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地方創生を考える（八幡平市の事例から） 

 

◆八幡平市をどうみる 

まもなくご当地、八幡平市にはイギ

リスの中高一貫のインターナショナル

スクールができるそうですね。これは

非常にインパクトのある話で、八幡平

市が世界に大きく飛躍するチャンスに

なるのではないか。 

これから八幡平市はスイスのような

地域になっていく。私はそう見ています。急峻な山を抱えながらも、それを観

光に生かし、農業や酪農が盛んなスイスという国のように 

あえて私は、これを「八幡平田園都市構想」と名付けてみました。岸田総理

もデジタル田園都市構想とか言っていますが、あれより中身がありますよ。 

外から見て「来てよし、住んで

よし、食べてよし」の３拍子が揃

った都市をめざす。内から見て

「安心、生き生き、ふるさと」と

誇れる街をめざす。こうした、ま

ちづくりの Identifyと Unifyと

いう２つの条件を備えた、素晴ら

しい田園都市をめざす。それが八幡平市のめざすこれからの都市像ではない

か、という事であります。 

会場の議員の皆さんは来春選挙が終わったら、こぞってスイスに出掛けたら

どうですか。百聞一見にしかず。観光都市とは？酪農都市とは？雪を活かした

都市とは？外から注目される都市とは？ どの項目をとっても色々ヒントがあ

り勉強になると思います。これは市長さんら執行機関の方々も同じです。 
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ついでに足を延ばし、イギリスのロンドン郊外の農村も見てくるとよい。実

に綺麗な街並み、道端の家々は花を飾り、整備された農道の脇には教会や喫茶

店が立ち並ぶ。豊さを実感できる農村づくりとはこれだ！と気づくはずです。

スイスのイメージでご当地を見るとこうなります。 

◆里山資本主義 

もう１つ。ご当地も農業が盛んで

すが、既にご存知かと思いますが、

これからの農業について「里山資本

主義」という考え方がある。 

商社など大手資本が出資し何万羽

と鶏を飼う大量生産方式、これは世

にいうマネー資本主義の考え方です

が、それと対峙するのが、里山資本

主義の考え方です。 

ただ儲けるだけでは続かない。ほ

どよく儲けつつ、事業も、社会も持

続可能なものにして行こう、という考え方が里山資本主義。有機栽培、リサイ

クル重視、手作りなど。 

日本総研の主席研究員の藻谷（もたに）浩介さんが NHK 取材班と共同で、日

本で成功している農村 3000 か所を調べて打ち出したのがこの考え方です。 

ご当地にも、例えば安代（あじろ）にリンドウ栽培日本一の優れた技術を持

った方がおられます。お客さんを大切にし、顔の見える形で全国とつながり、

すばらしいリンドウ栽培を続けている。 

また、松尾には里山プロジェクトを立ち上げ、大地に植林をしている活動家

がいる。バッケなどの山菜を生かし、せんべいを開発し売っている人たちもい

る。西根には有機栽培でリンゴ園が稲作をやっている方も沢山いる。これはま

さに里山資本主義で田園都市構想につながる話ではないか。 

角川新書から藻谷著『里山資本主義』という本が出ていますから、ご覧下さ

い。ついでに、某佐々木先生が書いた『いまこそ脱東京！』（平凡社新書）、こ
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れもおススメです！ 

◆平成の大合併 

ご当地は平成の大合併で大きく地域を広げました。日本は明治から 150 年の

間、大きな合併を 3 度しております。小学校を持てる規模をめざした明治の大

合併、中学校を持てる規模をめざした昭和の大合併、そして地方分権の受け皿

として自立した自治体をめざした平成の大合併の 3回です。 

世界で市町村合併に熱心

な国はイギリス、ドイツ、

スウエーデン、日本です

が、中でも日本は合併への

こだわりが強い国です。 

ただ、今回の平成の大合併

は目標とすべき規模につい

ては何も触れていない。計算

上は高校を持てる規模 10万人なのですが、それには触れず、ともかく自己決定・

自己責任・自己負担という地方自治の３大原則が働く地域経営を目指す自治体

をつくろうという触れ込み。 

ただ実際は、合併特例債の優遇など財政誘導策が先行してしまい、それに飛

びついた自治体も多かった。それに頼りすぎ財政破綻を起こした地域もありま

す。ご当地はそんなことはないと思いますが。 

要は合併効果をどう生み出すかです。 

これからの地域経営は、地域を「大きくしながら、小さくする」ことです。矛

盾した言い方ですが、スケールメリットの働く行政分野は市役所が一本で仕切

れるよう大きくする。一方で、顔の見える行政、コミュニティ活動や介護、子育

てといった分野は地域自治区を創るなど、小さな行政単位で、住民と協働して

いくやり方です。 

つまり、「集権化」と「分権化」の組合せで地方自治を充実させ、地域経営を

うまくやっていこうという考え方です。こうすれば中心だけ栄え、周辺が寂れ

るという話にはならない。 

◆これからの日本 
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少し地域の話に踏み込み過ぎましたが、お話を戻し、マクロな話題に変えま

しょう。これからの日本をど

うするか、という話です。 

 この見方について一番よ

く整理されているのは、堺屋

太一さんという作家の「３度

目の日本」という切り口でし

ょう。1度目の日本。それは

明治維新から第２次大戦まで

で、富国強兵で強い日本をつくろうとした。２度目の日本。それは戦後から約

７０年にわたり、経済を成長させることで豊かな国をつくろうとした。 

さあ～３度目の日本。ここが問題なのです。東日本大震災、経済の低迷、借

金漬け、コロナ大流行と次々と襲ってくる災害続きで日本は「第３の敗戦」状

態にある。 

だが、ここから抜け出せないでいる。堺屋さんはこれを乗り越える 3度目の

日本を強調しています。その姿は「ゆとりある暮らし」によって「楽しい日

本」を創ろうということです。そう呼び掛け、『３度目の日本』（祥伝社）とい

う新書の原稿を書いておりましたが、残念ながら、一昨年２月、心臓の手術の

際８３歳で亡くなった 

私は３年前から、日本国づくり研究所という小さなシンクタンクをつくって

いますが、堺屋先生にはその最高顧問をお願いし、大阪府・市の特別顧問もご

一緒でいつも指導を戴いておりましたので、大変残念に思っている 1人です。 

 

東京の青山葬儀所で行われた葬儀にはたくさん参列者がありましたが、その

中で、あの大阪府知事、大阪市長を務めた橋下徹さんが弔辞を読みながら号泣

していました。自分を政治の道に導いてくれた人生の恩人を失った、せめて

2025年の大阪万博までは元気でいて欲しかったと。。。 

「団塊の世代」とか、「油断」というキャッチフレーズを創るのも上手だっ

た。これだけ世の動きを読み通す評論家はもういない。 

今日の演題に「転換期を迎えた」という言葉が使われています。 
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何が転換期なのか。大きく５点挙げました。 

① 右肩上がり社会は終わった 

② 何でも行政に頼る公助肥大化社

会も終わった 

③ 膨張する政府、財政は破綻への

シナリオだ 

④ ４7府県制度はもう時代に合わ

ない 

⑤ 何でも国が決める中央集権体制は時代に合わず国民の痒い所にも手が届

かない。 

これを全てリセットする。それが転換期の地域経営ではないか。 

◆３レス社会 

さて、ここから少しジャンルを分けながら、お話しましょう。 

まず、日本は今どんな状態かという話です。す。 

日本はどうもリーダーレス、

ビジョンレス、パワーレスとい

う３レス社会に陥っている。と

りわけ、政治リーダーがパッと

しない。菅総理（当時）もつい

２ヶ月前まで「当然次も自分が

総理だ！」と強気でしたが、突

然 1年で終わった。 

これまで東北出身で首相になった方は原敬、斎藤誠、米内光政、鈴木善幸の

４人。なぜか全て岩手。５人目に秋田出身の菅義偉が。 

よく安倍政権は長かったと言われますが、小泉政権以降、この１５年間で首

相は既に８人目になっています。安倍、福田、麻生、鳩山、菅（かん）、野

田、もう一度安倍、菅（すが）、そして岸田と。 

こうしたクルクルとリーダーが替わる現象、これを世界の主要国サミットの

メンバーは日本の首相は「回転ドア」のようだ、と揶揄していますよ。何し
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ろ、”来年また会おう！“といって別れたら翌年は見たことにない人がくる訳

ですから。 

◆リーダ―回転ドア 

都知事も９年間で石原、猪瀬、舛添、小池と４人交代。平均すると、日本の

首相や都知事というトップリーダーは２年で替わる国。これは異常ですよ。ア

メリカ、ドイツ、フランス、イギリスなどどの国をみても首相や大統領は短く

て４年、長いところは１６年やる 

 こんど、岸田さんが首相ですが、どの程度続くか。アメリカでは政権発足後

１００日間はハネムーンと称し、一切批判はしないとのことですが、ここは日

本。あえて言うと岸田政権は”熱気なき政権”の感じがしませんか。 

 新しい資本主義とか言っていますね。８０年代から流行っている新自由主義

で格差が広がったのでそれを修正したい、ということのようですが、アベノミ

クスとそれはどう違うのでしょうか。 

人の話は聞くようですが、各派閥のボスへの忖度ばかり目立ち、何をやりた

いかがもう１つ見えない。２世議員の限界かも。。。 

 いずれ、一国のトップが頻繁に変わる現象。これは何が問題かというと、大

きな仕事ができない、国家を導くグランドデザインを描けず、目先の対応に終

始してしまう、ということです。 

◆政治主導 

もう１つ。最近は「政治主導」と言いますが、これが成功するには、官僚よ

り政治家が優れていなければならない訳です。しかし、官僚をリードできる政

治家がどれだけいるか。みな選挙で自分を守るのに精一杯の議員が多いのでは

ないですか。 

政治家は国、地方を問わず設計が仕事。行政はそれを具体化する。こうした

政治と行政に役割分担があるのを勘違いし、何でも政治家がリードすればうま

くいくとする。 

これは間違った政治主導です。安倍、菅政権と続くこの９年間、官僚が官邸

に忖度する関係をつくってしまった。これでは官僚の能力を生かすことができ

ない。それを変えることができるか、岸田政権の今後の試金石のひとつ。 
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◆人口減少 

少し話を変えましょ

う。日本は人口減少が本

格化し始めましたが、２

０世紀は人口増で、特に

東京がダントツだった。

しかし、昔から東京の人

口が多いかと言えば、決

してそうではなかった。 

１３０年前、府県制度の始まる明治２３年、人口が一番多かったのは新潟。

東京は１５０万人で９番目。岩手は６５万人で３６番目 

その後、日本の人口はこのように４倍近くに膨れ上がります。東京の人口は

９倍近くまで膨れ上がった。岩手は２倍に。いずれ２０世紀の大きな特徴は人

口大爆発の異常な世紀だったということです 

人口も増え、所得も増え、税収も増える「右肩上がり社会」が２０世紀でし

たが、この先は人口も減り、所得も減り、税収も減る「右肩下がり社会」へ急

速に向かう。この大きなパラダイム転換に国家の設計が追い付いていない。こ

れが日本の大きな問題です。 

国際ランキングでは世界第９位の日本。 

◆東京五輪 

この夏には、戦後２度目のオ

リンピックが行われました。 

どこの国で行われたか分から

ないようなオリンピックでした

が、当初、これで日本経済は 30

兆円持ち上がるという触れ込み

だった 

しかし、終わってみればコロナ

にまみれ 1.6兆円ぐらいの効果し

かなかった。都知事は９年間で４
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人も替わり、２兆円も準備にカネをかけたが、１年延期無観客に終わりその回

収はほぼゼロに近い。 

これから後始末、負担は国なのか、都なのか大騒ぎになります！その前に小

池都知事は逃げるかも。 

◆五輪秘話 

ところで余談ですが、今回のオリンピックは、何から始まったと思います

か。誰も知らない。公になっていませんが、事は単純です。石原慎太郎が都知

事選の３選に出る時、売りがなかった。そこで親しい元総理の森喜朗さんに相

談した。 

２人だけで酒を飲みながら、森さん何か良いテーマはないかねと水を向け

る。すると、森さんはこう言う。「昭和 39年のオリンピックから５０年経つか

ら、そろそろ東京は、もう一度手を挙げたらどうかね！」と。それに石原さん

は、“よしそれで行こう”と即答し、都知事選の公約に入れた訳です。１０年

前、ここから始まった 

都庁内でも一切知らない。オリンピックは都市が主催者ですが、石原＝森の

酒飲み話が既成事実になり、３選した石原は２０１６年開催に手を挙げた訳で

す。だがリオデジャネイロに負けた。IOC総会から帰る飛行機で初めて泣いた

と慎太郎は記者会見で述べています。この話は、当時、私は TVで解説してい

ますので詳しい！ 

石原４選後は尖閣諸島を買うとか言い出し、１年半で飽きたのか 

「猪瀬君で十分だ」「五輪のたいまつは消すな」と言い残し国政に戻ってい

った石原さん。その松明を受け継いだ猪瀬は「２０２０東京五輪の招致」に成

功します。ですが、政治とカネの問題で 1年でクビ。不思議なことに、この五

輪招致の２人の当事者から今回の五輪については何のコメントもないです。誰

か聞きに行ったらどうですか（笑） 

ともかく、10年前に酒飲み話で始まった東京オリンピック、１０年経ったら

酒も飲めないコロナ禍で終わったオリンピック。笑うに笑えない話ではないで

すか。これが「語られざる真実」です！ 

◆財政破綻 

もう１つ、日本の財政は、どうなっているかです。 
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カネは天から降っては来な

い。世界で飛びぬけて大きな

借金大国日本。返済見込みの

ない不都合な真実なので政治

家は誰も語らない 

１ヶ月前、財務省の矢野事

務次官が「このままのバラマ

キ政治が続けは、この国は破

綻します」と文芸春秋１１月号で述べ話題に。つい先日の朝日新聞のオピニオ

ン欄で東大の加藤淳子教授は「こうしたバラマキしかできない政治は途上国の

政治」と述べていますよ 

現在、日本は国地方を含め毎年１７０兆円の歳出規模に対し、税収は１００

兆円に届かない。１７０兆円に対し１００兆円―この差を毎年赤字国債で埋め

ている訳です。まさにワニの口が開いたままで、もう顎が外れているという人

もいます。バブル崩壊後の、失われた３０年と言われる日本財政の姿がこれで

す！ 

結果、積もること、国地方の借金合計は１３００兆円。１億２７５０万人で

割り算しますと、赤ん坊まで含め１人１０００万円の借金、家族４人で４００

０万円の借金ですよ。これまで４０歳で 1人働き年収７００万円、奥さん、子

供２人の家族４人の標準世帯で借金能力の限界は年収の５倍、３５００万円と

されてきました。 

それで家を買いマンションを買って、一生安心して暮らす、これが日本の住

宅政策だった訳です。宮沢政権ではそれが売りだった。 

◆家族４０００万借金 

しかし、もう既に４０００万円の公的借金を課せられている。請求書はすぐ

には来ないが後に増税で来る。もう若い世代は住宅ローンを組めない。ホーム

レスになるしかない。もとより橋の下で暮らすホームレスではないが、住宅を

所有することができない時代が来る訳です。こんな国に誰がした！ 

税金で返すと言った場合、数字が大き過ぎてピンとこないかも知れないが、

皆さん昨年５月に国民全てに１０万円配ったあのおカネ、１２兆８千億円を税
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で回収しようとするとどうなるか。 

いま国民は１０年前の 3.11 東日本大震災の復興債 11.6 兆円を２５年で返す

ため皆さんの所得税に毎月２．１％上乗せしています。 

この方式をコロナ債１２兆８千億円の返済に応用するとどうなるか。更に

２．４％の上乗せが必要となります。すると皆さんは、これから１５年間は計

４．５％の所得税特別課税を払い、その後、コロナ部分だけの２．４％を１０

年間払い続けることになりますよ。 

もとより、これはたった１２兆８千億円に限った話。実際は昨年１００兆も

借金をしています。所得税では無理だから消費税で回収しようという話なら、

税率を５０％に上げる必要がある。 

しかし皆さん、消費税５０％に耐えられますか。世界で一番高いスウエーデ

ンでも消費税２５％ですよ。いずれ、こんな不都合な真実を政治家はみな伏せ

て知らん振り。それが日本政治の現実です。 

１３００兆円の累積債務、まだ増え続けます。これにストップをかけ、どの

ような方法で返すのか。 

考えられる選択肢は２つしかない。１つは１７０兆円の歳出規模に届くまで

大増税を続ける、もう１つは１００兆円の税収規模に見合うよう、どんどん公

共サービスをカットする。 

いずれを皆さん選びますか。増税もサービスカットも大反対！を叫ぶので

は。当選第 1主義の政治家も有権者に媚び、いずれをも主張しないでしょう。

知らないふりをする。今度当選したあのれいわ新選組の山本太郎は典型！これ

が日本のポピュリズム政治の現実。 

◆第３の道を選択 

だったら、どうする？ 

第３の道、第３の選択肢しかない。国地方の膨れ上がった統治機構をスリム

化する、大行政改革をやるしかないということです。 

ここが本来、総選挙の大きな争点でしょう。あの土光敏夫さんを会長に行っ

た第２臨調。あれから４０年経ちます。その間、甘利にも改革なき政治が続い

ています。もう第３臨調を立ち上げたらどうか。第３者機関として設置し、２

年掛けて不都合な真実も明らかにしながら、改革の方向を明らかし、政治のや



11 

 

るべき課題を示す。 

そうしないと無担保融資の形でどんどん赤字国債を発行している日本。国内

で国債が流通しているなら国の借金は返さなくてよいという間違った経済理論

を振りかざす者もいますが、官民とも返さなくてよい借金なんてないでしょ

う。それが常識ではないですか。海外からは日本はいつ財政破綻するか、と見

られていますよ。 

いずれ、この膨れたままの財政では、この国は破綻します。破綻するとどう

なるか。①国連からの財政支援を受け、あの夕張市のような厳しい財政再建を

強いられるか、②アメリカの肩代わりで５１番目の州になるか、③中国の肩代

わりで台湾のような存在になるか、いずれ大国に返済を肩代わりしてもらうし

かない。 

すると、国権を失い属国のようになります。耐えられますか、皆さん。それ

が嫌ならどうする。大改革をするしかない。もう逃げ場はない。このままでは

若い人たちは夢も希望も失ってしまいます。 

◆東京一極集中 

さて、お話を前に進め、東京一極集中について考えましょう。東京の人口は

１３０年間で１５０万人から１４００万人と９倍にも増えた。その東京国でい

ま何が起きているか、です。 

日本は、いま２つの国に分断されています。過密の進む東京国と、過疎の進

む地方国に。いずれも豊かさの実感がない状態。これは極めて不幸な国の姿で

す。 

今回の衆議院選では、こうした日

本の抱える大きな構造的問題に触れ

ないまま、カネを配る話ばかりだっ

た。問題の本質が見えていない感じ

がします。 

今度は「新しい資本主義」とか言

っていますが、何が新しいか分かりません。この１０年近く続いているアベノ
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ミクス、①異次元の金融緩和、②大胆な財政出動、③地方創生を含む成長戦

略、とどう違うのか。デジタルという化粧直しだかで同じ事ではないですか。 

少なくもここ 30年間、日本の GDP500 兆円は全く増えていない。30年前、世

界の GDP の１８％を占め世界第 2位の経済大国と胸を張っていた日本ですが、

現在は６％です。代わって中国が台頭しアメリカに迫る勢い。しかも経済大国

は軍事大国になる、その道をあの国は歩んでいる。日本は賃金も３０年間増え

ず主要国で最低です 

◆日本列島改造論 

さて、日本はなぜ東京一極集中になったか。その政治的な牽引力はこの顔で

すよ（笑）。新潟県出身の昭和太閤、通称：角さん。 

昭和４６年から２年間総理大臣を

務めた田中角栄。その頃、彼の提唱

した『日本列島改造論』がブームに

なります。ここで書かれた内容、全

国に３大高速網を張り巡らせ、出稼

ぎのない経済的に豊かな国をつくろ

うと呼び掛けた。それをベースに政府はその後、新幹線、高速道、ジェット空

港を整備していく訳です。  

つまり、東京は、東京一極集

中政策を意図的に受け入れるこ

とで発展をして来たというこ

と。人口は倍々ゲームのように

増加。東京を日本の機関車と位

置づけ、政治、行政、経済、情

報、教育、文化、国際のあらゆ

る中枢機能を一極に集め成長を図ってきた訳です 

結果、東京は飛びぬけて経済的に豊かな大都市になったのです。 

これが今日の東京一極集中の絵姿です。 
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◆一極集中の要点 

東京都というのは国土面積の

たった０．６％、そこに国民の

1 割強の１４００万人が住む。

１都３県の東京圏でも国土の

３．６％。そこに国民の３割、

３５００万人が集まっている。 

日本のＧＤＰは５００兆円ですが、その２割は東京で１００兆円。国税収入

の４割、大企業本社の７割、全国区のテレビ、新聞、出版社の９割、大学生の

４割が東京に集まっている。地方の高校、大学を出た者まで含め、新卒者の７

割近くが東京に就職している。これが東京一極集中の現状です。 

皆さん、この面積と人口集中をどうご覧になりますか。アメリカで２番目に

広いのがカリフォルニア州です。それと日本の面積はほぼ同じ。カリフォルニ

ア州は全米一の人口ですが、それでも３７００万人です。どうでしょう！日本

はたった３．６％の狭い東京圏にカリフォルニア州と同じ人口ですよ。いかに

過密か、お判り戴けるでしょう。 

私は 1年間、カリフォルニア州ロサンゼルスの UCLAという大学で在外研究

をし暮らしていましたが、じつにゆったりとした州で、クルマは片面５車線、

対面 10車線と極めて道路も広いですよ。 

◆３大高速網整備 

ただ、日本は面積では小さな国ですが、３大高速網の整備では世界一で、と

ても便利な国になっています。これはよいことです。しかし、残念ながら、意

思決定の仕組みが中央集権体制のままで、地方で稼いだカネ、税金、育てた労

働力はストロー効果により、全部東京に集まる仕組みになっている訳です。 

この流れは未だ止まらない。政府

は東京一極集中は問題だと言いなが

ら、やっていることは逆です。現在

も、東京に国家戦略特区などをいく

つも指定し集中を推進。都心部にも

臨海部にも開発プロジェクトが目白
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押し。高層ビル、タワーマンションがどんどん建つ。 

今やマンハッタン並み。あの臨

海部につくられたオリンピック選

手村は間もなくマンションとして

売られ都心は 15000人増えます。

東京のエネルギーは若い労働力に

支えられている。 

岩手など地方はカネを掛けて高

校、大学まで子供たちを育てる、その労働力をただで頂くのが東京という構図

です。コストを負担することなく便益だけ享受する、この構図が労働力から見

た東京の有利さで、発展しない訳がない。 

◆東京は限界へ 

ですが、そろそろ限界ではない

か。もう東京の労働生産性は４７府

県の中で下から６番目と低い。 

高齢化も進みます。間もなくヒト

もインフラも老いる、「老いる東京」

の問題がクローズアップされます。 

東京の税金だけでこれを支えられ

ず、これまで都にゼロだった地方交

付税の３分の１を東京に投入せざる

を得なくなる。いま格差是正のため

交付税１７兆円ですが、皆さんのと

ころが３分の２に減ったらどうなり

ます。八幡平市の歳入の３６％はこ

の交付税収入ですが、それが２４％

に減るという勘定。地方税収が１

２％のようですから、その額と同額

が消える。東京も地方が共倒れに。
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東京の崩壊は地方の崩壊につながる訳です。 

人の流れも変わってきた。若い

人たちは、東京から地方に移転し

始めています。コロナの影響もあ

りますが、リモート社会、在宅勤

務、新たな働き方の普及で地方移

住を望む人が３０～４０代で約４

割。これは東京スリム化、地方分

散のチャンス 

◆東京リスク 

一方で、２０世紀の東京集中という繁栄の裏面で、「日本沈没」の映画では

ないが災害リスク、東京リスクの危険性が高まっている 

例えば首都直下地震。３０年

以内に７０％の確率で起きる、

それは明日かも知れない。もし

それが現実になったらどうなる

か。 

一極集中が裏目に出る。日本

の全ての中枢機能が一気に失わ

れ、心肺停止状態になります。大量の死者と経済は大混乱へ。国土の０．６％

の狭い東京を、より深く、より高く、隙間のないほど開発し尽くしたツケが一

気にくる訳です。 

◆東京政策の選択肢 

首都直下地震、首都水没、コロナ感染症の大流行と、次々に人災とも思われ

る東京一極集中の怖さは増幅している。もう東京の機関車時代は終わったとみ

てよい。では新たな国づくりをどうするか。 
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それには、まず東京をどうす

るかです。その選択肢は大きく

２つ。この図のように、東京の

巨大化を肯定するのか、巨大化

を否定するのか、選択肢はその

２つです。 

もちろん、巨大化の肯定でも

積極的肯定なのか、消極的肯定なのか、巨大化の否定でも震災などを問題にす

るのか、過集中を問題にするのかで、その対応は異なりますが。 

◆巨大化の否定 

ただ言えるのは明治以来、政府も都も、巨大化を肯定する立場から政策を組

み立ててきたこと。結果、ご覧戴戴いたように東京一極集中となり、東京国と

地方国に分断されてしまった、ということ。 

しかし、これから人口は大幅に減る、一方東京リスクは高まる。とするな

ら、２１世紀の国づくりは東京を量より質に転換すべきだ 

巨大化を否定する視点から東京のあり方を捉え直すことです。そうすると、

東京と地方はウイン・ウインの関係になり地方が元気に 

そこで提案！１つの戦略とし

て、東京を２割減反したらどう

か。これは私の提案です。 

国土のたった０．６％の東京都

に集まっている１４００万人を

１０００万人にスリム化する。４

００万人が移動すれば、岩手県が

東京以外に３つはできる。 

全部それを岩手で受け入れるなら、面積で同じ四国４県の人口３８０万人を

１００万人以上上回る訳です。５００万人県民の岩手が誕生します。有史以来

初めての岩手誕生。こうしたことを大胆にやる。過密の狭い東京より、地方には

大きなキャパシティがあります。 

◆日本型フリーパス構想 
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では、どうすればそれができるか。 

これは気づきの世界です。アメリカのカリフォルニア州 1 州ほどの狭い日本

だが、新幹線、高速道、ジェット空港など３大高速網が張り巡らされ、端から端

まで行くのに時間の掛からない、便利な国に。 

だが、移動コスト（運賃）が高す

ぎて、ヒトが動かない。東京圏から

人も企業も事務所も出ない。結果、

３大高速網全て大赤字。つくる事に

熱心だったが、利用する政策がな

い。ここを大胆に直すこと！ 

もう道路はつくるより、利用する方向にカネをかける時代です。道路、鉄

道、航空の３大高速網の運賃を公費（税金）で負担し、実質タダにしたらどう

か。こうすると過密の東京は集中から分散へ、水は低きに流れ出します。高速

道沿線や新幹線の駅、空港周辺に大きな集積が始まるのです。そこに企業も移

動し、新たな雇用の場がたくさん生まれる。学生は地方に就職する。 

◆広域分散へ 

経済の法則通り、立地コストが安く環境のよい所に新たな集積が始まる訳

で、人も企業も事務所も広域に分散します。情報インフラがそれを支える。東

京圏は、北は仙台、盛岡、南は名古屋、大阪まで広がる。東京に２時間と便利

な盛岡都市圏は新たな集積地になる 

 

呼び込み方次第では八幡平市も、サテライオフィスやセカンド住宅の集積地

として大いに栄え、まさに「来てよし、住んでよし、食べてよし」の八幡平田

園都市が誕生する訳です。 

新日本列島改造論。これが私の「日本型フリーパス構想」です。 

これから岸田総理にも、有力政治家にも説いて回ります（笑）。 

つい先日まで総務大臣だった武田良太氏には、この５月に大臣室で３０分間

差しで話をしました。「よしやろう！」と意気投合したところでしたが、今

回、大臣交代となってしまいました。 

◆こうすればできる 
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皆さん、そんなフリーパス構想なんて出来そうもないと思うでしょう。そう

ではないのです。７兆円あればできます。 

７兆円は可能かという話ですが、今度１８歳以下の子供たちに１０万円ずつ

配るそうでこれが２兆円。去年国民に１０万円配ったのが１２兆８千億円です

よ。こうした規模感からみてどうですか。 

やる気なら７兆円あればできる。ガソリン税２兆５千億円と、消費税の１％

２兆５千億円、地方創生費から２兆円を回すとできます。７兆円あれば、全国

の高速道、新幹線、ジェット機にタダで乗り降りできるようになるのです。皆

さん夢のような話でしょう！ 

この話は九州経済界などでは大賛成。佐々木ファンは多いです。 

◆最後の切り札 

地方分散を図る最後の切り札は、これしかないでしょうか。自民党の中で

は、あの二階前幹事長は道路族の大ボスなので反対するでしょう。政治資金が

土建会社から入らなくなると。もしか小沢一郎さんもそうかな。しかし時代は

変わります。あの福田達夫という若い政治家、自民党総務会長になったニュー

リーダー達なら賛成かも 

◆有名私大は 2割地方分校 

ついでにもう１つ。若者を多

く集めている東京の大学も分散

化政策の対象にすることです。

早稲田、慶応、明治、中央大と

いった大規模大学は、定員の２

割を削減し、その分を地方分校

の創設に回し、そちらで若者を集める。こうすると、青春を地方で過ごした若

者は地方に目を向けます。中央大学の八幡平キャンパスで若者たちの声が響き

渡り“恋”も生まれます！今度開設するインターナショナル・スクールと併

せ、若者の集まる八幡平。どうですか！ 

これは歴史的に実験済みでしょう。ヒントは戦前の旧制高校にある。一高こ

そ東京ですが、あとは全部地方です。二高＝仙台、三高＝京都、四高＝金沢、

五高＝熊本、六高＝岡山、七高＝鹿児島、八高＝名古屋といった具合。そこを
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出て帝大に進んだ若者は、地方で活躍する者も多かった。そこに大学政策は目

を向けるべきです！ 

◆新たな国のかたち 

さてもう１つ、日本全体をどうするかです。もう時代は大きく変わった。２

０世紀と２１世紀は違う。人口減少、地方分権、財政再建、色々な理由からし

て「新たな国づくり」が必要な時代です。 

 日本は、大借金を積み重ねシャカ

リキに経済成長を目標にしなくと

も、豊かな国はつくれます。 

かりに GDP５００兆円をこれから

２１００年までゼロ成長で維持でき

れば、日本は世界で一番豊かな国

になります。人口が 3 分の 1 減り

８０００万人になれば、１人当た

り所得が２倍になり、道路など社

会インフラもゆったり使えるよう

になる。労働力減をハイテク技術

で補い GDP500兆円を維持できれば可能です。 

それには全体の動きをよくするよう規制緩和、地方分権を進めことです。図

のように日本の分権改革は第 1 期で止まったままです。 

今のような何でも東京が

中心で国が何でも決める、

こうした中央集権体制では

ダメ。日本の統治の仕組み

を分権分散型に変えること 

日本は廃藩置県から１５

０年経ちます。馬、船、徒

歩の時代に３００の藩を４

７につくり替え、47 都道府県体制を足場に中央集権によって栄えた２０世紀だ
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った。そもそも当時の府県制度は国が地方を統制する手段としてつくられたも

の。戦後公選制度になったが 2000

年までは依然手足だった。 

ですが、もうこの仕組みは古

い。統一性、公平性、国の強い指

導力によって日本全体を引っ張り

上げる時代ではない。多様性、迅

速性、住民参加という地方分権体

制のメリットの方が大きい。 

しかも、４７の府県割りは狭すぎます。岩手は四国４県分と広いので実感が

ないでしょうが、他の府県は狭い。コロナ対策で「私の県に来ないで下さい」

「私の県から出ないで下さい」と各知事さんは叫んでいましたが、皆さん、違

和感はありませんでしたか。 

県境超えるとコロナが増える、何の根拠もない。自分の城を守ろうとしてい

るだけ。今や自動車、鉄道の時代で生活圏は広がった。 

◆廃県置州 

これを変えることです。４７の府県がそれぞれ 1つひとつの国あるかのよう

に何でも同じように揃えるフルセット行政。これは物凄くムダです。狭域化し

た府県にみな同じ施設を整備する意味はない 

そして 1府１２省＋多くの出先機関、４７府県＋多くの出先機関、１７１８

市町村、２３特別区と何層にも入り組み、２重３重４重行政となっている。こ

こもムダ。これをシンプルに賢く畳むこと。今度これを広域の州に変え、国か

らある意味独立した内政の拠点とすることです。そうすると、地域に活力が生

まれてきます。 
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新たな国は、国と地方がタテに

結びつくのではなく、ヨコに連携

すること。４７都道府県に代えて

１０程度の州にくくり直し、内政

の権限を大幅に移す、「廃県置州」

を断行すること。併せ基礎自治体

としての大都市、中都市、身近な

市町村をより強化すること。各州が地域にあった内政を展開できるようにする

ことで伸びます。 

１０州＋２都市州、２１世紀の新たな日本の姿はこれです。 

例えば東北州。６つの県から成

る東北州は日本の２割、GDP30兆

円、これでデンマーク並みの経済

力を持つ国ができます。東北州

は、人口規模にそう大きなばらつ

きがなく、バランスの取れた州。

日本の食糧基地として栄える。仙

台をビジネス中心のニューヨークとすれば、盛岡を文化政治都市、州都ワシン

トンにすれば栄えます。 

ともかく、こうした大再編で３０兆

円は削減できる。東京一極集中ではな

く、地方が主役の地方主権国家。こう

すると日本は元気になる。つまり、明

治時代、人口増時代を睨み廃藩置県を

行ったが、これからは人口減時代を睨

み廃県置州を断行することです。 
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◆大阪都構想の体験 

そうは言っても 47都道府県を廃

止し、１０州に再編するという令和

維新とも言うべき大改革は、頑張っ

ても 10年は掛かるのでは物凄いエ

ネルギーが要る。戊辰戦争並みのエ

ネルギーがいる。 

このミニ版を大阪都構想でやってみた。香川県に次いで狭い大阪府の中に、

大阪府と同じ財政規模の大阪市があり、長らく「覇権争い」を演じてきた。大

阪市長が右と言えば大阪府知事は左という、この府市合わせ（不幸せ）で関西

は地盤沈下してきた。 

これをリセットしよう。政令市の大阪市を廃止し、市の広域権限は府にまと

め、大阪市は 4つの特別区（東京のような千代田、中央、港区）に分割し区長

も区議会も公選の基礎自治体にする構想。これがこの 10 年間言われてきた

「大阪都構想」です。 

この実現に向け、280万大阪市民の住民投票にかけた訳です。私も橋下徹市

長に請われてこの１０年間、府市特別顧問を務めている 

２８０万市民による住民投票。１回目は６年前の５月、賛成５９万票：反対

６０万票、1 万票差で否決。２回目は昨年１１月、賛成５９万票：反対６０万

７千票、１．７万票差で否決。僅差ですが否決されたのです。この責任を取っ

て、６年前は橋下徹が政界引退、今度は再来年、任期満了をもって松井市長が

政界引退の予定です。優れた改革派政治家をどんどん失うほどのハードルの高

い改革。 

実際、住民投票になると、あることない流言飛語が飛び交います。４つの特

別区になると隣の保育所に入れなくなる、地下鉄の敬老パスがなくなると。全

部ウソですが、子育て中の女性やお年寄りにはこの話は効く。投票直前まで迷

っていた人は保守的に投票する 

 

これをみて、菅政権も国を畳む道州制の話をしなくなった。本当に国民が困

らなければ、この種の大改革はできないと思いますが、財政破綻してからでは
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遅いです。日本はこの 10年間が勝負では。 

◆地方国の元気づくり 

さて、もう１つ地方国の元気をどうつくるか。ここに関心を持ってこられた

方も多いかも知れませんが、応用編としてまず八幡平市の元気をつくるにはど

うするかについてみましょう。 

これは皆さんが一番よくお分かりの

ことで、冒頭に触れたスイスのような

国をめざす。いまの農（みのり）と輝

き（ひかり）をキャッチフレーズにし

ている八幡平市。これは素晴らしいネ

ーミングだ 

これを磨くことです。要点をいう

と、 

① 身近な地域自治と大きな都市経営を組み合わせ、両立めざす。 

② 八幡平市域を定住自立圏と定め、盛岡中枢都市圏連携に加わる 

③ 外から「来てよし、住んでよし、食べてよし」の売りをつくる 

④ 内から「安心、生き生き、ふるさと」誇れる一体感のある地域 

⑤ 国際色のある八幡平田園都市構想を看板にデジタル化も進める 

こうして八幡平市の元気を創っていく、これが変革期の地域戦略ではない

か、私はそう考えます。 

以下、地域づくりの各論の話はいろいろありますが、1つ気になることがあ

ります。野生動物大国になってきている日本で、次は日本初コロナ感染症の大

発生が起こるのではないかという話です。 

◆次のコロナ問題 

いま空気として、コロナが終息し始め、GO TOキャンペンや海外からのイン

バウンドを急ぐ空気にあります。確かにコロナがいま下火になっていますが、
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別な角度から今後日本はコロナが危な

いという話をしておきましょう。 

今回のコロナは２０年前のマーズ、１０年前のサーズに次ぎ、コロナ感染症

としては７度目の大流行とされますが、それは中国の武漢から始まった可能性

が高いとされていますね。 

野生のヘビはコウモリを餌にするそうですが、武漢市の海鮮市場ではそのヘ

ビが売られている。コウモリからヘビに感染したコロナがヘビを食べた人間に

広がり、世界全体に大流行を引き起こした可能性が高いという話です。 

 先日、日本獣医師会の会長をしている蔵内勇夫さんという方（福岡県議、

獣医）から話を聞いた。そうしたら、次は日本初のコロナ大流行が心配だとい

うのです。 

◆野生動物大国 

というのも、日本は人口減少に伴い、野生動物大国になってきている。その

野生動物は様々な感染症を持っているそうです。ところが、この問題がノーマ

ークになっている。人間の病気は医師が診る、家畜の病気は獣医師が診る、し

かし野生動物は誰も診ない。しかも専門家である「資格制度」もない。実はこ

こが感染対策のエアーポケット（空白）になっているというのです。 

医師の所管は厚労省、獣医師は農水省ですが、野生動物に所管はない。動物

保護の観点からは環境省だろうが、害を及ぼす話になると担当省庁はない。野

生動物を専門に扱う医師的な資格制度もない 

しかし、危機的なことに、日本はいま人口減少に伴い、コウモリ、シカ、ク

マ、ハクビシン、タヌキ、キツネ、サル、イノシシなどが大繁殖し日本の山は

今や野生動物の楽園に変貌している。 
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まさに野生動物の逆襲です。農作物を食い荒される農家の被害も２００億円

を超えるなど深刻ですが、もっと一般国民に関しては、野生動物からのコロナ

菌など様々な感染症が怖いということです。 

日本の国土は面積の７割が山林でヒトが住んでいない。岩手県もそうです。

野生動物が多く生息し、しかも急速に人口減が進む中、街中までクマ、シカ、

イノシシが闊歩し、夕暮れにはコウモリが群れを成して飛んでいます。八幡平

市で農山村から都市部に向かって新たなコロナ感染が蔓延する、そうあっては

ならない。 

◆野生動物医学部の創設 

そこで提案です！ 画期的な話。日本で初めてとなる「野生動物医学部 」、

「野生動物獣医師」を養成する大学を、岩手県、しかも八幡平市に創設したら

どうですか。数年前、愛媛県に加計学園が獣医学部を創るというので大騒ぎし

ましたが、野生動物医学部なら全国どなたも賛成するはずです。所管は環境省

でいいでしょう。 

みなさん、日本の先端行政の一端を担う意味で、岩手大と組むか、県立大と

組むか、岩手医科大と組むか、いずれかと組んで野生動物医学部をつくり、こ

れからの感染症対策のメッカにしたらどうですか。県とタイアップし、全国か

ら寄付金を集め、八幡平市の耕作放棄地を使って新たな大学キャンパスをつく

ったらどうか。 

そうすると、中高一貫のイン

ターナショナルスクルと併せ

て、全国から若い学生が集まっ

てくる。広い土地を持つ強みを

生かす、ご当地の地方創生はそ

うしたところにヒントがあるの

ではないでしょう。新たな学園

都市づくり、市長！ぜひご検討を下さい。 

◆地方創生の姿 
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地方創生に関するデータを沢山用意しましたが、時間がありません。地方創

生の必要性は言うまでもない。 

ただ、ここまでやり方は、中央集

権型地方創生で地方主権型地方創生

にはなっていない。地方創生と言い

ながら、補助金、奨励金で国が地方

をあやつる、箸の上げ下げまで国が

支持する、集権的な地方創生になっ

ています。 

それならまだ３０年前の竹下登の「ふるさと創生１億円」事業の方がよい。

自ら考え自ら行う地域づくり。地域の内発力を重視した地方創生の点でよかっ

た。安倍政権以降の地方創生策は、ここを修正する必要があります。 

 これからの地方創生。それは、

地方の内発力を高める分権的な地方

創生でなければならない。国がカネ

を渡す場合、一括交付金として渡

し、使い方は地方ごとに考える。そ

れを梃に全国で地方創生のアイディ

アを競うことによって、日本全体に

活力が生まれます。 

◆人口減少６つの要因 

これからの地域づくりで、一番効いてくるのが人口減少ですね。現在の合計

特殊出生率は１．３４です。私の生まれた昭和 23年は４．３２です。3分の 1

（                     
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以下の出生率です。人口が単純再生産される人口置換率は 2.07 と言われます

が、安倍首相は日本国民が１億人の規模に止まるには希望出生率１．８をめざ

すといった。 

みなさん、頭の体操です！どうす

れば、現在の１．３４をせめて１．

８に持ち上げられるか。カネをたく

さんバラまけば出来る、教育費を無

償にすればできる？ 

日本で人口予測をしている機関は

総務省、厚労省、国交省の３つ。ですが、もう 1つ民間の地方創生会議、増田

寛也さんが慶大教授らと研究会をつくり座長を務めていた民間機関がありま

す。7年前に発表した『地方消滅』という本がそれです。増田さんたちの予測

が当たると思います。実態に即して予測しているからです。 

この研究は女性の行動を踏まえている。それによると、生まれている子ども

の９０％は 20～39 歳の女性からなそうです。 

その女性ですが、3分の 2の方は結婚し子どもがいる。残る 3分の 1の方は

結婚しないか子供がいないかだ。で 3 分の２の子供のいる方は１．８人子供を

産んでいる。他方、残る 3分の 1子供のいない方で、ここはゼロですね。これ

を両方合算して計算すると、現在の１．３４になるという訳です。 

ですから、安倍元首相のいう、希望出生率１．８は 3分の 2の子供がいる家

庭では実現できている訳です。さあ～では全体として、１．８になるにはどう

すればよいか。 

こうです。①3分の 2の子供さんのいる家庭で、もう 1人子供を産むか、そ

うでなければ、②3分の 1の結婚いないないし子供さんのいない方が１．８人

産むか。どちらが現実に可能でしょうか。 

これは人口政策の問題ですが、実際をご覧になって、あと１人子供を増やす

家庭環境、労働環境にありますか？他方、個人の選択まで踏み込み３分の１の

方に１．８人を求めることができますか。 

いずれもむずかしいのでは。これが日本の現状ですが、ただこれは高度に産

業が発達した先進諸国の特徴で、フランスを除くと、１．８以下の国が圧倒的
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です。人口減少は先進国の特徴です。むしろ日本のいまの動きは、日本の持つ

キャパ、本来の国土の定員に向かって過剰人口が減っている、正常化へ向かっ

ていると考えた方が素直だと思います。それを前提に国づくりを考えることで

す。 

日本の人口問題は絶対数が減るという話以上に、人口の集積が極端にアンバ

ランス、東京国と地方国に分かれているインバランス問題を解消することの方

が大事です。すると人口も増え始めましょう 

◆人口減少が招く地域崩壊 

いまのように人口減少が加速す

ると、地域にいろいろ構造変化が

起きてきます。このように高度な

サービスから撤退が始まり、地方

都市の衰退が危惧されます。空き

家問題、これから全国で３分の１

が空き家になる。耕作放棄地問題、現在

でも滋賀県の面積に相当する耕作放棄地

が発生しております。 

 

持続可能な地域をつくっていくには、

都市のコンパクト化も必要ですし、公的

介入によって空き家問題、幽霊ビルなど

の撤去も必要になります。 
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さらに、自治体経営において

も、従来の人口増、拡大路線では

なく、人口減、縮小路線での経営

再編が必要となりましょう。  

いずれ、国に頼っていてもうまく行

かない。霞が関、永田町には問題が見

えない。これは議員の皆さんも含め、

市役所が地域の政策官庁になっていろ

いろアイディアを出すこと。地方の出番ですよ！ 

◆地方議会を立法府に 

いろいろお話したことがありますが、時間の都合上、最後のお話に進みま

す。自治体、地方議会は政策づくりをどう行うかです。ここまでいろいろ述べ

たきた問題は、多くは政策問題でした。 

 まず基礎的な話から。八幡平市というエリアで営まれる地方自治には２つ

の面がありますね。団体自治と住民自治です。憲法９２条にもそう書いてい

る。団体自治はその区域に住民が他と関わりなく法人格を持つ自治体をつくっ

て政治行政を営むこと。住民自治はその運営に多くの住民が参加することを意

味します。では議会の役割、議員の役割は、２つの自治はどう関わるかです。 

みなさん、考えたことはあります

か。議会には４つの役割、決定者、

監視者、提案者、集約者。それは２

つの自治とどう関わるか。 

 

結論から言うと、八幡平市という

公法人、自治団体の意思決定者は議会（決定者）です。団体自治を司るのが議

会で取締役会に近い。一方、多くの住民が参加して行うべき住民自治を代わっ

て体現する３つ役割も議員の役割です。行政の監視、政策の提案、民意の集

約、つまり監視者、提案者、集約者の３つの役割がそれで、これは住民自治の
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営みを体現していると考えられます。 

 自治体の仕組みはご案内のとお

り、決定機関の議会と執行機関の市長

の 2元代表から成り立っている。今日

お見えの市長さんは執行機関、職員の

方はそれを支える政策スタッフ、他

方、予算、条例、主要な契約を決める

２０名からなる議会は議決機関とい

う仕組み。この３者（市長、議員、職員）が連携プレイをしていくことです。 

◆ソフトな議会改革 

少し硬い議会改革の話ばかりになりましたが、ソフトな柔らかい面での改革

もありますよ。毎回、定例会の初めに２０分程度、外部の演奏者を呼んで演奏会

を聞いたらどうですか。都議会などは石原都政のことからやっており、各地の

議会に広まっていますよ。 

例えば、盛岡大学の吹奏楽部に来てもらい「花のワルツ」などを演奏してもら

う、平舘高校の吹奏楽部に来てもらい「星影のワルツ」「北国の春」など馴染の

曲を演奏してもらう、あるいは来年の今ごろなら、新設されたインターナショ

ナルスクールの生徒さんに英語で「第九」を歌ってもらう。傍聴席に市民も入れ

みんなで歌う。 

こうすると、厳つい議会のイメージも変わり市民からもいろいろ提案も出て

くるようになるのでは。ソフトな議会改革をどうぞ！ 

◆むすび 

以上、いろいろお話しましたが、これから来年にかけ、岸田政権のデジタル

田園都市構想などデジタル化の話がにぎやかになると思います。デジタル化は

要するに東京と地方の情報格差をなくすること、地域や国民が同じ情報環境に

置かれることを意味します。 

補助金も出る。問題は八幡平市がそのチャンスを、どう活かすかでしょう。

農業の６次産業化と同じように、「情報の６次産業化」ができるかどうか。そ

こが地方創生に繋がるかどうかの分岐点に！ 
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八幡平市役所は地域経営の司

令塔。政策本部です。市役所は

市民にとって第１の政府です。

これまでの事業官庁ではなく、

地域の政策官庁として市長、議

員、職員がそれぞれ連携し、そ

れぞれの持ち味を最大限発揮す

る、それが新たな地域経営を生み出していく方向ではないかと思います。八幡

平市の今後に大いに期待しています！ 

            
                   

                       

                    

                    

              
             

  


