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ただ今、ご紹介にあずかりました第一生命経済研究所の永濱と申します。
今回は「日本の経済政策と景気動向」ということで、主に「地域経済に与える影響」をテーマに
お話をさせていただきたいと思います。
まず日本の経済政策と言いますと、今、足元で行われている「アベノミクス」という経済政策で
あります。「アベノミクス」は、「 3本の矢」と言われていますが、今のところ景気に直接的な影響
を及ぼしているという意味では、「第 1の矢」、「第 2の矢」が中心だと思います。

具体的にどのような影響があったかをご説明しますと、まず第 1の矢は「大胆な金融緩和」です。
これによって、円安や株高、もう少し正確に言うと、異常な円高、異常な株安が是正されました。
資料 1の左側のグラフをご覧いただいても、その状況はお分かりいただけると思います。実際にマー
ケットが変化を始めたのは、一昨年の秋ですが、当時はまだ民主党政権で、野田首相が突然、衆議
院の解散発言をしたことによって、円安・株高が進みました。
なぜ進んだかというと、自民党総裁だった安倍さんが、自分が総理大臣になったら大胆な金融緩
和をすると言いました。当時の支持率からしても、どう考えても選挙をしたら自民党政権にまた戻る
という状況でしたので、先回りをしてマーケットが動いたのです。さらに安倍政権が始まってから、
日銀の総裁が交代をして、実際に去年の 4月から大胆な金融緩和が行われたということで、上下の
変動はありますが、少なくとも目先 3、 4年ぐらいは民主党政権の時にあった、為替で言うと 1ド
ル80円台とか70円台、株で言うと 1万円を割るような水準になることはないだろうと思われます。
なぜ 3、 4年かと言うと、今の日銀の黒田総裁の任期が 5年間ですから、少なくとも黒田さんが日
銀総裁を続けている間は、過去のような異常な円高・株安という状況はないだろうと考えられるわけです。
次にアベノミクスの第 2の矢である「機動的な財政政策」についてですが、これも地方経済に非
常に大きな影響がありました。実際に資料 1の右側のグラフをご覧いただきますと、これは、日本の
経済成長率の動態ですが、一番直近（ 1− 3月）の成長率が上がっています。これは、いわゆる消
費増税前の駆け込み需要です。牽引しているのは、民間需要が上がっているので主に個人消費です。
消費増税前の駆け込み需要で上がっていますが、ただ、その手前のところをさかのぼっても、実は
アベノミクスが始まってから、消費増税前の駆け込み需要が始まるよりも先に、民間需要、個人消
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費が増えています。なぜ増えているかというと、先ほど見ていただいた株高によって、これは恐らく
全国的に、いわゆる資産効果が働き、個人消費に火をつけたと思われます。
それからもう 1つ、公共事業が増えました。これがまさに「機動的な財政政策」の効果です。安
倍政権が発足して一番最初に打ち出した経済対策というのは、真水で10兆円、公共事業関係費だけ
で 5兆円という経済対策予算で、この公共事業が増えたことが、地方経済に大きく効果をもたらし
ました。
このような形で、結局アベノミクスで変わったことというのは、 1つは大胆な金融緩和を行うこと
で、日銀がデフレを認めなくなった。もう 1つは、公共事業は1990年代後半からずっと減り続けて
きましたが、それが今までのように減らなくなりました。この 2つが大きな変化です。
今後も、恐らく少なくとも安倍政権が続く間は持続するだろうと思われる中で、地域別にアベノミ
クスの効果は、どのようなところが恩恵を受けているのかを見てみると、「日銀短観:業況判断DI」と
いう新しいデータが発表されたのですが、去年 1年間で、どこの地域が恩恵を一番受けているか、
どこの地域が一番恩恵を受けていないかを比較してみると、一番恩恵を受けたのが北海道です。去年、
北海道の業況判断DIが一番回復しました。次が山陰地方です。逆に一番恩恵が少なかったのが近畿
地方ということになっています。
なぜ、このような影響が出ているかと言うと、まさに今の第 1の矢と第 2の矢が関係していて、北
海道の業況判断DIがそれだけ回復した理由は、観光客と公共事業です。山陰地方も一緒で、観光客
と公共事業ですが、北海道と山陰では差があるわけで、北海道のほうがより回復しています。何が違
うかと言うと、北海道は日本人の観光客も増え、外国人観光客も増えました。山陰地方は、主に出
雲大社の大遷宮の影響により、日本人の観光客が増えただけで、外国人はあまり増えていないという
ような感じです。
それに対して、近畿地方の回復があまり芳しくなかったのは、アベノミクスの効果で、円安になった
にもかかわらず、あまり輸出が増えなかったのです。実際に資料 1の右側のグラフをご覧いただいても、
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純輸出というところがマイナスになっています。空洞化が進んだり、色々な理由はあると思いますが、
特に近畿地方は、電機メーカーを中心に製造業のウェイトが結構ありますので、そういったところは、
恩恵の受け方が限定的だったのではないかと、そういった違いがあるのではないかと考えています。

以上、アベノミクスが地域ビジネスへ与えた影響のポイントについてご説明させていただきました
が、やはり今後の景気を見る上では、消費増税の影響がどうなったかというところが大きなポイント
になると思いますので、次にその点を見ていきたいと思います。
資料 2をご覧ください。まず全国のデータを見ていきたいのですが、結論から申し上げますと、消
費税の影響はやはりありました。しかし、97年の前回の消費増税の時よりは若干影響は軽微である
と判断できると思います。
理由としては、資料 2の 2つのグラフが示していますが、左側が百貨店販売額、右側が新車販売
台数です。折れ線が 2つありますが、①の線が前回の消費増税前後の前年比、②の線の方が今回の
数字です。消費税を引き上げた、同じ月を重ねています。
まず百貨店のほうを見ると、ほぼ落ち込み幅は近いですが、ただ、具体的な数字を見ると若干マイ
ナス幅が小さくなっています。
例えば、前回97年の消費税引き上げの時は、百貨店販売額が全国でどれぐらい落ちたかと言うと、
4月がマイナスの14%、 5月がマイナスの 5 %でした。それに対して今回は、 4月がマイナスの12%、
5月がマイナスの 4 %。ですから、若干前回よりも落ち込み幅が小さいということが言えます。
前回と今回の違いは何かと言うと、実は先ほども少し申し上げた、外国人観光客の影響が大きいと
思います。97年の時というのは、外国人観光客は、当然のことながら今ほどは増えていませんでした。
今回は特に百貨店については、外国人観光客のウェイトが相当高まっています。
その証拠として、全国で見るとマイナス12%、マイナス 5 %となっていますが、実は銀座のある百貨
店の販売額を見ると、何と今年の 4月、消費税が引き上げられたのに前年比プラスでした。なぜかと
言うと、ここは外国人観光客のウエートがとても大きくなっています。実際に免税店をものすごく拡充
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して、外国人観光客を案内するような係の人を置いて、何カ国語か対応できるような形にしています。
なおかつ、お店の案内だけではなく、銀座の街全体の案内もしてくれる。そんな話が外国人観光客に
知れ渡って、消費税が引き上げられたにもかかわらず、売り上げが増えている状況です。そのような状
況があるので、この97年との差というのは外国人観光客の違いなのではないかと言えると思います。
ただ、外国人観光客だけでは説明できない分野があります。右側のグラフの新車販売台数です。
当然、外国人観光客は日本に来て新車など買わないわけです。足元ではこのデータを見ると、やは
り前回よりも落ち込みが小さい。むしろ、百貨店よりも車のほうが落ち込みが少ない。具体的なデー
タで見ると、新車の販売は、前回97年の 4月、 5月というのは、前年比でマイナス14%、マイナス
12%と落ちましたが、今回は 4月がマイナス 5 %、 5月に至ってはマイナス 1 %ということで、反動
減がそれなりにありましたが、想定よりも相当小さかったということです。

では、なぜこのようなことになったのかと言うと、いろいろ理由はありますが、一番大きな理由は
資料 3にあるとおり、すなわち、賃金が上がったことだと思います。
具体的には資料 3の左側のグラフですが、これは大企業の春闘の賃上げ率のデータです。経団連
のデータはこれよりもさらに上がっていましたが、今年度、15年ぶりの賃上げが実現しています。こ
れは大企業ですが、大企業のみならず中小企業も、いろんなところのアンケートを見てみると、大体
6割ぐらいの中小企業は賃上げをしています。
また、派遣社員の時給などを見ても、もう既に前年比で 3 %以上上がっています。さらには、公
務員給与が去年、一昨年と 2年連続で復興予算の絡みで、大体平均7.8%ぐらい下がっていたのが、
今年の 4月から戻っているということで、このような影響もあると思います。
さらには、株価が、去年 1年間で 6割ぐらい上昇したのですが、足元の株価は、去年の年末に比
べたら低い水準です。低いですが、株は別に値上がり値下がりだけではなく、当然、企業業績が良く
なれば配当も増えるわけで、実は今年、株はそんなに調子よくありませんが、家計が受け取っている
配当だけを考えると大幅に増えています。この部分も高額の商品が比較的売れやすい、落ち込みが小
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さかった要因ではないかと思います。
この賃上げの動きの背景としては、政府が異例の賃上げ要請をしたということがありますが、これ
が来年以降も続くかがポイントになってくると思います。
結論から申し上げると、来年もそれなりに続くと考えています。理由としては、そもそも足元で労
働需給が逼迫してきていることがあると思います。資料 3の左側の「賃上げ見通し」というグラフが
定期給与、 1人当たりの平均的な基本給の変化率であるのに対して、右側のグラフは 1年先行します
が、「雇用人員判断DI」というデータです。日銀短観の中で調べていて、下に行けば下に行くほど雇
用が過剰、上に行けば上に行くほど雇用が不足していることを表すデータです。大体 1年先行させて、
重ねてグラフを書くと、おぼろげながら関係が見いだせます。
人手不足になると、それだけ基本給も上がりやすく、人手が余っていれば、当然賃金も上がりに
くいという関係があります。 1年先行させているわけですから、先行きがこれだけ人手不足の見通し
になっていることからすると、引き続き賃金は上がる可能性があると予測できます。
先月発表された成長戦略の中にも、引き続き政府が賃上げ要請を行っていくという内容のメニュー
も出ていますので、今後もそれなりに期待が持てると思います。
ただ、確かに消費税の悪影響は想定よりも大きくなかったとはいえ、消費が落ち込んでいることは
間違いありません。昨年、個人消費と公共事業が増え、地方経済も含めて景気の牽引役になりまし
たが、今年は個人消費については、落ち込みは想定よりも小さかったものの、去年のような伸びがあ
るかと言うと、消費税が上がっていますからそれはほぼ確実に無理です。
公共事業についても、去年はかなり増えましたが、今年はどうかと言うと、今年も景気対策、消
費増税に伴って、さらに景気対策を打ち出して、真水で5.5兆円の経済対策予算がついています。ただ、
そのうち公共事業は 2兆円も行かないと思います。
去年からまだ進捗していない公共事業が今年も発生しますから、減りはしないと思いますが、さす
がに去年ほどの伸びは期待できないので、なかなか個人消費と公共事業では今年の景気は持ちません。
ただ恐らく、景気の回復は持続できるだろうと多くの市場関係者は考えています。この理由は資料

資料 4



日本の経済政策と景気動向 ～地域経済に与える影響～

4 にあるように、今年は設備投資と輸出、これが増えているところがポイントだと思います。
なぜ増えるかというと、端的に言えば、先行指標がもう改善しているので、ほぼ確実に回復すると
いうことが言えます。
例えば資料 4のグラフです。これは機械受注というデータですが、 2つのデータがあります。一
つ目の左側のグラフ「船舶電力除く民需」というのは、大体が大企業の設備投資に半年ぐらい先行
するデータです。それに対して、グラフ「代理店」というのが、中小企業の設備投資に大体半年ぐ
らい先行するというデータなのですが、これをご覧いただくと、直近の 4− 6月までのデータが出て
いますが、半年後を考えると、大企業の設備投資も高水準を維持し、中小企業の設備投資も回復基
調となると予想されます。実際、日銀短観のデータを見ても、設備投資の計画は相当上方修正され
ていましたので、ここは堅いと思われます。
となると地域別で言えば、総体的に設備投資が増えるということは、機械関連の業種への恩恵が
大きいわけですから、そういう産業が集積している地方については、結構恩恵を受ける可能性がある
と言えるのではないでしょうか。
それから、もう 1つが右側のグラフ「輸出」ですが、これも先行指標が回復しているので、持ち
直すのはほぼ間違いないだろうと思われます。これも実は機械受注で、外需ということですね。海外
からの受注ですから、最終的には輸出につながります。
この「輸出」のグラフが実際の日本の輸出データなのですが、大体 3カ月ぐらい先行します。
このグラフを見ていただくと、機械受注の外需が 4− 6月はものすごい勢いで伸びています。とい
うことは、今年の 7− 9月ぐらいには、輸出も相当な勢いで伸びてくる可能性が高いと思われます。
これも同じように、去年は比較的、輸出があまり増えにくかったので、景気回復の恩恵が受けにくかっ
た地域についても、製造業のウェイトが大きいところについては、これからじわじわ恩恵が出てくる
可能性があるという見方ができると思います。
あくまで今は全国の話ですが、実際に地域別で見ても、消費増税の悪影響は一時的で、今後はV字
の回復が期待できるというような経済データも実際に出ています。
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資料 5に、「街角景気」と書いてありますが、これは内閣府が毎月発表している「景気ウォッチャー
調査」というデータです。景気を肌で敏感に感じ取れる仕事をしている人、例えばタクシーの運転手
とか、商店街の販売をしている人とか、ハローワークで働いている人とか、そういう人たち全国
2050人に調査をしてデータを作っています。
「現状判断DI」と「先行き判断DI」と 2つありますが、現状判断DIについては、まさにその現状
がどうなっているか、指数が50を超えていれば景気が拡大している、下回っている時は景気が縮小
しているという見方ができます。先行き判断DI、これは、 2、 3カ月後の景気がどうなっていそう
かということを判断しています。それを踏まえてこのデータを見ていただきますと、地域ごとにばら
つきはあるものの、例えば現状判断DIで見ると、直近より 1カ月前のところが急激に落ち込んでいて、
直近が少し戻っています。
4月に消費税引上げで駆け込み需要の反動が出て急激に落ちましたが、程度の違いはあるにせよ、

すべての地域で 5月については最悪期を脱し、少し戻っています。
これは地域別で見ると、北海道は戻りが弱いのに対して、沖縄はかなり戻っているということで、
地域差はあるものの、一応最悪期は脱しているという状況だと思います。
ただ、沖縄を除いた多くの地域は、まだ 5月時点では50を下回っています。となると、最悪期は
脱したものの、まだ 5月時点では本調子ではないのですが、肝心の先行き判断DIを見ていただくと、
直近についてはすべての地域が50を超えています。
5月の時点で50を超えているということは、これは 2、 3カ月先の景気を判断しているわけです

から、多くの景気を肌で実感している人の感覚的には、 5月から 2、 3カ月後の 7月とか 8月の夏
場には景気がほぼ通常に近い状況に戻っているという見方をしています。この辺も消費税引上げ後の
景気は、各地域すべてにおいて、落ち込みが一時的に留まるということが判断できます。

以上を踏まえて、資料 6をご覧いただくと、左側のグラフが経済成長率の予測のグラフ、右側が
物価上昇率の予測のグラフです。これは今後の景気はどのように動くか、どんな予測が出ているかと
いうことを示すものです。
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まず経済成長率については、比較対照のために、前回の97年 4月の消費増税の時と時期を重ねて
書いています。これを見ていただきますと、足元ではまだ経済成長率が、 1− 3月までしか出てい
ないので、例えば今回であれば、年率換算で6.7%は成長したことを表しています。ただ、 4月の大
きな落ち込みのところは、まだこれはあくまで予測です。
全体で見ると、今回の方が駆け込み需要が大きかった分、マイナス幅は97年の時とほぼ同じぐらい
落ち込みますが、 7− 9月にはプラス成長に戻るということです。
戻る幅も、実は97年の時も、 7− 9月はプラス成長に戻っていましたが、1.7%の戻りでした。そ
れに対して、今回はプラスの2.4%の戻りということで、戻りが強い。
さらに、その後については大きな違いが出ていて、97年については夏場にアジア通貨危機が起きて、
年末には北海道拓殖銀行とか山一証券とかが経営破綻をしたことによって、金融システム不安が起
きました。そういった影響によって、前回は10−12月にはマイナス成長、2008年の 1− 3月はマイ
ナス7.3%のものすごい落ち込みになりました。
一時的には落ちていますが、いったんプラスに戻っていますので、97年以降、景気が悪くなりまし

たが、実は97年の消費税引上げの影響で景気が悪くなったのではないと見ることができると思います。
となると、今回、アジア通貨危機や金融システム不安みたいなことが起きるかと言うと、まず起き
る可能性は低いだろうということから、「実質経済成長率」というグラフのように、 7− 9月は2.4%、
10−12月以降も 1 %台後半の成長で拡大ができるのではないかという見通しがされています。
ただ、実はこのグラフに問題が隠れていて、2015年の 7− 9月に若干プラスになり、10−12月期
にまたマイナスになっています。これは何かと言うと、来年10月の消費税引上げを織り込んでいると
いうことです。
これについては、予定通り行う可能性が高いと思います。理由としては、まずこの消費税引上げ
を来年10月に行うかどうかは、今年の12月に安倍総理が決定します。何を基に判断するかというと、
一番重視されると言われているのが経済成長率で、今年の12月時点で発表される最新の経済成長率
は、今年の 7− 9月の経済成長率です。
これが 2 %を超えるか超えないかが 1つポイントだと思います。これが2.4%になっています。この
とおりになるか分かりませんが、そのくらいになると予想されます。
3カ月前に安倍総理と実際に話す機会があり、その時にいろいろ質問されました。その中で質問さ

れたのが、「 7− 9の経済成長率どれぐらいになりそうですか」と聞かれて、「2.4%ぐらい平均です」
と言ったら、「 2 %超えるんですね」とおっしゃっていました。その後に質問されたのが、「次に消費
税上げたら、やはり景気対策必要ですかね」と聞かれて、「それは絶対必要ですね」とお話をしました。
そう聞いてくるということは、結構行う可能性が高いのかなと言えるのではないかと思います。
もう 1つの支援材料としては、今回、消費税を引上げたことによる悪影響が想定の範囲内だった
ことも大きなポイントになると思います。
逆に、消費税を引き上げない時は、どのようなことが起きた時かというと、この 7− 9月の経済
成長率が大変悪くなった時です。
では、悪くなる可能性はあるのかというと、全くないわけではありません。具体的には、今、原
油価格がイラク情勢でじわじわ上がっています。これがさらにイラク情勢が緊迫化して、2008年の
時みたいに上がると経済成長率が悪くなる可能性もあります。
ただ、メインシナリオで考えると、消費税引き上げを行う可能性が高いのかなとは思います。
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以上が今年から来年にかけた経済見通しです。
続いて、経済政策についてです。経済政策と言うと、大きく金融政策、財政政策がありますが、
金融政策というのはいわゆるアベノミクスの第 1の矢です。
今のところ、大胆な金融緩和はどのようなことを行っているかというと、資料 8の右側の「日（計
画）」というグラフがありますが、それを行おうとしています。
そもそもこれは何かというと、マネタリーベースというデータで、端的に言うと、日銀が供給して
いるお札の量です。要は日銀がお札の供給量を増やして、お金の価値を下げて、物価を上げるという、
そのような政策をやっています。
具体的に、日銀は増札していくペースを発表しており、それがこの「日（計画）」です。すなわち
2014年の年末までにマネタリーベースを270兆円にすると言っています。
2年で物価上昇率を 2 %にすると言っていますが、現実には厳しいと思います。実際、日銀も資

料 7の左側の「日銀」というグラフのような感じで見ています。ちなみにこれは消費税の影響を除い
ていますが、実際、 2 %物価上昇率に達するのは、再来年の頭ぐらいと考えています。
そのため、このペースで行くのであれば、金融緩和は追加しないと思いますが、おそらく、日銀が
想定しているところまで行かないと、私を含めた多くのエコノミストは思っています。同じグラフの
「エコノミスト」と書いてある線で示しています。
なぜ 2 %まで行かないかと言うと、その鍵が右側のグラフです。川上の物価の伸びが鈍化していま
す。これは何かと言うと、CPIというのは消費者物価です。CPIコア（東京）のデータを見ると、実
はもう 2月から伸びが鈍化しています。
CGPIと書いてありますが、これは、国内企業物価です。企業間の取引の物価がもう実は既に伸び
が鈍化しています。
なぜ鈍化しているかと言うと、そもそもそれまで企業物価が上がった最大の理由は、円安になって
輸入物価が上がったためです。ただ、去年の前半ぐらいは大幅なペースで円安が進みましたが、そこ
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からはそれほど進んでいません。とすると当然、物価の押し上げ圧力という意味では、円安のプラス
効果はなくなりますから伸びが鈍化するということになります。
したがって、今後の金融政策の見通しとしては、日銀は追加の金融緩和を実施する可能性があり
ます。ただ、その追加の金融緩和については、資料 8の右側のグラフのように2014年の年末までに、
こういう計画でマネタリーベースを増やしますというのを、さらに角度を付けて増やすということに
なると思います。
ただ、多分それは行なわないと思います。何を行うかと言うと、同じようなペースで2015年以降
もマネタリーベースを増やしますという政策を明確に打ち出してくると思います。
実は、日銀はそのようなことを、もう既に言っていますが、まだあまり外国人投資家がそれをそう
理解していないので、恐らく今年の年末までのどこかのタイミングで、2015年以降の金融政策の予定、
計画を出してくる可能性が高いと思います。
となると、それはある意味で追加の金融緩和であって、市場関係者の多くは今年の10月頃かなと
見込んでいます。
かつ、日本が行っている大胆な金融緩和というのは、資料 8の右側のグラフでアメリカのグラフ
がありますが、リーマン・ショック以降アメリカがやった政策をまねしているのです。
では、アメリカは大胆な金融緩和を何年続けたかと言うと、6年続けました。ということは日本も、
2年や 3年程度で、金融緩和が足りないのではないかということからすると、まだ当面日銀の金融
緩和は続くという可能性が高いという見通しが立っています。

それから資料 9を見ると、ここがまさにアベノミクスの第 3の矢の「成長戦略」です。先月発表
されて、実際に発表されたメニューを、日経新聞がまとめたものを持ってきましたが、ざっくり全
体の評価をさせていただくと、実は去年打ち出された成長戦略は、踏み込み不足ということでマーケッ
トから失望を買ったのですが、今回は前回に比べたら評価されています。
逆に上手いという感じです。どういう意味かと言うと、岩盤規制とか踏み込むのが相当大変なとこ
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ろも、何年後までに検討するとかいう形で、一応考えているという意思を盛り込んでいるので、そこ
は結構うまいなと思います。
そして、今回初めて、政府の政策で人口を維持することを目指すという文言が入りました。これは
非常に大きな成果だと思いますが、具体的にどのように人口を維持するかは、全然示されていないの
でこれからの課題だと思っています。
そうは言っても、今回出たメニューで十分かと言うと、やはりまだ不十分であって、今後もさら
なる成長戦略が必要になってきます。
どの辺が足りないかというと、まず、法人税改革です。これは、一応、来年度から下げて、数年
で20%台にするとなっていますが、もう少し細かい話をすると、おそらく来年度から 2 %ずつ 3年間
で下げて、今、日本の法人税35.64%を、多分29.64%ぐらいにするという計画のようです。
ただ、もともと自民党の政権公約では、法人税を国際水準まで下げると言っています。では、国
際水準とはどのくらいなのかというと、中国とか韓国の水準である25%台を言います。ですので、今
から10%ぐらい下げなくてはいけませんので、まだこれは踏み込む余地があると思っています。
さらに、先ほど申し上げた賃上げ要請の話も入ってきました。賃上げや成長について話し合う政労
使会議を14年秋に再開する。これは、来年も賃上げ要請するということだと思います。
それから、今後具体的な数字が出てくると思いますが、金融資産の活用です。公的年金の運用方
針の見直しについては、実際に 8月から 9月にかけて、数字の変更が具体的に出てきて、10月から
方針が見直されます。これは恐らく相当な円安株高の圧力になってくると思います。
さらに、「『担い手』を生み出す」のところでは、先ほど申し上げたとおり、50年後に 1億人の人
口を保持することを目指すということですが、具体的に出てきていません。恐らく地方経済で最大の
ポイントは、ここで人口減少をいかにくい止めるかだと思います。最も望ましいのは、国内の出生率
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を上げて子供が増えることなのですが、多分それは難しいので、遅かれ早かれ日本は移民を受け入れ
るという決断を迫られる可能性が高いのではと思います。
そして、その下の「女性」や「外国人」、この辺は一定の評価はできると思います。さらに言うと、
外国人の技能実習生の受け入れ枠拡大も、建設業の職人不足への対応なのですが、これも最終的に
は移民の受け入れに向けた風穴を開ける、そういう位置付けになってくるのかなと思います。
あとは、岩盤規制の改革、ここについては解雇の金銭解決の仕組みを検討するため、年内に海外
事情を調査すると書いてあります。要は正社員の解雇ルールの明確化です。これを最終的に踏み込む
必要が出てくると思います。単純に解雇しやすい環境にするだけではなく、ヨーロッパなどの解雇し
やすい国では、職業訓練も充実していますので、その辺のメニューも出していく必要があると思います。
そして、医療です。ここについても、混合診療とかも少し拡大しましたので、ここはある程度、
この流れで行っていいのかなと思っています。
一番のポイントとなるのが農業です。企業の農地所有の解禁を 5年後に検討するということで、
相当先ですが、おそらく最終的にこれを行わないと、地方経済は持たないと思います。地方経済を
考えたらここの部分が非常に大きなポイントになってきます。
逆にこれを行うと、非常に大きな成長分野として期待できると思います。
最後、エネルギーと観光です。これも地方経済を考える上では、非常に大きなポイントです。長
い目で見ると、再生可能エネルギーとかは、地方経済の方が成長の余地があるとは思いますが、なか
なか実用化という面では難しい。ですので、経済だけのことを考えれば、安全が確認された原発を再
稼働すべきという意見もありますが、今の流れではこれもなかなか難しそうです。
発送電分離、電力自由化、これも地方経済にはそれなりに影響を及ぼすと思います。
観光については、先ほど百貨店の話をしましたが、人口が減少する中で、その地域の経済を支える
ためには、やはり海外の需要に支えてもらうしかないわけで、その 1つの大きな手段というのが観光
だと思います。これは後程お話しますが、ここも結構、成長分野としては期待が持てると考えています。

これまで説明した成長戦略も含めて、最終的に地域経済、地方経済が今後も成長を維持していく
ためには、どのような視点が必要かを、最後にまとめたいと思います。
当たり前の話ですが、結局、日本全体でも人口が減っていく中で、沖縄以外の地方では人口減少
のスピードが速い。その中で手っ取り早く人口を増やすには、企業誘致が一番です。なかなか誘致は
難しいのですが、実際に去年の工業立地件数を見てみると、それなりに立地できているところ、でき
ていないところ、差が結構あると感じます。
そのような中で、最近は、工業立地件数というのを 2つに分けて見ないといけない状況になって
きています。
なぜかと言うと、電気業（エネルギー分野）を分けて考えなければなりません。電気業とはメガソー
ラーとかのことで、ここの部分が非常に大きくなってきています。特に足元では安全な原発の再稼働
という話を進めると思われますが、恐らく長い目で見ると、脱原発の方向になる可能性は高いと思い
ます。
そういった中で、火力発電だけでは難しいので、少なくとも再生可能エネルギーの市場規模とい
うのは、間違いなく拡大していくと考えられます。
では、再生可能エネルギーは、どういったところが得意なのかと言うと、都市部よりも広大な土地を
持っていたり、自然を持っていたりしているところのほうが向いています。地域経済の活性化のポイン
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トとしては、いかに再生可能エネルギーを発展させていくかというところにあります。実際に、それだ
けエネルギーが安定的に供給できるということが可能になれば、それだけで企業誘致の 1つの大きな優
位性になるわけですから、ここをどう取り組んでいくかというのは、非常に重要だと思っています。
ちなみに、足元の再生可能エネルギーの資源量を見てみると、当然、土地が広いということもあり、
北海道が大きいのですが、それ以外の地域についても、結構、再生可能エネルギーが得意な都道府
県がありますので、ここがいかにさらに発展していくのかだと思います。

それから資料11を見てください。地域経済だけではなくて、日本経済全体についても言える話で
すが、農産品の有効活用です。右側のグラフにあるとおり、これは、地元で取れた農水産資源をど
れだけ付加価値に結び付けているかというグラフです。当然のことながら、北海道とか九州とか、加
工しなくてもおいしい素材がたくさん取れるところは低いのですが、これももう少し努力のしように
よっては、伸ばせる余地があるのかなと思います。
ただ、私個人的には、その付加価値を高める加工をするということ以上に、日本が求められてい
るのはやはり輸出だと思います。
いいものを持っているにもかかわらず、日本はあまりにも農産品の輸出が少な過ぎます。どれぐら
い少ないかと言うと、農業のモデルケースとよく言われるオランダと比較すると、オランダは実は、
国土面積、人口は九州と同じぐらいなのですが、農産品の、食料品の輸出額で言うと、アメリカに
次いで世界第 2位です。
どれぐらい輸出しているかというと、日本の農産品の輸出金額は、今5000億円ぐらいです。安倍
政権は、農産品の輸出額を 1兆円にすると言っていますが、それでも全然少ないです。なぜなら九
州の面積しかないオランダは農産品の輸出額 8兆円ですから、日本の16倍です。ということからす
ると、各地域で考えても、まだまだ農産品を輸出できる余地はあると思います。
ただ、オランダがなぜそんなに農産品を輸出できるかと言うと、 1つの理由としては、オランダは
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ドイツとかフランスとか、大きい国と陸続きになっているので、陸路で輸出できるというところがあ
るとは思います。もう 1つは、オランダは、ITを駆使して大規模で効率的な農業を行っています。
だから、それだけ輸出を増やすことができるのです。
では、それを日本でどのようにしたらできるのかと言うと、やはり農地法を改正して、大きい企業、
株式会社が農業に自由に参入できないと、なかなかそれは難しいと思います。
だからこそ農地法改正は、できるだけ早く実施しないと地方経済に寄与できないと言えるのではな
いかなと思います。ここのところが増えていけば相当強いと思います。
農産品は、IT関連製品に比べても全然強いのです。なぜ日本のIT関連の産業が衰退したかと言うと、
結局、世界中から優秀な部品を集めてきて、それなりに組み立てれば、どこの国でもいい製品ができ
てしまいます。それに対して自動車は、 3万点から 4万点ぐらいの部品をすり合わせて造るわけで、
そういうのはなかなか新興国が簡単には追従できないので、日本の自動車関連産業は優位性がありま
す。
農産品は、その土地の気候でなければこの味が出ないとか、ほかのところへ簡単に持っていっても、
なかなかその味が出ないとかがあります。ということはそれだけ優位性があるわけで、かつ日本の場
合はニーズが非常にあるのに、全然輸出が追いついていないということからすると、いかにここをう
まく行っていくかという事が、地方経済が生き残っていくための 1つの大きなポイントになってくる
のではないかと思います。

それから資料12です。ここも地域に限らず、日本経済全体の話ですが、やはり人口が減少します
ので、各地域で考えれば、できるだけその地域へ企業を誘致するなりして、魅力を高めて、ほかの都
道府県から人がたくさん来てもらうということが手っ取り早いのですが、それだけだと奪い合いに
なってしまい難しいです。かつ、そんなにすぐに人口を増やすことも難しいということで、人口が減
る中でも出来るだけ働き手を減らさない、そういう政策が重要になってくると思います。
そのためには何が必要かというと、幸か不幸か、今の日本には、働けるのにまだ労働市場に参入し
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ていない女性や高齢者の方がたくさんいらっしゃいますので、その方々をどれだけ有効に活用できる
かだと考えています。
例えば 1つの例で、日本は、昨年、資料12の左側のグラフにあるとおり、特に女性の就業者が大
変増えました。これは22年ぶりで、1991年以来の女性就業者の増加です。50万人ぐらい増えたので
すが、一方で今、日本の女性のいわゆる非労働力人口の中で、本当は働きたいけれど、いろんな理
由で求職活動していませんという女性が380万人いると言われています。その中で一番多い理由が、
子育てとか介護で働きに出られないという方が多いので、そのために施設を整備するなども 1つのポ
イントになってくると思います。
さらにもう 1つは、人口は確かに減少してきていますが、右側のグラフにあるとおり、65歳以上
の人口は、2040年以降まで増え続けます。何を意味するかと言うと、シニアビジネスではまだ成長
の余地があるという見方もできるので、いろんな地域で介護関連の施設の建設が増えたり、そういっ
た介護関連、シニア関連の需要をいかに有効に活用するかというところも、非常に大きなポイントに
なってくるのではないかと思います。

資料13、ここが最後になりますが、やはり外国人観光客が大きなポイントになりそうです。これ
については相当期待できると思います。
日本の外国人観光客は去年1,000万人を超えました。では、その前の年は何人だったかというと、
資料13の右側のグラフにあるとおり800万人台でしたので、200万人増えたことになります。
政府は、日本を訪れる外国人観光客を2020年の東京オリンピックまでに2000万人に増やし、2030
年には3000万人に増やすという目標を立てています。水準で言うと、2030年までにドイツ並みに外
国人観光客を増やすという目標を立てているのですが、これは結構可能性があると思います。
なぜかと言うと、資料13の左側のグラフにあるとおり、直近 5月の訪日外国人客数のデータで、非
常に外国人観光客が増えています。これは年の人数に換算していますので、そのペースが続いたら、
1年間で外国人観光客が1400万人近いペースで来ていますので、2000万人も射程圏内ということです。
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そもそもなぜ増えたかというと、1つはアベノミクスに伴う円安です。もう1つは去年、タイやマレー
シアといった東南アジアの国の観光ビザの発給要件緩和を行いました。これによりタイ人観光客がとても
増えました。その効果が出ているのですが、幸いなことに、日本は観光ビザの発給要件をまだ緩和してい
ない国が沢山あります。それで、今回の成長戦略に入ってきたのが、インドネシア、フィリピン、ベトナ
ム向けのビザの免除。何か国か書いてありますが、目先はインドネシアが非常に期待できると思います。
なぜかと言うと、インドネシアの人口が 2億5000万人ぐらいです。今のところ、インドネシアか
ら日本への観光客は、年間15万人ぐらいしかいません。ということからすると、観光ビザの発給要
件の緩和で相当増える可能性が高いのかなと思います。
ただ、単純に観光ビザの発給要件を緩和さえすれば増えるかというと、それなりには増えるとは思いま
すが、受け入れる側の対応が必要になってくると思います。何の対応が必要になってくるかというと、イ
ンドネシアを含めたイスラム圏の地域というのは、イスラム教の人たちならではのしきたりがあります。具
体的に言うと、決まった時間に礼拝をするとか、豚肉を食べないとか、アルコールを飲んではいけないとか、
そういうしきたりがあるわけで、「ハラール」と言いますが、それに向けた対応をしていくことが必要だと
思います。
既にもう動いているところがあります。中部国際空港では今年の 3月から、空港の中に礼拝室を
造りました。また、ポークフリー、アルコールフリーの食堂のメニューやお土産を作ったりしていま
す。おそらくこういった動きは、全国に広がっていくと思います。ほかの地域も対応しないと、イン
ドネシア人の観光客はみんな中部国際空港へ行ってしまいます。
さらに私が長い目で見て、ものすごく期待している国は、インドです。インドは、現在でも人口が
12億人を超えて、13億人に迫る勢いです。今は中国が人口は 1位ですが、一人っ子政策の影響で、
2021年にはインドが中国の人口を抜くと言われています。
かつ、インドは非常に親日国家で、この前、天皇陛下が御訪問された際には大変な歓迎ぶりであっ
たのに、まだ観光ビザ発給要件を緩和していないのです。これは近い将来、間違いなく緩和すると思
います。
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緩和するのですが、では、今インド人が日本に観光客として年間何人来ているのかというと 7万
人しか来ていません。
しかし、海外旅行に行くインド人の数は年間1500万人です。主にヨーロッパ方面に行っています。
なぜヨーロッパに行くかというと、インド人はそもそも映画のロケ地を訪問するのが目的で海外旅行
に行くことが多いのです。インドの映画は、非常に有名で、“ボリウッド”と言って、映画の本場ハリ
ウッドと比べても、映画の本数だけだとボリウッドのほうが多いのです。ヨーロッパの国々は、まさ
にそれを見越して、インドの映画のロケ地を誘致しているのです。これはれっきとした経済政策です
ね。スイスなどはものすごいインド人観光客が増えているらしく、インドの映画のロケ地の取り合い
が世界中で行われています。
実際に、日本でももう幾つか行っていて、私が知っているだけでも大阪と富山は行っています。これ

はもっと全国的に行ったほうがいいのではないかなと思うのですが、そうすれば、多分インドの観光客
は、すぐに10倍とか行くと思います。それを考えると外国人訪問者数、2020年、2000万人、これは間
違いなく実現できるでしょう。2030年、3000万人、これも実現する可能性が高いと思っています。

以上で、私からのご説明を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。




