯電話の音声通話機能とメール機能をアクセス手段とする

ことで、技術動向に左右されず、多くの利用者が違和感なく ICT による先端技術の恩恵が得られ

るよう設計している。 

（音声通話）

利用者
携帯電話

○各種依頼
・買い物依頼
・食事宅配
・健康管理 等

○見守り通知
・歩数情報
・位置情報（ＧＰＳ）

（メール）

（自動連絡）

携帯
電話
網

コンタクトセンター（ボランティアの電話）

携帯
等

・・・

応答システム応答システム

メールシステムメールシステム

消防

地域事業者等

○緊急通報
○相談
○各種依頼

登
録
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

登録ボランティアのな
かから、状況に応じて

待機登録

受付

ボランティア

ボランティア

緊急通知

携帯
等
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受付

地域包括支援センター

受付 メール通知

 

図１ 導入システムの概要 

図１で示す通り、コンタクトセンターシステムの応答システムは、あらかじめ登録された携帯

電話の「音声通話」、「メール」、「センサー（自動連絡）」からの連絡を受信し、支援者である登

録された地域のボランティア、消防署等に自動転送する。コンタクトセンターは、オペレータが

特定の場所に待機する従来型のコンタクトセンターではなく、システムに登録された地域の支援

者の個人電話に転送するバーチャル・コールセンター方式によりシステムを構築している。バー

チャル・コールセンター方式を採用することで、オペレータとなる地域の支援者が、場所と時間

の制約を受けずに支援することが可能になり負荷が軽減されるとともに、オペレータが待機する

ための設備コストが不要となる。コンタクトセンターシステムは、音声通話機能とメール機能を 



 

 

統合したユニファイドコミュニケーションシステムであり、音声通話記録をメールに転換して転

送するなど、コミュニケーション手段を変換して送受信することが可能である。 

（４）提供サービスの概要 

高齢者に配布する携帯電話（らくらくホン）の操作画面とサービス利用イメージは図２の通り

である。高齢者は、音声通話、メール、センサーの機能を組み合わせて提供される「①よやく」、

「②そうだん」、「③きんきゅう」のサービスを、携帯電話の操作画面下の「１」、「２」、「３」の

ボタンを１回押すだけで利用できる。 

「生活支援システム」は音声通話機能とメール機能で提供される「①よやく」と「②そうだん」

のサービスで構成される。 

「見守りシステム」は、高齢者が緊急時に自らが通知する消防署（１１９）に通報する「③き

んきゅう」サービスと内蔵センサーにより異常がないかを監視し、定期的に状況を「自動連絡」

するサービス、富士通製携帯電話「らくらくホン」の標準機能である「ワンタッチブザー」で構

成される。 

携帯電話
「らくらくホン」

本体背面

よ や く１

（提供サービス）

・買い物予約
・地域交通予約 等

そ う だ ん２

き ん きゅ う３

自動連絡

（提供サービス（案））
・生活相談
・各種依頼 等

（提供サービス）
・１１９に通報

生
活
支
援
シ
ス
テ
ム

ワンタッチブザー

ワンタッチブザー

携帯電話の操作画面

（提供サービス（案））
・緊急連絡先に通知

・位置情報を通知

（提供サービス）
・歩数情報を連絡
・位置情報を通知

見
守
り
シ
ス
テ
ム

 

図２ ユーザインターフェースとサービス概要 

「①よやく」サービスは、買い物やバスなど、日常生活を便利にする各種サービスを提供する。

一般的なコールセンターと同様に、システムにあらかじめ登録された音声ガイダンスに従って、

プッシュダイヤルの番号を押してサービスを選択する。サービス内容は、音声アナウンスとサー

ビスメニュー（コールフロー）を変更することで、地域の事情に合わせて柔軟に変更することが

可能である。 

「②そうだん」サービスは、日常生活における様々な相談を受ける、よろず相談窓口のサービ

スである。地域の支援者がオペレータとして応答するコールセンターシステムで、事前に登録さ

れた支援者の待機スケジュールに従い、システムが自動的に電話を転送する。体の不調などの緊

急連絡は 24 時間 365 日、消防署が直接対応するが、緊急を要さない用件については、システム 

 

14                       政策研究 2010 No.5 



 

 

政策研究 2010 No.5                       15 

 

が用件を録音し支援者（オペレータ）に伝言がある旨をメールで通知することで、利用者が 24

時間 365 日サービスを利用できる環境を提供する。 

「③きんきゅう」サービスは、高齢者が緊急時に自らが通報する１１９通報機能と内蔵センサ

ーにより異常がないかを監視し、定期的に状況を自動連絡する機能で構成される。１１９通報は、

携帯電話に内蔵された GPS センサーが測定した位置情報を付与して連絡することで、たとえ、

通報の際に会話ができなくても、消防署は通報があった場所を特定することができる。自動連絡

機能は、内蔵された歩数計センサーが測定した歩数情報データをコンタクトセンターに定期的に

連絡する。定期的に送られる歩数情報データを監視することで、特定の場所から移動しないなど

の異常が検知された際には、本人からの連絡がなくとも GPS で位置情報を特定し、様子を見に

行くなど、大事に至らないための対応を迅速にとれるようにしている。 

３．コンサルティングの基本思考 

（１）公共における意思決定プロセスの理解 

通常、上流工程におけるコンサルティングフェーズでは、おおまかに、「上位の経営目標の確

認」→「現状分析」→「課題の整理と達成目標の設定」→「実現に向けた方策の検討」→「活動

計画の策定」→「解決方策の実行と管理」、といったプロセスを経る。コンサルティングプロセ

スの底流にある考え方は、「原因追求型問題解決アプローチ」であり、「理想と現実のギャップ」

である「問題」の解決に向け、現状（As is）を分析し、あるべき姿（To be）の実現に向けた具

体的な方策を検討する。「なぜ」を繰り返すことで問題と原因の関係を構造化し、真の問題を見

つけ出す分析思考に基づき検討している。分析思考の前提として、関係者が共有できる単一の価

値判断基準を設定することが求められる。例えば、民間セクターにおいては収益をはじめとした

経営指標であり、内部事務管理においては、民間・公共ともに運営コストが単一の価値判断基準

として設定できる。関係者は単一の価値判断基準に基づき、現在抱える「問題」について分析し、

どのような方策をとるかについて意思決定を行うことが可能となる。 

一方、地域社会は様々な価値観を持つ人々の集まり、すなわち「公共空間」である。高齢者福

祉に関する価値観も、上位概念としては一定の価値観を共有できるものの、具体性を増すほどに

意見の相違のみならず、価値判断基準そのものが合致しなくなる。解決に向けた合意形成を得る

ための手段が「対話」であり、様々な地域課題の解決に向けた「対話」に基づく合意形成を効率

的に行うために生み出された手段が民主主義である。民主主義のプロセスを経て合意形成される

政策・施策と、実務レベルで形成されるその実現手段である事業との間には、求められる「対話」

のレベルに大きな開きがある。意思決定が様々な関係者との「対話」のプロセスを経ることが重

要であることを認識するとともに、ICT の活用検討にあたっては、上位の政策と合致した、施策

レベルで提供される解決手段を検討する必要があることを十分に認識する必要がある。 

（２）原因追求型思考から目的追求型思考へ 

孤独死の問題は、独居老人の増加と社会的孤立が引き起こす構造的問題であり、政策・施策レ

ベルの課題である。孤独死という構造的問題を一側面から捉え、事務レベルで解決を図るアプロ

ーチでは、効果が限定され大きな成果を期待することは難しい。 

孤独死という構造的問題の解決に向けた政策・施策レベルの方策は何か。本事例では、孤独死 
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を引き起こす構造的要因である高齢者の増加と社会的孤立のうち、コントロール可能な社会的孤

立に着目し、目的追求型思考に基づき、政策・施策レベルでの解決方策を検討した。白老町では、

前述の通り政策的に地域のコミュニティ活動を支援し、かけがえのない資源として地域に定着し

ている。コミュニティという地域資源は、設備のように消費に伴い減少する資源ではなく、消費

（活用）することで価値が向上する創発的資源である。活動と対話を通じて交わされる「気づき」

が創発を生み、価値を相乗的に高めていく。本事例では、高齢者支援を通じ、白老町の「地域コ

ミュニティの資源価値を高める」ことを真の目的として設定した。高齢者の社会的孤立の軽減に

向け、地域コミュニティの力を 大限に引き出し、地域に定着させるためにＩＣＴが果たす役割

は何か。地域課題の解決に向けた ICT 活用にあたっては、コミュニティを資源として捉える発想

が重要である。 


