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地方創生に取り組む香川県内自治体の
現状をRESASで見える化

山　口　良　三

人口減少や高齢化、過疎化が構造的に進展し、疲弊していく地域経済の中にあっても、香川
県内の各地方公共団体は地方創生に前向きに対応しています。そこで、当研究所は各自治体
の創生への取組状況を自然、歴史、風土など地域資源の特性も踏まえて、定性・定量の両面
からシリーズで取り上げていきます。

と地方創生と地方創生と地方創生
RESASRESASRESAS

1 ． はじめに
　我が国の人口は、2010年をピークに減少局
面に入り、2015年国勢調査では総人口は 1億
2，709万人と、1920年の国勢調査開始以来、
初めての減少を記録しました。人口減少が労
働供給の減少を通じて経済成長の重石となっ
て、大きな経済成長は望めないという考えが
あるため、「人口減少が地域経済の縮小を呼
び、地域経済の縮小が人口減少を加速させる
という悪循環の連鎖に陥る可能性が高い」と
の認識のもと、国では人口減少を契機に、
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定
など矢継ぎ早に対策を打っています。
　そのような中、国がこれまでの対応と異な
るのは、号令をかけるだけでなく各地域の実
態を定量的に把握するツールを地方公共団体
（以下、「自治体」という）に提供しているこ
とです。これは、国を含めて従来の政策が
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不可欠との認識があるためです。
　平成28年度から本格的に地方創生事業を推

進する段階に入っており、国では自治体の地
方創生への取組を情報面から支援するため、
ビッグデータ（ヒト、モノ、カネに関する静
態・動態等のデータ）を活用した「地域経済
分析システム（R
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を整備、普及してきました。本シリーズでは、
地域経済分析システム（以下、「RESAS」と
いう）の分析ツールを使いつつ、定性情報も
加味し地方創生に取り組む県内各自治体を現
状分析していく予定です。

2 ． RESASとは
　RESAS は、経済産業省が内閣官房まち・
ひと・しごと創生本部と連携して運営してい
るビッグデータを可視化するシステムです。
地方創生には、自治体が地域の実態を把握す
ることが不可欠であるため、国が地域経済に
係わるビッグデータを分かりやすく見える化
するシステムを構築して、自治体が効果的な
政策の立案、実行、検証、改善の PDCAサ
イクルを回すことを支援しているのです。
　RESAS は、マップと呼ばれる分野、具体
的には「人口」、「地域経済循環」、「産業構
造」、「企業活動」、「観光」、「まちづくり」、
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「雇用・医療・福祉」、「地方財政」の 8分野
に計78メニューの統計データから構成されて
います。実際のデータを観察する前に、
RESAS を使った「現状把握のための分析」
プロセスの概要を以下に説明します。

　分析は、図表 1：現状把握のための分析手
順に沿って、最初のプロセスである「ひと」
では、RESAS 人口マップを使って人口の構
成とその推移、将来推計、人口増減などを把
握していきます。

　次に、「まち」プロセスは、地域経済循環
マップから地域のお金の流れを把握し、地域
の付加価値額を増やし地域経済の好循環を実
現する上でのポイントを探ります。
　「しごと」プロセスでは、産業構造マップ、
まちづくりマップ等を使って、自らの地域経
済を支える産業は何かという産業構造を理解
のうえ、主要産業の強みを把握します。なお、
各プロセスにおいては、地域資源などの定性
情報を収集・勘案してより広がりのある分析
を行っていきます。
　では、「ひと（人口）」、「まち（地域経済）」、
「しごと（地域産業）」について、RESAS を

使って例として香川県の現状を見える化して
みます。

3 ． 「ひと」の現状
　地方創生の実現のためには、地方で「ひ
と」をつくり、その「ひと」が「しごと」を
つくり、「しごと」が「まち」をつくるとい
う流れを確かなものにしていく必要がありま
す。そのためには、「ひと」の実情がどのよ
うになっているかをデータで確認する必要が
あります。
　まず、日本全体の人口推移を見てみましょ
う。図表 2：日本の人口推移は、1960年から

図表 1 　現状把握のための分析手順

図表 2 　日本の人口推移
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2060年までの百年間の人口推移を示していま
す。国立社会保障・人口問題研究所の発表で
は、2010年に 1億28百万人でピークを迎えた
日本の人口は、長期的に減少が続き2060年に
は約86百万人になると推定されています。で
は、香川県ではどのような動向になっている
のでしょうか。RESAS 人口マップから、香
川県の人口推移について現状と将来を図表
3：香川県の人口推移で傾向を捉えてみます。

　図表 3から、総人口の動きは日本全体と同
じトレンドとなっているものの、全国よりも

早く1999年に約103万人でピークに達してい
ます。また、2015年現在97万人の人口は何ら
対策を講じなかった場合、2040年には77万人、
2060年には60万人にまで減少すると推計し、
香川県策定の「かがわ人口ビジョン」では地
域社会の衰退を懸念しています。
　図表 3では老年人口（65歳以上）が一貫し
て増加していること、および年少人口（15歳
未満）が長期的に減少していることが示され
ており、少子高齢化をデータが如実に示して
います。
　図表 4：香川県の人口ピラミッドでは、
1980年に生産年齢人口（15～64歳）が65％を
占めている状態から2040年には51％に低下す
ることが予測されています。香川経済は、
「人口の流出・減少→地域産業の従事者が減
少→地域経済が衰退→地方の雇用が減少→都
市圏への人口流出と出生率の低下→再び人口
減少」という負の連鎖が回転するのではない
かと危惧される状況にあります。

図表 3 　香川県の人口推移

図表 4 　香川県の人口ピラミッド

調査研究.indd   20 2017/03/28   16:45



21百十四経済研究所 調査月報No．361
2017．4

創生シリーズ

4 ． 「まち（地域経済）」の現状
　図表 5：地域経済循環図は、香川県内のお
金の流れを生産（付加価値額）、分配（所得）、
支出の 3段階で「見える化」することで、香
川経済の全体像とお金の流出・流入の状況を
俯瞰するものです。
　生産面について、香川県内では2010年時点
で第 1次産業509億円、第 2次産業8，577億円、
第 3次産業 2兆7，204億円と総計 3兆 6千億
円余の付加価値額を生み出しています。そし
て、香川県の経済を生産面で支えているのは、
第 3次産業ということになります。
　分配の棒グラフは、地域の住民（及び企
業）に分配される「雇用者所得（給与等）」
と「その他所得（企業所得、財産所得、交付
税等）」の額を示しています。この棒グラフ
の青部分は、生産によって稼得した所得を示
しており、香川県では 1兆 8千億円を雇用者
所得として、 1兆 7千億円をその他所得で稼
いだことになります。赤部分は、雇用者所得
が77億円、その他所得が353億円、他の地域

から流入したことを示しています。雇用者所
得の流入とは、香川県外に勤務する人が県内
に給料等を持ち帰っていることを意味します。
その他所得の流入も、配当や税金再分配等を
通じて県外からお金が流れ込んでいる状態で
す。
　支出面では、民間消費額、民間投資額、そ
の他支出の項目があり、その他支出は政府支
出（県庁や国の出先機関からの発注等を含
む）や県内企業の移輸出収支を含みます。消
費や投資の青部分は、県内に支出された金額
を表し、民間消費額の赤部分は他地域から消
費が1，482億円流入している一方、投資は772
億円、その他支出は985億円が流出している
ことを示しています。
　地域経済循環率は、「生産÷分配」により
算出され、地域内で生み出された所得がどの
程度域内に還流しているかを把握する指標で、
自治体ごとの特徴を表すものです。香川県は
地域内で生産の99．2％が循環していることを
示しています。

図表 5 　地域経済循環図
（2010年　香川県）
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図表 6 　生産面（付加価値額）の産業構造

　経済循環の流れで重要なことは、生産、分
配、支出へとモノやお金が回っていくことで
す。具体的にみると、消費面では、財・サー
ビスの消費の対価として企業へお金が還流す
るとともに、投資面でも家計の貯蓄が金融機
関等を通じて、企業へ投融資され、生産・販
売の資金となります。また域際収支面では、
地域間で財・サービスの移出入が行われるこ
とで、域外との間でも資金が循環することと
なります。こうした循環が正常に機能するこ
とで、地域が域内外の消費、投資をより多く
行って稼ぐ力をつけて付加価値を高めること
が重要で、結果として地域の労働生産性も向
上していくことになります。

5 ． 「しごと（地域産業）」の現状
　本章では、香川県内における各産業を売上
高、付加価値額などの観点から整理し俯瞰す
ることによって、県内全体の産業構造を把握
します。
　香川県における産業全体を眺めると、2010
年において県内企業によって生み出された付
加価値額は約 3兆 6千億円で、サービス業な
どの第 3次産業が75％を、製造業等の第 2次
産業が24％を生み出していますが、農林水産
業の第 1次産業は 1％程度にとどまっていま
す（図表 6：生産面（付加価値額）の産業構
造）。全国でのランキングでも、第 3次産業
は 1人当たり付加価値額では854万円で 7位
にランクされているのに対し、第 1次産業は
187万円で36位というのが実情です。

　図表 7は、2012年における売上高ベースで
県内産業構造を示したものです。それによる
と香川県内では、「卸売業・小売業」「製造
業」「建設業」「電気・ガス」「医療・福祉」
が主要 5産業であり、その占める割合が78．5
％と全国平均の77．1％とほぼ等しく遜色はあ
りません。
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図表 7 　産業構造（売上高ベース）

　地域の産業構造を理解する場合、「まち
（地域経済）」で説明しましたが、域外を主た
る販売市場とした産業、つまり基盤産業を見
つけることが重要です。図表 8は、岡山大学
大学院の中村良平教授が提示する概念図で、
移輸出と循環という地域経済の 2つの要素の
役割を、基盤産業と非基盤産業という産業特
性に対応して示したものです。

　基盤産業とは、域外に財やサービスを提供
することで域外マネーを獲得する産業であり、

経済成長の推進力となるものです。つまり、
基盤産業が地域外でお金を稼ぎ、基盤産業は
その稼いできたお金を使って地域内の非基盤
産業から原材料や商品を仕入れるという派生
需要を創っています。地域の産業構造は、こ
のような循環を形成する基盤産業と非基盤産
業から成っています。
　なお、循環とはいえ、自分（自地域）で生
産し自分で消費する「地産地消」の場合には、
付加価値は生まれません。自分で生産したも
のを他人に売ってこそ、生産コストに加えて
付加価値という利益が生まれてくるからです。
言ってみれば、血液循環と同様、域内外との
お金の循環は、持続可能な地域経済にとって
は必要不可欠です。
　次に、現在の産業構造から基盤産業を見つ
ける方法は、特化係数という指標を活用する
ことです。特化係数とは、県内にある産業の
比率を全国の同産業と比較したもので、その
地域の特定産業の相対的な集積度、つまり強

図表 8 　地域の産業構造の概念図
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みを見る指標です。指標の目安としては、1．0
を超えていれば全国に比べて特化している産
業とされます。
　それを踏まえて図表 9：産業別特化係数を

観察すると、付加価値・特化係数および労働
生産性・特化係数ともに 1を超えてバランス
のよいパルプ等製造業、木製品製造業、総合
工事業などが基盤産業と位置付けられます。

6 ． おわりに
　今回は、香川県をベースサンプルとしてビ
ッグデータを可視化している RESAS で大枠
を把握しました。今後は、地方創生に向けて
地方版総合戦略を実施する自治体を RESAS
活用により分析していく予定です。一方、
RESAS 自体は広く一般にも公開されている
システムですので、県内市町においてマーケ
ティングや店舗運営などを検討する方々には
相応しい仕組ではないかと考えられます。統
計データが視覚的に、かつ分かりやすく図表
に示されるので、是非、読者諸氏に利活用を
期待したいところです。
　RESAS では、主としてデータによる分析
が中心となるため、次回以降の創生シリーズ
では地域資源などの定性情報も加味して県内
市町の現状把握を進めていく予定です。

（百十四経済研究所　調査部長）
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図表 9 　産業別特化係数（2012年）
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