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2007 年 7 月 30 日 

道州制ビジョン懇談会 

 大久保尚武 

 

地域活性化と国際競争力強化のための道州制 

 

【今日、お話しすること ～民間企業の視点～】 

1.道州制の意義 （再確認‥経団連第一次提言より） 

2.企業（本社）の東京集中の理由 

1) 国は、何を東京に集中させたのか 
2) 企業は、なぜ東京に集中するのか  ‥  ｢情報｣の量とスピード 

３.日本に複数のフロンティアをつくる 

1) 東京一極集中の限界 
2) 企業の経営環境の変化 

3) 企業と人の地方分散の必要性 

4.道州をフロンティアにするために 

1) 現行 都道府県制の問題点 
2) 米国ではなぜ企業・都市圏が分散しているのか 
3) 望ましい地方政府のあり方 
4) 道州制導入に向けて 
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【１.道州制の意義】 ‥ 経団連一次提言の再確認（第３回ビジョン懇談会） 

１) 統治機構の見直し 

国と道州の役割の明確化による、双方の政策立案・遂行能力の向上 

２) 地域経営の実践 

３) 地域での行政サービスの質の向上 

 

 

 

【2.企業（本社）の東京集中の理由】 

１) 国は、何を東京に集中させたか 

行政、立法府（国会）；国を左右する権限と財源 

業界団体 

情報発信機能（雑誌、キー局） 

交通インフラの起点（新幹線、国内空路、地下鉄・私鉄網） 

２) 企業は、なぜ東京に集中するのか 

Face to Faceによる、｢情報｣の「量」と「スピード」を求めた 

→ 何の情報か 

(1) 霞ヶ関、立法府からの情報 
法律・規制に関するロビー活動 

（非公式の）行政指導、官需など 

(2) 他社情報 
ライバル企業の戦略 
行政との折衝、賃上げ等の横並び慣行（業界団体） 

(3) 自社情報の発信 
マスコミ 

(4) マーケット情報の把握 
シェア・売上高を重視する日本企業の傾向 

3,400万人の東京都市圏  (Wikipedia 2005) 
顧客企業、材料供給企業（Ｂ to Ｂ） 

(5) 社内での情報共有 
経営トップと営業現場、広報・渉外部門との近接 

一般的な「社内転勤」（による東京への異動） 

道州が自らの地域を経営し、その結果責任を負う 

 → 道州間の競争、海外との直接競争 
 → 域内経済の活性化・分散型国土構造の形成 

 → わが国全体の国際競争力向上 

・ 競争状態・ダイ

ナミズムの中

に身をおく 

 

・ 皆が行くから

行く、皆がいる

からいる 
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  大企業ほど東京に集中 
企業数の17% (総務省、2004) 

＜ 上場企業数の47% (日本政策投資銀行、2006)  

＜ 売上高トップ 100社のうち71社（日本政策投資銀行 藻谷） 

  大学生が東京に集中 
大学生の24% (文部科学省)    ※ 東京都の人口は、全国の 10% 

 
＊ 資金調達 ‥ 従来は借入れ主体、地銀でも対応可 

         ⇒ 調達手段の多様化に伴い、東京での対応要（IR等） 

【３.日本に複数のフロンティアをつくる】 

１) 東京一極集中の限界 

事業活動コストの上昇 （土地取得費、従業員の住居費、賃金） 

海外企業の日本進出阻害要因の第一位（内閣府、05.2） 

用地確保の困難さ 

東京都市圏マーケットも縮小 

小売売上高の減 34.2 兆円(98)→32.7(01)→32.4(03) （日本政策投資銀行 藻谷） 

災害リスクの大きさ （東京が壊滅すると、日本全体が壊滅する） 

少子化の加速 合計特殊出生率 東京 １.０２ ＜ 全国 １.３２（厚生労働省、2006） 

   子育てと仕事を両立しにくい環境 （通勤時間、ラッシュ） 

発想の画一化 → イノベーションを阻害 

２) 企業の経営環境の変化 ～地域分散の誘発～ 

経済のグローバル化 

アジアの成長による日本の地位の低下 

購買力、港湾・旅客・金融（シンガポール、香港） 

日本企業の活動のグローバル化 

国内市場中心 → 海外市場へ 

製造業売上の４割が海外需要に依存（通商白書、2007） 

アメリカ市場（東京が近い） → アジア市場（九州、日本海側が近い） 

ＩＴ化の進行 （Face to Face 情報を補完、記録） 

「官から民へ」の動き （行政のウェイト低下、情報公開） 

３) 企業と人の地方分散の必要性 

地方の人口減と高齢化の進行 

⇒ ① コミュニティの機能が低下（介護、防災） 
② 国土・景観が荒廃（耕作放棄地） 

→ 「官」のウェイト増は困難 

→ 民間による役割分担が必要 

 

東京一極集中のままで

は、日本の将来は立ち行

かない 

 

複数のフロンティアを

創るべき 

 

官民が協力し、「地域経

営モデル」を創るべき 
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【4.道州をフロンティアにするために】 

１) 現行 都道府県制の問題点  九州地域戦略会議答申(第 2回ビジョン懇) 

国の過剰な関与 

(例)縦割りでの産業振興策‥産業間連携が困難（環境、バイオ等） 

国と都道府県との二重行政 

(例)産業クラスター形成事業 ‥ 経済産業省、文部科学省、農林水産省、各県 

規模の小ささ 

(例)県単位の企業誘致インセンティブの不足（大学・研究機関、空港などインフラ） 

２) 米国では、なぜ企業・都市圏が分散しているのか 
マイクロソフト(シアトル)、ウォルマート(アーカンソー)、３Ｍ（ミネソタ）‥ 

クラスターの集積 （自動車；デトロイト、ＩＴ；シリコンバレー） 

航空網の充実 （１度の乗換えで全米・世界へ、小型機材と高頻度化） 

キャリアアップ目的の自発的転職（日本政策投資銀行 藻谷） 

地方でもマネジメント人材の採用が容易 

地域への再投資 （寄付の習慣？） 

(例)ＪＲシンプロット → マイクロン社の投資・育成（アイダホ州ボイジー市） 

３) 望ましい地方政府のあり方 ～企業と人を呼ぶために～ 

大企業の本社を一足飛びに移転させるのは困難 

→ 「拠点の誘致」、「地域企業の育成」が先決 

⇒ 工場、研究開発等の拠点に、本社を移転する企業も 
   (例) 東芝機械（沼津）、日産（横浜）、（トヨタ 工場近接） 

(1)  地域の強みを見出す ‥ どこでもＩＴ､バイオか？ 

(例) アジアへの近さ 

韓国の観光客増 (07/7/5 朝日) 

日本海沿岸諸港の外貿コンテナ貨物量 13.4%増（全国4.6%、95→04年、国交省） 

(例) 降雪量の多さ、雪質 

オーストラリアからの観光客増（北海道 倶知安） 

(例) 漁業・水産加工 

サケの皮からコラーゲンを取り事業化（北海道 留萌） 

地域の既存優良企業 

ＫＯＡ（伊那）、日本精機（長岡）、ユニクロ（山口）、‥ 

 (2) 要素の創造と既存クラスターの強化 （M.E.ポーター） 

 ヒト 高等教育拠点の再編；地域の強みに集中、地域産業界との連携 

(例) 横河電機 金沢事業所（ライフサイエンス事業、金沢大等） 
    交通網の整備 

(例) 空路の高頻度化(小型機)と国際路線との連結 

何が国の優位になるのか、状況

がはっきりしない場合には、セク

ターの選択に政府はあまり成功

していない。    M.E.ポーター 
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 モノ 港湾の整備；大型船の入港を可能に 

(例) コマツ 金沢工場 (07/5/26 日経)  

(3) 行政窓口の一本化、手続き迅速化 ～道州と市町村との連携など～ 
都道府県の企業立地支援体制等に関するアンケート（経済産業省、０７／５） 

海外企業の日本進出阻害要因に関する調査 第２位（内閣府、05／.2） 

(4) 誘致活動、情報提供 
     海外観光客の誘致には海外代理店の誘致を（国際貿易投資研 鬼塚、0６春） 

海外企業の日本進出阻害要因に関する調査 日本での未活動企業の第３位 

(5) 新興企業へのリスクマネーの支援 
初期投資だけでなく、軌道に乗るまで、人的支援も含めたフォローが必要 

→ 民間の巻き込みが必須 （例）東北イノベーションキャピタル 
寄付税制の拡充（国の役割？） 

 

 

地方政府には、次の点が求められる。 

・ 「中長期の視点」を持つ人材の確保 

・ 地域の強みや特性等に対する理解 

・ 自主的に決められる財源、税制 

 

４) 道州制導入に向けて 

(1) ボトムアップのための制度設計 

   × 中央からの「区割り決定」、「権限・財源の委譲」 
○ 地方の自主的な区割り決定、権限・財源・人的資源の奪取 

 道州制特区法の提案権の強化 

提案却下の場合、省庁による反証を義務化し公開 

 立候補に基づく、先行地域からの「道州」化 

 さらに 

都道府県財政の健全化を、同時に図れないか 
 (例) EU マーストリヒト条約における健全財政(財政赤字 3%、債務残高GDP比 60%)  

    → 自己責任部分の判別が困難？ 

 

 

(2) 基礎自治体との役割分担の明確化 

行政の「基礎品質」；基礎自治体 ‥ 住民との対面サービス、住民参加の促進等 

行政の「魅力品質」；道州政府 

 ※ 主体は｢民｣であることに留意（≠大きな道州政府） 

以上

道州程度の 

・ 規模 

・ 地域密着度 

が必要 

｢地方税の見直し｣ 

｢公会計の充実｣ 

が課題 

ヒト､モノの

動きの活発化 

・ 規模 

・ 地域密着度 


