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「新国土形成計画」と内発的エンパワーメント 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

１.はじめに 

今年夏の閣議決定を目指す新たな国土形成計画（含む国土利用計画）では、「地方から東京への人口

の流出超過の継続により、地方の若年人口、生産年齢人口の減少に拍車がかかり、地方の活力の喪失に

つながっている。地方から東京への転出者がそのまま東京に留まる「東京一極滞留」を解消し、人の流

れを変える必要がある。そのためには、雇用や暮らし等の面で魅力ある地方の創生が必要であり、この

ような観点から「ローカルに輝く国土」の形成を目指す。」とし、「また、東京圏には依然として過密の

問題が存在するとともに、首都直下地震等大規模災害の切迫といった課題を踏まえ、東京一極集中の是

正を図る必要がある。さらに、東京圏では、今後、高齢人口の大幅な増加が見込まれており、これに伴

って増大する医療・介護・福祉関連の施設及び人材への需要にどう対応するかが大きな課題である。と

りわけ、これによって東京圏への人口の流入超過に拍車がかかることのないようにする必要がある。東

京一極集中の是正は、これまでの国土計画においても中心的課題として掲げられ、数々の施策が検討・

実施されてきた。今後は、これまでの施策を踏まえつつ、また、ICT の進化、田園回帰等ライフスタイ

ルの変化など国土に係る状況の変化を踏まえながら、前節で述べたように、全国各地に生活サービス機

能や個性ある産業等の拠点、すなわち守りと攻めの拠点を形成し、それをネットワークでつなぐ重層的

かつ強靱な「コンパクト＋ネットワーク」の国土づくりを推進し、対流を起こすことによって、「東京

一極滞留」を解消し、東京一極集中を是正する。また、例えば、首都直下地震等の災害リスクを軽減す

る観点から、ICT の進化･活用等により、現在東京に存在する国や民間企業の施設、機能等について地

方への移転・分散、バックアップを進め、それに伴う地方への移住を促進する。」としている。 
以上が求める東京一極集中を是正し新たな国土の活力を形成するにあたってさらに踏まえるべき点

は、第１に単に人や企業を地方に分散させるだけでなく、直面している経済社会のパワー構造の変革を

認識し対応すること、第２に東京一極集中の本質的課題が「マネジメント機能」と「ベンチャー的資金

の集中」そして「メッシュ情報の集積とネットワーク化」にもあること、第３にこれからの問題として、

本計画が今後 10 年間のみならず長期にわたって日本の活力を左右する計画と位置づけられていること

から、先行する様々な計画やそれに基づく行財政措置等との整合性を早期に図ること等である。 
 
２.内発的エンパワーメントの形成 

（１）パワーシフト 

東京一極集中の是正、そして地方創生等を考える場合、少子高齢化、さらに新興国の台頭や情報化に

はじまるグローバル化による変動要因の拡大を、将来に向け動態的に正面から認識する必要があること

は言うまでもない。そして、本質的には地域を支える経済社会の様々な活力構造の変化、すなわち経済

社会を動かすパワー自体が変化する「パワーシフト」の時代を迎えたことを住民、行政、議会を通じた

地域全体で認識する必要がある。単に人口面で政策的に地方分散を実現しても、新たなパワーシフトの

構図に対応できる経済社会の構造的変化を実現しなければ、持続性ある成果を生み出すことはできない。

仮に、パワーシフトが生じているにも関わらず、政治、行政、議会そして地域がその変化を十分に認識

せず、自ら形成してきた従来の既得権的構造を堅持すれば、新たに求められている構造と衝突し地域の

活力を失わせる大きな原因となる。 
1990 年代に日本の経済社会が直面したパワーシフトとは何か。それは、後述するように産業国家か

ら情報国家への進化による経済社会を動かす力関係の変化である。具体的には、先進国と新興国の関係、

政策論考 
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ICT（情報通信技術）の進化による情報ネットワーク構造の変革等により、①従来の行政と民間の関係、

経済社会のタテ割り構造の枠組みにとらわれない資源の最適活用の追求が不可欠になると同時に、②

様々な活動に伴うリスクの適切な把握と配分による管理、そして、③グローバル化戦略と地域化戦略の

融合を図ることが重要となっている。グローバル化に対応しつつも翻弄されない地域づくりであり、国

が提供する外発的・画一的な枠組みから地域が脱却し地域資源を個性的に自ら創造し多面的な高付加価

値化を目指す視点の重要性である。 
日本の経済社会の発展に関し明治時代以降、60 年サイクルの社会変化が生じているとする検証がある

（公文俊平「地域情報化をめぐる課題」『地域情報化の課題』晃洋書房）。第１の波は、19 世紀末期から

20 世紀前半の明治・大正・昭和初期にかけての時代に生じた波であり、「威」をコアとする軍事力を柱

とした「国家化の波」である。文明開化や富国強兵などの言葉に象徴される時代でもある。第２の波は、

20 世紀の中頃から全体を通じて発生した「富」をコアとした「産業化の波」である。軍事力を柱とする

波を初期には抱えつつも、徐々に民主国家形成と経済発展重視に柱が移行し、市場への対応が重要な位

置づけとなった産業国家の時代である。ここでは、大量生産・大量物流・大量消費による効率性が優先

し、標準化・階層化が重視される中央集権的体質を官民問わず強めている。第３の波は、地球化（グロ

ーバル化）と地域化（リージョナリズム）の進展を背景に持った「知」の概念がコアとなる「情報化の

波」である。軍事力や産業力が経済社会を形成する柱ではなく、「知の力」が経済社会の充実の可否に

大きく影響する社会である。「知の力」を最大限に引き出すインフラが情報化であり、情報から創造さ

れる付加価値が決定的な影響力を持つ情報国家の時代への移行である。そこでは、標準化・階層化では

なく多様性とタテ割りを克服した異領域間ネットワークの充実が重要となる。 
 
（２）リージョナル化 

21 世紀の日本の経済社会は、グローバル社会と共に 60 年サイクルの社会変化の中で「知」の概念を

コアにした情報化の波の時代に入っている。そこでは、グローバル化が進展する一方で地域に根ざした

価値を引き出し拡充するリージョナル化が重要な要素となる。産業国家時代と情報国家時代の大きな違

いは、前者が画一化と階層化による中央集権体質の中で、地域では外部要因を取り込みそれに合わせる

ことで内部の力を最大限に発揮する「外発型エンパワーメントの時代」であった。これに対して、情報

化時代は自ら価値を生み出す「内発的エンパワーメント」が柱となる。外発的エンパワーメントだけで

は、グローバル化に翻弄されつつ対応できても、持続性を支えるリージョナル化の充実には資さない。

なぜならば、外発的パワーのほとんどは外部の都合に地域が合わせることで展開され、地域にとっての

差別化された付加価値の形成を自主的に展開することは困難となるからである。地域にある資源を生か

し、地域に所得が循環する社会構造を生み出すには、地域内の視点から創造する内発的エンパワーメン

トの強化が必要となる。 
もちろん、地域間でも異なる特性が発揮される必要がある。例えば、少子高齢化、グローバル化のイ

ンパクトの度合いとタイミングは地域によって大きく異なる。地域の将来に向けた特性とは、地域の構

造変化から受けるインパクトの違いを認識し、生かせる資源とその性格を時間軸と共に理解することか

ら始まる。たとえば、日本全体の高齢化率が上昇するのとは異なり、地方自治体単位では 2030 年代以

降も 65 歳以上人口が増え続けるのは大都市部であり、むしろ非都市部において 65 歳人口自体が減少局

面に入る。こうした動向は、高齢化対策の必要性が量的面では地方自治体間で均一ではなく、2020 年

代に向け量的投資は過剰となる地域がある一方で、都市部の社会保障負担が急激に増加し、高層マンシ

ョンの更新や限界集落化への対処は、防災面も含め地域の生活に大きな影響を与える。反面、非都市部

では地域を支えてきた年金所得等が限界的になり新たな所得戦略が必要となる。 さらに国を越えた地

域間競争の激化は、ICT、電子機器等先端産業の誘致に補助金、減税策をセットにして注力する従来か
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ら展開されてきた地域戦略の限界を明確にする。こうした努力も新興国の台頭とグローバル化が重なり

合い激しいコスト競争の中で企業の国内外を通じた流動化を生み、地域の持続性に対する変動リスクを

高めている。企業に地域が合わせる誘致型ではなく、地域が本来持つ資源に合わせた産業を戦略的に育

成・立地させることが不可欠な時代となっている。 
 
３.内発的エンパワーメントの戦略思考 

地域が直面している環境には、外発要因となる外部環境(external environment)と内発要因となる内部環

境(internal environment)がある。外部環境は、第一義的には当該地域から環境を積極的に左右できない外

発要因であり、どの地域にも共通する一般的環境である（もちろん、地域の設定規模等によって一般的環境

の質も異なる）。これに対して内部環境は、当該地域が自らガバナンスできる内側の環境要因を意味する。外

部環境と内部環境の両方の視点から環境認識を行い、その中から「鍵となる要因」（key factor）を抽出する

ことが重要となる。鍵となる要因とは、環境認識によって与えられる情報の中から「雑音的情報」を排除し、

「サイン的情報」・「シグナル的情報」を抽出することを意味する。こうして認識は地域への観察と分析から

形成した「鍵となる要因」を地域全体で内発的思考として共有することからはじまる。内発的思考とは、外

部からの思考ではなく内部の思考として地域に同着していることを意味する。たとえば、外部環境からもた

らされた「鍵となる要因」であっても、それを内部の問題として位置づけ、自ら自律的に生み出す思考によ

って対処するシステムを形成することで、単純に外部環境に翻弄されることのない持続性を地域は持つこと

が可能となる。 

内発的戦略を強め、安倍政権が進める地方版総合戦略等を検討するに際して留意すべきことは、①地域の

特性・資源と直接的関連性のない実効性・波及効果の低い従来型の外部からの誘致分野への支援戦略は不適

切であること、②景気変動に対処するための短期的需要拡大等をメインとする事業への支援ではなく、長期

的な地域のパワーシフトを認識した構造変化に対する支援であり、従来の既得権的構造への対処であること、

③施設・設備等ハード系からの接近による事業形成ではなく、より大きな付加価値を生み出すソフト、ネッ

トワークからの接近に基づく発想が重要であること、④公共サービスも含め提供サイドからの視点ではなく、

利用サイド・住民サイドの視点からの接近を重視した事業形成と展開であること、⑤従来型政策形成の中心

を占めた地域利害調整型の支援・事業形成ではパワーシフトに対応することは困難であり、タテ割りの利害

関係を克服した融合型での視点・発想のための場とネットワークを強めること、⑥リスク管理や地域のメッ

シュ情報の集積を重視し、マネジメント機能の重要性を再認識すること、⑦小規模事業や個別の発想を単に

寄せ集めただけの合成の誤謬に陥りやすい戦略形成から脱却する努力を図ること、⑧東京等大都市圏から地

方への人口等資源移転だけでは日本全体の経済社会は活性化されないこと、⑨地域経済の他の地域の模倣等

平均水準の引上げにとどまれば、他の地域との間の相対的競争力は向上しないこと、⑩政策効果の広がりた

る裾野問題を意識しつつ、トリガー形成による資源配分の重点化をまず図ること、等が重要となる。 

東京一極集中問題は、人口の偏りや経済規模で可視化される。しかし、その根底にはより本質的な①マネ

ジメント機能の集中、②ベンチャー的資金の集中、そして③グローバル情報の集中が存在する。一方で、東

京一極集中は、地域ごとのメッシュ情報の共有を困難化させている。外発的エンパワーメントの時代では国・

東京が中心となり、トップダウン型で経済社会のネットワークを形成してきた。このため、タテ割り構造の

中で地域ごとに分断しつつ、分断された地域のメッシュ情報の集積はほとんど実現してこなかったのが実態

である。しかし、グローバル化が進展する今日、①官民を通じた地域メッシュ情報のマクロ的活用、②それ

に基づく地域企業の付加価値向上等が重要な課題となっており、この点の充実が図られてはじめて地方版総

合戦略の策定や持続的地方創生が可能となる。とくに、ICT 技術の活用によるメッシュ情報の集積は、地方

都市が産業構造の柱とするサービス業の付加価値への特化等重要な戦略要素となる。 
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ふるさと納税と財政規律 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

2015 年４月１日からの税制改正により、控除割合等の拡大や申告事務の簡素化等ふるさと納税制度

の充実が図られた。ふるさと納税は、導入以降、納税者側の関心も高く、過疎地域の地方自治体の地域

活性化の救世主的成果を生み出している事例も見られる。一方で、地域間財源配分の適正化の問題等本

質的議論も残されている。加えて、税制面だけでなくその使途において財政規律の持続性や財政本来の

機能を踏まえた歳出構造の構築が必要となる。ふるさと納税は、地方自治体による地場産品の提供と重

なり合い、政策的に財政と市場の中間的位置づけにあり、本来の税以上に変動リスクを認識することが

求められる。 
ふるさと納税に関しては、一定の地場産品等を提供する地方自治体も多く、寄付者間での人気が高ま

り、地場産品での獲得競争も生じている。提供している物産の人気が高い地方自治体では、寄付額が住

民税額の数倍の歳入規模に達し、10 年間等の期限付きではあるものの社会福祉や教育等の基礎的行政サ

ービスの財源として活用している例も少なくない。ふるさと納税は、本来、自らの生まれ故郷や思い出

の深い地域等を支えることをモティベーションとして行われ、地場産品等反対給付によるメリットは制

度としては副次的な位置づけに過ぎない。しかし、現実問題としては地場産品によるいわゆる「通信販

売」的要素も多くを占める実態にあり、ふるさととしての地方自治体を選ぶのではなく、地場産品等に

より地方自治体を選考する流れも多い。通信販売的要素については賛否両論あるものの、地域の資源、

地域の産品を活用し地域振興に結び付け雇用の増加や所得拡大を実現している実態がある一方で、地域

資源の有無と活用への取組みの違いにより地域間の格差が生じ始めていることもまた事実であり、制度

の拡充と共に国と地方の財税制制度全体の中での位置付けを再整理し明確化する必要がある。 
しかし、ふるさと納税制度自体の議論と同時に、通信販売的要素を含むふるさと納税制度によって確

保した財政資金の使途、歳出全体の中での位置付けについて改めて考察する必要がある。第１に、地場

産品による通信販売的要素を含むふるさと納税の場合、地場産品に人気があるほど自治体財政が民間市

場での変動リスクを常に抱える資金調達となることを踏まえなければならない。本来、税による財政資

金は短期的視野に比重がかかり易い民間市場の変動による弊害を是正し、公共サービスの持続的安定性

を確保するため重要な役割を果たす。しかし、通信販売的要素を含むふるさと納税の場合、地場産品自

体への人気の浮き沈みや競争相手の台頭による過剰競争等市場による変動は避けられない。こうした変

動をできるだけ少なくするため、広報の一環としてマスコミへの積極的情報提供等営業努力を展開する

ことが必要となる。一方で同時に、持続性を必要とする基礎的な公共サービスに過度に財源投入するこ

とには避け、あくまでも副次的財源として位置づける必要がある。 
第２は、住民に対する財政情報の共有による税負担の意識を今まで以上に充実することである。ふる

さと納税を財源とする公共サービスが拡大すると「受益と負担の乖離」が自然と拡大せざるを得ない。

ふるさと納税額が減少した際に自ら必要となる財政負担を常に認識し、公共サービスの過度な拡大に対

しては、財政規律の面からも慎重に対処する必要がある。なお、現行制度において法人が寄付行為とし

て同様のことを行うことは可能である。但し、そのメリットは個人のふるさと納税に比べると小さい。

仮に、法人に個人と同様のふるさと納税制度を認めるとすれば、課税の「応益性の原則」を如何に踏ま

えるかの課題と同時に、寄付金を受け入れる自治体においても「受益者負担の原則」を歪める側面を拡

大させる要因となること、自治体の政策への関与等地方自治の観点からも整理すべき課題が存在する。 
 

政策シグナル 
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中国地方政府の債務管理政策 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 
経済成長期における社会資本整備の拡大に対する財源措置は、その多くを借入金に依存する形態とな

らざるを得ない。長期的な視野に立って経済活力を支える投資を行い、経済成長とともに増加する将来

所得によって返済する好循環の形成を意図したものである。但し、こうした好循環局面でも社会資本整

備には長期間を要するのに対して資金の調達期間は相対的に短期となり、金融的なミスマッチを生じさ

せる。この問題点を日本では、右肩上がり経済と閉鎖的金融市場の下で国民から集めた小口の郵便貯金

等を旧財政投融資制度を通じて投資に結び付ける仕組みを確保してきた。いわゆる、期間転換機能であ

る。相対的に短期で調達した資金を回転させ、右肩上がりによる資金の増加とともに長期資金化して活

用する仕組みである。今日では、グローバル化により資金の流動性は高まり、経済の成熟化も進んだこ

とで財政投融資制度に対して、市場機能を大きく組み込む制度改革が行われている。 
中国の地方財政においても、財政と金融の関係の転換期を迎えている。そのひとつが、地方債による

地方政府の債務置き換え措置である。この制度は、2014 年 10 月の中国国務院「地方政府債務の管理強

化に関する意見」により導入されている。同意見では、地方政府の債務リスクの管理と解消が明示され

ており、具体的政策の第 1 は、債務返済期間の適正性を確保することである。日本の地方自治体の社会

資本整備においても生じているように、地方債による資金調達期間と社会資本の投資更新期間が必ずし

も一致しておらず、独立採算制を取っている事業等を中心に地方自治体に大きな負担を現在、そして将

来に生じさせている。成長期を迎えている中国の地方政府の社会資本投資も運用維持管理を通じて長期

間展開されるのに対して、地方政府の債務調達期間は短期であり相対的に資金調達と政策的期間が大き

くズレており、金利の変動や社会資本に対する需要の変化等による財務構造のリスク等財政金融的な課

題を抱えやすい。加えて、中国の地方政府は、影の銀行（いわゆるシャドーバンキング）からの高利資

金に依存する割合も大きく、財政的調達コストも高い実態にある。中国人民銀行は昨年末から、利下げ、

預金準備率引き下げといった緩和策で経済の持ち直し、および企業融資コストの低下を図っている。流

動性の充足、および貸出金利の低下につながり、銀行の債券購入意欲を向上させている。 
借入金等の地方債への置換えは、地方政府の債務残高の増減には直接影響は与えない。しかし、高金

利から低金利への移行等による調達コストの軽減等地方政府の資金調達コストを低減させることがで

きる。また、借入金等満期債務の地方債へ置き換えは、地方財政にとって債務の固定化（根雪化）を生

じさせる要因となる一方で、財政運営上の返済負担の平準化を可能にする。現行制度では、置換えとし

て発行した地方債は債務返済の財源とすることが原則であり、人件費等経常的支出、設備投資等新規事

業の資金などとして活用することはできない。しかし、地方財政全体の構図から見ると、地方政府の一

時的に膨らむ負担を軽減することで財政余力が生じ、その結果、長期的な財政運営のシナリオが作成可

能となり、社会資本整備のための投資増加等長期的な政策展開につながる。同時に、中国政府は社会資

本整備への官民連携方式、すなわち PPP の導入を充実させ、とくに、鉄道網の整備、水道等水利関係

の整備に活用して行くことを明確にしている。PPP の導入も、長期にわたった投資コストを把握しつつ

財政運営としての安定を確保していく取り組みであり、今回の地方債による借入金等債務の置き換えは

地方財政の体質改革と地方債市場の厚みをもたらす要因とはなる。但し、足元で地方債発行が順調に推

移している背景としては、中国人民銀行による利下げをはじめとした金融緩和策があり、財政との長期

にわたる安定的関係の形成という金融機関側の意図の下で財政と金融が協調できる環境にあることが

指摘できる。中国の地方財政の金融との関係も質の面から大きく変革する時期を迎えている。 

アジアリンク 
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「環境未来都市」構想による地域活性化への取組 
～官民連携による地域企業の海外事業展開推進～ 

株式会社富士通総研 公共事業部 佐々木 保明 

 
はじめに 

都市への人口集中により、環境や交通、高齢化といった様々な課題が世界的に指摘されているなか、

多くのスマートシティプロジェクトが始動している。日本においては、それらの先導的な取組のひとつ

として、内閣府による「環境未来都市」構想がある。特に近年国内で議論されている、都市のレジリエ

ンスや、地方創生といったテーマに対して、「環境未来都市」構想の掲げるコンセプトは、ひとつの答

えを示すものであり、国内のみならず、東南アジア等の諸外国からも高い関心と期待を集めている。 
弊社富士通総研は、平成 25 年度に「環境未来都市」構想の推進に係る事業の事務局として内閣府の

委託を受け、26 年度、27 年度も継続して事業の推進を支援している。 
今回、「環境未来都市」構想の取組のひとつとして、マレーシア、ジョホール・バル市において、「環

境未来都市」構想では初となる、海外での国際フォーラムを開催した。本事例は、「環境未来都市」へ

の取組によって、官民連携による地域企業の海外事業展開を推進するひとつのモデルを提示するもので

あり、地域活性化に取り組む自治体にとって有益な示唆を与えるものと思われる。 
 
１．「環境未来都市」構想について 

（１）「環境未来都市」構想の背景 

世界の都市人口は急速に増加を続けている。現在世界人口の半数が都市の人口によって占められてお

り、国連は、2050 年に約 64 億人、全人口の 70％に達すると予測している。都市化の傾向は、特に、

アジアやアフリカといった開発途上地域で顕著となっており、急激な都市化によって、環境問題を始め

とする様々な都市問題が生じている。環境に対する負荷を抑制しながら、いかに都市生活の豊かさを実

現するかという問題は、21 世紀に生きる我々人類に与えられた共通の課題といえる。 
『「環境未来都市」構想』は、わが国の「新成長戦略」（2010 年６月 18 日閣議決定）における 21 の

国家戦略プロジェクトの一つとして位置付けられており、世界に先駆けて人類共通の課題に挑戦し、解

決モデルを提示する先進的な取組である。 
「環境未来都市」構想では、これまでに 23 の都市が環境モデル都市として選定され、さらにより取

組の先進性が高いレベルの持続可能な 11 都市が環境未来都市として選定されている。 
 

事例研究 
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図１ 環境未来都市 

（内閣府 http://www.chiiki-info.go.jp/backnumber/local/detail/120309_2.html） 
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（２）「環境未来都市」構想の基本コンセプト 

「環境未来都市」構想の基本コンセプトは、「環境・超高齢化対応等に向けた、人間中心の新たな価

値を創造する都市」を実現することである。すなわち、我が国及び世界が直面する地球温暖化、資源・

エネルギー制約、超高齢化対応等の諸課題を、持続可能な社会経済システムを構築しつつ、また社会的

連帯感の回復を図りながら解決し、新たな価値を創造し続ける「誰もが暮らしたいまち」「誰もが活力

あるまち」を実現し、人々の生活の質を高めることである。 
持続可能な経済社会を実現するためには、環境、社会、経済という３つの側面が不可欠である。本構

想における「誰もが暮らしたいまち」「誰もが活力あるまち」は、３つの側面が一定以上の水準で満足

されていることを前提として、よりイノベイティブにこれら３つの側面から価値が創造される都市と定

義される。 

 

図２ 環境未来都市の基本コンセプト 

（http://future-city.jp/about/futurecity/） 

 
２．「環境未来都市」構想推進国際フォーラム 

（１）国際的な知のプラットフォームの構築 

「環境未来都市」構想の推進のため、内閣府では国内外の成功事例の収集・整理・分析を行い、その

情報を国内外に発信するとともに、知の交流のための国際的な知のプラットフォーム構築を進めている。

国際的な知のプラットフォーム構築のなかでも、非常に重要な位置を占めるのが、「環境未来都市」構

想推進国際フォーラムである。 
このフォーラムは、平成 23 年度から現在まで、国内で計４回開催されており、国内外から、環境や

都市問題、高齢化問題などに関わる有識者を招聘し、延べ 1,500 人以上の参加を得ている。各地域の自

治体関係者や企業関係者、学術研究機関や国際機関の関係者等の参加により、国内外の都市の成功事例

の共有、相互交流、市民レベルを含めた継続的な連携・協力関係の深化を図っている。 
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図３ 国際フォーラムの様子（平成 26 年 12 月 東松島市） 

 
（２）「環境未来都市」構想推進国際フォーラム イン マレーシア 

さらに 2015 年２月には、マレーシアのジョホール・バル市において、海外で初めての国際フォーラ

ムとして、『「環境未来都市」構想推進国際フォーラム イン マレーシア』を開催した。 
マレーシアの国家プロジェクトであるジョホール州イスカンダル開発計画に「環境未来都市」構想を

活用し、都市間連携の構築と事業化に向けた成功事例を共有することをテーマとして、参加者は日本、

マレーシアをはじめ 10 カ国以上から約 300 名となった。 
前半のセッションでは、初めに日本、マレーシアからの有識者による基調講演が行われ、「環境未来

都市」構想と、マレーシアにおける持続可能な都市づくりの取り組みが紹介された。引き続き、横浜市、

北九州市、東松島市、京都市、ニセコ町、富山市の６自治体および企業からの参加者により、「環境未

来都市」構想の取り組み事例についてプレゼンテーションが行われた。 
昼休憩を挟んで後半のセッションでは、マレーシアの都市づくりの事例として、イスカンダルとプト

ラジャヤの事例が紹介された。続いて、日本とマレーシアの両国の都市づくりを進める代表メンバーに

よるパネルディスカッションが行われ、「環境未来都市」構想の普及と、マレーシアにおける持続可能

な都市づくりに向けた方策について、活発な議論が交わされた。 
さらに、今後の都市づくりに向けた連携について協定を締結する都市もあるなど、盛況となった。 
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図４ 国際フォーラムの様子（平成 27 年 2 月 マレーシア ジョホール・バル市） 

 
（３）自治体と地域企業の連携による海外展開に向けたプロモーション 

本フォーラムが、過去に実施した国際フォーラムと大きく異なる点は、「環境未来都市」構想として

海外で初めての開催となる国際フォーラムであったということだけではなく、「環境未来都市」構想に

取り組む都市と地域の企業が連携して、ビジネス展開に向けたプロモーションを実施したことにある。

以下いくつかの特徴的な取組について述べる。 
 
①企業の技術・ソリューションの展示 
これまで国内における国際フォーラムでは、主に各都市の「環境未来都市」への取組みに主眼を置い

て紹介するポスターパネルを展示してきた。今回のマレーシアのフォーラムでは、各都市の取組みに加

え、事業として製品やサービスを提供する企業や大学などの取り組みもパネル展示し、「環境未来都市」

構想を推進するための技術やソリューションのアピールを行った。 
 

  

図５ パネル展示の様子（平成 27 年 2 月 マレーシア ジョホール・バル市） 
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②都市と企業の連携によるプレゼンテーション 
今回のフォーラムでは、日本において「環境未来都市」構想に取り組む都市から、自治体の代表者と、

関係する企業の代表者にご登壇いただいき、都市毎に一体的に、「環境未来都市」構想への取組を紹介

するプレゼンテーションをいただいた。初めに自治体の代表者が、各都市の「環境未来都市」構想への

取り組み状況を紹介し、次に、そこで実装されている製品やサービス、実践されている取組などを、企

業の代表者がプレゼンテーションするという構成である。単に製品やサービスなどの紹介を行うだけで

なく、各都市の取組みと合わせて紹介することによって、海外の参加者にもイメージしやすく、アピー

ルしやすくなることが考えられる。例えば被災地である東松島市の場合は、震災からの復興と、災害に

強いまちづくりに関するプレゼンテーションが行われ、加えて企業による津波モニタリングシステムの

紹介が行われた。 
またニセコ町の場合は、世界有数の雪質を誇るスキー場を核として、環境と調和した不動産開発によ

り地域の活性化に取り組んでいる事例が発表され、続いてリゾート開発会社による環境の取組に関する

プレゼンテーションが行われた。マレーシアをはじめ、あまり雪に触れることの少ない東南アジアの聴

衆にとって、スキーリゾートによる持続可能なまちづくりの話題は、高い関心を誘っているように見受

けられた。このように、それぞれの都市の特徴やイメージと組み合わせることによって、より効果的な

価値訴求が可能となった。 
 
③ビジネスマッチングの場の提供 
フォーラムを準備する段階から、日本側の参加企業の製品やサービスに関する情報をマレーシア側に

提供し、マレーシア企業の参加を促すようマレーシア政府等に働きかけを行った。 
さらに、会場内でミーティングや商談ができるよう、ビジネスマッチングコーナーを設けて、通訳者

を配置し、企業のプレゼンテーションや展示パネルをきっかけに、日本の製品やサービス等に関心を持

ったマレーシア関係者と、日本企業が接触しやすいよう環境の整備を行った。 
 

     

図６ ビジネスマッチングコーナー（平成 27 年 2 月 マレーシア ジョホール・バル市） 

 
（４）「環境未来都市」構想推進国際フォーラム イン マレーシアにおける取組の成果 

参加した自治体や企業の多くが、海外に向けて取組や製品・サービスをアピールする機会が得られた

たことについて大きな意義を感じていた。特に地方の中小企業にとって、海外の環境への関心が高い都

市において、直接自社の製品や技術を紹介し、交流することが出来たことについて、高い評価を得た。 
フォーラム開催中の、地元の行政や企業との具体的な接触は、報告されているだけで約 22 件であっ

た。また、ポスターパネルの展示の有効性や、ビジネスマッチングのエリアが個別に設けられていたこ

とについて評価する意見が複数あった。実質的には、ポスターパネルの見学やビジネスマッチングの時

間は、カンファレンスの休憩時間を中心に行われたため、それほどまとまった時間がなかったことを考

えると、短い時間を有効に活用して活発に交流が行われたことがうかがえる。 
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開催後にも、実証試験や製品の PR などビジネスの展開に向けた商談や、環境対策における交流など

の成果が報告されている。 
 

３．官民連携による地域企業の海外事業展開推進に向けて 

地域活性化のためには、地域の経済活動を活性化し、雇用を確保することが不可欠である。しかしな

がら、日本国内は長期的に人口減少の局面を向かえ、市場は縮小する傾向にあることは否めない。この

ため地方においては、海外市場でのビジネス展開を希望する企業は多いと考えられるものの、進出に不

安を持つ企業も多いと思われる。 
幸いにも日本の環境技術や製品に対する諸外国の信頼は高く、かつ地方にも優れた製品やサービスを

提供できる企業が多く存在している。「環境未来都市」構想を一つのブランドとして活用し、自治体と

地方の企業が連携して、環境関連の事業を海外に展開する事で、地方の企業にとっては、現地との人脈

作りや進出先の行政機関や企業に対して信頼感をアピールでき、ビジネスを円滑に進める事が可能にな

り、自治体にとっては、地域経済に対する活性化や雇用増、ひいては地域社会の人口維持に繋がるとい

ったメリットが期待できると考える。 
このように優れた取組を行っている自治体が、単に一地域の活性化や、個別企業活動の活性化のみな

らず、「環境未来都市」構想における３つの側面である、環境、社会、経済のそれぞれにおいてグロー

バルに価値を創出してゆくことは、人類が直面する環境問題や災害対策に対して、日本が世界に対し貢

献していくために必要不可欠なものであると考える。 
そのような意味からも、官民が連携して、まちづくりの事例と製品やソリューションを組み合わせ、

「環境未来都市」構想を日本から海外に向けて積極的に発信してゆくことが、今後ますます重要である

と考える。 
弊社も「環境未来都市」構想の推進を支援させていただくことで、微力ながら貢献を続けていきたい。 
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〈既刊テーマ一覧〉 

2014 No.９  スコットランド独立問題の今後（２） ～EU離脱問題への影響～  

 マイナンバー独自利用と条例制定 

 ロシアにみる原油安・ドル高に見る新興国リスク 

 「大阪市における生活扶助費のプリペイドカード活用モデル事業」の概要

とその意義 

 ベトナムにおける地域医療情報ネットワークの導入可能性の検討 

2014 No.10  制度進化のガバナンスと評価制度（１） 

 欧州中央銀行国債購入政策の EU条約適合性 

 中国エネルギー需給と 2015年世界経済 

 公論形成とまちづくり 

 発電利用に供する木質資源の安定供給方式の検討（２） 

 ASEANにおける PPP制度の動向（交通分野を例として） 

 市区町村の発達障害児支援に求められる考え方 

2014 No.11  制度進化のガバナンスと評価制度（２） 

 ギリシャ政治と金融市場 

 ロシア原油生産とアジア経済 

 既存道路での自転車走行空間整備に関する市民参画の取組み 

 ～都市計画道路富山駅西線を事例として～ 

 公民協働による災害時の福祉支援体制の構築 

2014 No.12  地方自治体からみる「まち・ひと・しごと創生」（１） 

 （創生法の特性と地方自治体の取組み） 

 まち・ひと・しごと創生とガバナンス形態 

 日中サンドイッチ論 

 自治体における在宅医療・介護の推進に向けて 

2015 No.１  地方自治体からみる「まち・ひと・しごと創生」（２） 

 （創生法の特性と地方自治体の取組み） 

 地方版総合戦略と政策の因果関係（直接性） 

 インド・モディ政権の改革政策 

 木質バイオマスエネルギーの利用拡大に向けた取り組み 

 （岩手県遠野市） 

 第三セクターの活用等に係るアンケート調査結果の整理・分析 

2015 No.２  地方公営企業と分岐点の下水道事業 

 米国デトロイト市の破綻・再生処理 

 上下水道事業の債務問題 

 台湾の経済発展段階と日本企業進出 

 愛知県小牧市における在宅医療の推進 
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