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人口減少社会を乗り越える地域再生の社会保障～地域で安心して暮らすために～ 

第３分科会シンポジウムにご参加の皆さまへ

■録音・録画等について

当分科会シンポジウムは，会場（弁護士のみ）＋オンライン開催となります。

当連合会では，本シンポジウムを今後の活動に利用するため，会場での写真・映像撮影及

び録音を行っております。撮影した写真・映像及び録音した内容は，書籍，ホームページ，

パンフレット等にも使用させていただくことがあります。また，報道機関による取材も予定

されており，撮影された映像・画像は，新聞，テレビ等の各種媒体において利用されること

があります。

つきましては，舞台に向かって左右後方に撮影禁止席を設けておりますので，撮影を望ま

れない方は左右後方の撮影禁止席にお座りください。

大変恐縮ながら，本シンポジウムの撮影等につきましては，本シンポジウム関係者及び報

道機関の方に限らせていただきます。会場における撮影，録音・録画，及びＷＥＢ配信の録

音・録画，画面のキャプチャ等はお控えいただきますようお願いいたします。

■ＷＥＢ配信について（オンライン参加の皆さまへ）

ＷＥＢ配信において，何らかのトラブルで通信が中断し，１５分経っても復旧しない場合

は，配信を中止させていただきますので予めご了承ください。また，万が一，配信媒体であ

るＹｏｕＴｕｂｅＬｉｖｅ自体の障害が生じた場合，当初ご案内している配信アドレスが変

更となります。再開後の更新アドレスが分かり次第，日弁連ウェブサイトに掲載いたします。

配信の再開までお待ちいただくこととなりますが，配信の状況に関わらず，現地会場におい

てはシンポジウムを中断せず実施いたします。

■新型コロナウイルス感染症対策について（会場参加の皆さまへ）

会場では，新型コロナウイルス感染症対策のため，座席の間隔を空けて着席いただいてお

ります。お手元の配付資料の中の座席表を御確認の上，御自身が着席している位置を控えて

おいていただき，間隔を詰める座席の移動はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

■アンケートについて

当連合会の今後の活動に反映させていただきたいと思いますので，アンケートへのご協力

をお願いいたします。下記 URL または二次元コードからアクセスしてください。 
 本シンポジウムでは，スケジュールの都合上，質疑応答の時間を設けておりませんので，

ご意見・ご質問等がございましたらこちらへお願いいたします。ご協力のほどよろしくお願

いいたします。

【URL】https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/jsympo3enq/comments/ 

【二次元コード】 
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次  第 

                        ２０２１年１０月１４日（木） 

 

日本弁護士連合会第６３回人権擁護大会シンポジウム第３分科会  

人口減少社会を乗り越える地域再生の社会保障 

～地域で安心して暮らすために～ 

 

◆総合司会：黒田 啓介（滋賀弁護士会）  

                          松田 弘子（山口県弁護士会） 

 

◆開会挨拶 

  土井 裕明（日本弁護士連合会副会長）                           １２：３0 

 

◆基調講演                                １２：４０                                      

「人口減少時代の自治体政策」 

  中山 徹（奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科教授） 

 

【休憩（１０分）】                             １３：４０ 

（舞台配置換え） 

 

◆第１部 特別報告・基調報告                       １３：５０ 

＜ナビゲーター＞ 

 狩野 節子（秋田弁護士会），芳野 靖規（千葉県弁護士会） 

 

特別報告１ 橘田 亜由美（医師，東大阪生協病院院長）※ビデオ出演 

基調報告１ 民谷 渉（京都弁護士会） 

 

特別報告２ 藍野 美佳（元広島県竹原市婦人相談員） 

特別報告３ 平澤 文江（旧静岡県磐田郡水窪町・現浜松市， 

NPO 法人まちづくりネットワーク WILL 理事長） 

基調報告２ 家田 大輔（愛知県弁護士会） 
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特別報告４ 濱中 香理（島根県隠岐郡海士町役場人づくり特命担当課長） 

特別報告５ 吉川 真嗣（新潟県村上市，むらかみ町屋再生プロジェクト会長）※ビデオ出演 

基調報告３ 渡辺 達生（札幌弁護士会） 

 

【休憩（１５分）】                             １５：３５ 

（舞台配置換え） 

 

◆第２部  パネルディスカッション                                    １５：５０ 

  ＜パネリスト＞ 

      伊藤 周平（鹿児島大学法文学部教授） 

   上山 隆浩（西粟倉村役場地方創生特任参事） 

      岡田 知弘（京都橘大学経済学部教授・京都大学名誉教授） 

   高端 正幸（埼玉大学人文社会科学研究科准教授） 

   山﨑 晴恵（兵庫県宝塚市長） 

  ＜コーディネーター＞ 

   小野 順子（大阪弁護士会），中村 和雄（京都弁護士会） 

 

 総括コメント 中山 徹（奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科教授） 

 

◆閉会挨拶                                 １７：５５ 

 安田 祐介（岡山弁護士会副会長） 

閉会 １８：００ 
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登壇者プロフィール 

 人口減少社会を乗り越える地域再生の社会保障 

～地域で安心して暮らすために～ 

 

                基調講演者                 

 

● 中山 徹（なかやま とおる） 

1959 年大阪生まれ。京都大学大学院博士課程修了，工学博士。 

現在，奈良女子大学教授。専門は，都市計画学，自治体政策学。奈良県開発審査会会長，

奈良市空家対策推進協議会会長等を務める。 

主な著書に，「人口減少時代の自治体政策」自治体研究社，2018 年。「子どものための保

育制度改革」自治体研究社，2021 年。 
 

                特別報告者                 

 

● 橘田 亜由美（きつだ あゆみ） 

1999 年から医療生協かわち野生活協同組合東大阪生協病院神経内科・リハビリテーショ

ン科医師。2016 年に東大阪生協病院院長に就任し，現在に至る。 

 

● 藍野 美佳（あいの みか） 

民間企業での勤務経験を経て，ＤＶ被害者の支援を行うＮＰＯ法人で３年間働く。 

その後，広島県竹原市に婦人相談員（非正規公務員）として就職。２０２０年４月には会

計年度任用職員に移行したが， 

勤務条件が改善しないことなどから，２０２１年６月，約１０年間勤務した竹原市を退職。 

 

● 平澤 文江（ひらさわ ふみえ） 

水窪町で生まれ育ち，33 歳の時同郷の夫とともに U ターンした。夫の家業を手伝いなが

ら地域活動を続け，今日に至る。 
生涯故郷に住み続けることを願い，NPO 法人の代表として活動している。 

 
● 濱中 香理（はまなか かおり） 

島根県隠岐郡海士町総務課人づくり特命担当課長。海士町出身。高校など 1 度は海士町を

離れるも平成 14 年海士町役場入庁。地域振興課（現在の地産地商課）で水産業務を 3 年

間担当したのち，平成 17 年からは CAS と呼ばれる鮮度を保持する凍結方法の事業立ち

上げに従事。第三セクター（株）ふるさと海士の社員や地元の漁業者などと共に，商品開

発や販路開拓など 10 年間にわたり携わる。現在は隠岐島前高校魅力化プロジェクト，地

方創生戦略プロジェクトを担当。 
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● 吉川 真嗣（きっかわ しんじ） 

  1964 年新潟県村上市に生まれ。早稲田大学商学部卒業後，商社に勤務。1990 年村上に戻り

家業である「千年鮭きっかわ」に勤務。1998 年村上町屋商人会会長に就任。2002 年チーム

黒塀プロジェクトを設立。2004 年むらかみ町屋再生プロジェクト会長に就任。 

 

                パネリスト                 

 

● 伊藤 周平（いとう しゅうへい） 

鹿児島大学法文学部教授。専攻は社会保障法。 

東京大学大学院修了。労働省（現厚生労働省），社会保障研究所（現国立社会保障・人口

問題研究所），法政大学助教授，九州大学助教授を経て，2004 年より鹿児島大学法科大学

院教授。2017 年より現職。著書に『介護保険法と権利保障』（法律文化社，日本社会福祉

学会学術賞受賞），『後期高齢者医療制度』（平凡社新書），『社会保障入門』（ちくま新書），

『「保険化」する社会保障の法政策』（法律文化社），『消費税増税と社会保障改革』（ちく

ま新書）『社会保障法－権利としての社会保障の再構築に向けて』（自治体研究社）など。 

 
● 上山 隆浩（うえやま たかひろ） 

  1960 年，岡山県西粟倉村生まれ。京都産業大学卒業。2017 年より現職。 

「百年の森林構想」を掲げ西粟倉村内の地域資源を活かしながら地域活性化に取り組み， 

2019 年に「ＳＤＧｓ未来都市」(内閣府事業)に選定された。 

 

● 岡田 知弘（おかだ ともひろ） 

1954 年富山県生まれ。京都大学大学院経済学研究科博士後期課程修了，経済学博士。 

京都大学経済学研究科教授を経て，現在，京都橘大学教授。京都大学名誉教授。 

専門は，地域経済学。自治体問題研究所理事長を務める。 

主な著書に，『地域づくりの経済学入門 増補改訂版』自治体研究社，2020 年， 

編著『コロナと地域経済』自治体研究社，2021 年。 

 

● 高端 正幸（たかはし まさゆき） 

   1974 年生。埼玉大学人文社会科学研究科准教授。主に財政学，地方財政論を研究し，東

京都税制調査会委員等を歴任。 

 

● 山﨑 晴恵（やまさき はるえ） 

  1970 年生。神戸女学院大学卒業。京都大学大学院法学研究科，神戸大学大学院法学研究

科修了後，弁護士登録。兵庫県弁護士会に所属。2021 年 4 月 19 日兵庫県宝塚市長に就任

（1 期目）。現在に至る。 
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2021.10.14

第63回人権擁護大会第3分科会（岡山）

人口減少時代の自治体政策

奈良女子大学

中山 徹

Ⅰ introduction
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①自己紹介

氏名：中山 徹

生まれ：大阪府豊中市（現在も豊中市民）

所属：奈良女子大学生活環境学部住環境学科

専門：都市計画学、地域居住学

連絡先：nakayama@cc.nara-wu.ac.jp

②最近の研究内容

研究室では主に以下のようなテーマをあつかっています

(1)人口減少時代におけるまちづくり

興味のある方は、拙著「人口減少時代の自治体政策」

自治体研究社、2018年11月を参照して下さい

(2)子育てしやすいまちづくり

興味のある方は、拙著「子どものための保育制度改革」

自治体研究社、2021年9月を参照して下さい
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(3)少数民族の文化を生かしたまちづくり

中国内モンゴル自治区、四川省等で調査をしています

(4)山村地域の活性化

奈良県野迫川村、東吉野村等で取り組んでいます

(5)商店街の活性化

奈良市中心商店街で取り組んでいます

(6)地域経済の活性化

奈良県広陵町で取り組んでいます

③本日の内容

(1)人口減少がどのように深刻化しているか。

(2)新型コロナ感染症によって２０年間にわたって進められてき

た新自由主義的な政府の地域政策、自治体政策の問題が顕在

化している。現局面をどのように見るべきか。

(3)新自由主義的な地域政策や自治体政策を、どのように再編す

べきか。

(4)どうすれば新たな政策を展開できるのか
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Ⅱ 人口減少の現段階
引⽤、参考⽂献
閣議決定「ひと・まち・しごと創⽣⻑期ビジョン」（2014年）
厚⽣労働省「⼈⼝動態統計」
国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「⽇本の将来推計⼈⼝」（2017年）

①地方創生の目標
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②地方創生第１期の状況

③新型コロナ感染症の影響
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④人口減少の現局面

• 1910年：5098万人→2008年：1億2808万人

→2110年：5343万人

• 100年後には100年前の人口に戻る

• 20世紀：日本は人口増加率、先進国で1位

• 21世紀：このまま推移すると人口減少率、先進国で1位

•地方創生で少子化対策を進めようとしたが、効果は出ていない

•それどころか、新型コロナ感染症で少子化が数年から10年程度
少子化が早く進む

Ⅲ まちづくりをめぐる対立
点はどこにあるのか
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①20世紀型都市計画

人口急増期の計画

•山を削って住宅地に

•海を埋めてコンビナートに

•低層建築物を高層建築物に

•狭い道路を高架の自動車道路に

•農地を住宅地に

増え続ける人口、産業を都市空間で受け止めるための技術

＝20世紀型都市計画

②20世紀型都市計画でもたらされたこと

乱開発

•防災的に脆弱な居住地等の発生

•公害の発生

•自然、歴史的環境の喪失

•景観、文化的環境の破壊

•自動車優先のインフラ整備

•公共施設の不足、未整備

•劣悪な住宅etc
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③人口減少に対する政府、自治体の政策

•人口減少に対応した、効率性の高い都市を形成する

•人口減少に伴った市街地の縮小、公共施設の統廃合

•政府が示す方向性

(1)集中と縮小

(2)民間主導

•国土レベル：首都圏への集中

•地方レベル：地方中心都市への集中

•都市レベル：中心部への集中

•地方、郊外では住み続けることが困難になる、転居は自己責任

•集中する中心部は活性化するのか？

•集中と縮小を続けることで継続的な建設投資市場は確保できる
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④コンパクトシティがもたらすこと

•コンパクトシティと憲法との関係

• 22条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職
業選択の自由を有する。」

• 29条1項「財産権は、これを侵してはならない。」

• 29条3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。」

14 / 25



•計画的なコンパクト化

→郊外から中心部へ移転：居住の自由の侵害

→郊外での地価低下：財産権の侵害

•計画的なコンパクト化

→合憲であるためには補償が不可欠

→莫大な予算が必要

•計画的なコンパクト化は不可能

•日本とドイツとの違い

•計画的なコンパクト化は不可能

→コンパクト化は誘導にならざるを得ない

•誘導方法：中心部に行政投資を集中

郊外では統廃合

→民間投資も中心部に集中

•結果的に郊外の衰退

→自己責任による郊外からの移転

•直接的な誘導策はない

15 / 25



•自力で移転できない層が存在、移転したくない市民が存在（土
地収用は不可能）

•コンパクト化は無秩序な市街地の縮小を生み出す

•無秩序な縮小の結果、財政効率の悪い都市、暮らしにくい都市
が誕生

•コンパクト化を進める自治体の思惑は都心部の開発

•都市機能誘導区域には具体的な誘導措置がある

→多くの市町村の狙い

•立地適正化の目的は都心部の開発

•コンパクト化がもたらすこと

→都心部開発の失敗

→周辺部での無秩序な衰退

→20世型都市計画がもたらした諸問題は解決されず
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⑤まちづくりの方向性

•高度経済成長期、人口が急増

•様々な都市問題が発生

• 21世紀＝人口が減少

•人口減少で市街地を縮小させるのではなく、人口減少で生じた
空間的余裕をまず、20世紀に作り出された負の遺産解消に充て
るべき

•それと並行して、社会の変化に対応した新たなまちづくりを進
めるべき

•人口減少→市街地の縮小、都心部への集中は失敗する

•人口減少→空間的ゆとりを生かした計画的な市街地の改善

•今の地域で住み続けられるまちづくりがポイント

•人口が減少する時代、大規模なインフラ整備はほとんど不要

•まちづくりにおける行政責任を放棄し、企業、コミュニティに
丸投げするのではなく、基本は行政が責任を持ち、市民、企業
等と協働すべき
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日常生活圏の整備

•住み慣れた地域で安心して子育てできるようにする

•住み慣れた地域で年を取っても安心して住み続けられるように
する

•この二つの実現が人口減少を食い止めるまちづくりの課題

日常生活圏（日常生活の範囲）

一般的には小学校区、1㎢、5000人～1万人

生活圏内に日常生活を支える公共的施設とサービスが整備＝暮ら
し続けられる地域

公共的施設とサービス：日常的な医療、高齢者福祉、障害者福祉、
社会教育、小学校、保育所、幼稚園etc
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⑥公共施設の統廃合
がもたらすこと

•財政難、利用者減少

→公共施設の統廃合

•学校、保育所、幼稚園な
どが地域から消滅

表 　目標年までの削減面積率（％）

市区町村数 割合（％）

増加 2 0.3

維持 16 2.4

0％～10％未満 60 8.9

10％以上20％未満 167 24.7

20％～30％ 202 29.8

30％～40％ 151 22.3

40％～50％ 56 8.3

50％～60％ 17 2.5

60％～70％ 5 0.7

70％～80％ 0 0

80％以上 1 0.1

合計 677 100

設定せず、その他 1062

総合計 1739

•日本の公共施設は他の先進国と比べると、基準が低い

•人口減少に対応して、公共施設を減らすのは、低い基準をその
まま維持するという考え

•公共施設を減らすのではなく、利用者の減少に応じて、基準を
改善すべき
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• 100人定員の保育所が3箇所

•利用者が30％減少

•行政が考える方向性

→3箇所の保育所を2箇所に統廃合（各105人定員）

•国民が望む方向性

→3箇所の保育所を維持して、定員を各70人に

•保育所利用者の減少に対応して最低基準の改善を進める

利用者が15％減少、30：1→25：1に

1.98㎡→2.3㎡に

利用者が30％減少、30：1→20：1に

1.98㎡→2.6㎡に

20 / 25



21 / 25



•今後、大半の市町村で子どもの数が減少

•多くの市町村は、保育所、幼稚園、小中学校、高校など、子ど
もに関する公共施設の統廃合を強行

•「子どもの減少→施設の統廃合→子育て環境の悪化→子育て世
帯の転居→子どもの減少」の悪循環が発生

•本来、保育所や学校に関する施策は子育て環境を改善すべきも
の、しかし統廃合という施策は、子育て環境を悪化させる
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•元々、日本の保育所、学校などの基準は他の先進国と比べて基
準が低い

•子どもの減少に対応して施設を統廃合させると低い基準はその
まま維持される

•子どもの減少を逆手にとって、基準の改善を進める

•保育・教育環境の改善、地域に保育所・学校を残す、労働条件
の改善、これらをすべて実現する唯一の方法

•これが実現すると、子育て環境の改善が進み、少子化対策にも
大きく寄与でき、出生数の回復にも繋がる

Ⅴ 求められる自治体政策
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①地域経済の活性化

•人口減少→消費の縮小→大型開発、企業誘致、インバウンド、

規制緩和

•日本で消費が縮小しているのは、実質賃金の低下、不安定雇用
の拡大、中小企業の利益率低迷よる個人消費の縮小

•格差是正、雇用の安定による個人消費の拡大、中小企業の適切
な利益保障

•地域間競争による地域経済の活性化ではなく、循環型地域経済
の確立。第一次産業、再生可能エネルギー、商店街、観光、医
療・福祉、防災

②教育・子育て支援の充実

•一方で、雇用の不安定化、実質賃金の低下を進めながら、他方
で、少子化対策を成功させるのは不可能

•学校、保育所の統廃合など、教育・保育施策が地域の教育・保
育環境を悪化させている

•貧困の連鎖を断ち切るための最善の方法：すべての子どもが社
会生活を営む上で必要な学力を身につける→学校の教育の充実

•子どもが減少する中で、教育・保育環境の改善、地域に学校・
保育所を残す、労働条件の改善、これら三つをどう両立させる
か
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③医療・福祉の拡充

④ジェンダー、多様性の尊重

⑤地球温暖化への対応、原発・エネル
ギー問題への対応

⑥平和の追求、米軍基地、自衛隊基地問
題への対応

⑦自治体のあり方

•人口減少→税収の減少→自治体の再編→デジタル化、広域連携、
民営化

•財政非常事態宣言→市民向け福祉の削減、人件費の削減

•地方政治の私物化、非科学的施策

•国と自治体の財源の見直し。大手企業、富裕層に対する課税

•団体自治を基本とした自治体間連携

•住民自治の発展、効率的な行政：民営化→地域化
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