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わくわく地方生活実現会議の開催について

若者が夢や希望をいだいて地方へ移住する動きを加速するとともに、地方における人材
確保策として女性や高齢者の活躍等を推進するための包括的かつ抜本的な取組を検討する
必要がある。
こうした課題に対応するため、まち・ひと・しごと創生担当大臣のもとに「わくわく地

方生活実現会議」を開催する。

・若者を中心としたUIJターン対策の抜
本的強化

・地方の人手不足に対応した女性や高齢
者の活躍等の推進

・地方の魅力、夢の実現等について、国
民の耳目を集める周知・広報の方策

１ 趣旨

３ 検討項目２ 委員

第１回 2/14（水）
第２回 2/26（月）
第３回 3/22（木）
第４回 4/11（水）
第５回 5/11（金）
第６回 5月下旬

４ スケジュール

委員等プレゼン・
意見交換

論点案の提示 等

とりまとめに向けた
議論

阿部正浩 中央大学経済学部教授
池田 弘 公益社団法人日本ニュービジネス

協議会連合会会長
大﨑 洋 吉本興業株式会社社長
太田 昇 岡山県真庭市長
岡ドルゲ・ 北海道壮瞥町移住・情報発信アド
コジマ バイザー
指出一正 月刊「ソトコト」編集長
佐藤可奈子 雪の日舎・かなやんファーム代表
俵 万智 歌人
出口治明 立命館アジア太平洋大学(APU)

学長
中原 淳 グレイセル株式会社代表
樋口美雄 独立行政法人労働政策研究・研修

機構理事長
増田寛也 東京大学公共政策大学院客員教授
村岡嗣政 山口県知事
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（参考）地方圏における就業者数の分析
○15歳以上の就業者数
・2000年から2015年にかけて東京圏では増加している（＋160万人）のに対し、地方では減少している（△228万人）。

○男性
・東京圏では微減にとどまる（△25万人）のに対し、地方圏では東京圏への転出超過の影響もあり大きく減少（△310万人）。

○女性
・東京圏では増加している（＋91万人）のに対し、地方圏では大きく減少（△72万人）。
また、就業率を見ると、地方圏の増加率は東京圏を下回る（東京圏：＋10.5ポイント、地方圏：＋6.9ポイント）。
・東京圏・地方圏ともに外国と比較して就業率は改善の余地あり。（2015年 日：65%、スウェーデン：74%、独：70%、英69%）

○高齢者
・東京圏・地方圏ともに増加している（東京圏：＋94万人、地方圏：＋154万人）が、地方圏の就業率は減少している（△1.0％）。

＜東京圏・地方圏における就業者数等の推移＞

＜参考：東京圏・地方圏における外国人労働者数の推移＞

18 万人 57 万人 39 万人増外国人労働者数

東京圏 2008年 2017年 増減

31 万人 71 万人 40 万人増

2017年 増減

外国人労働者数

地方圏 2008年

出典：厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況」よりまち・ひと・しごと創生本部事務局にて作成

出典：総務省「労働力調査 基本集計」よりまち・ひと・しごと創生本部事務局にて作成

15歳以上就業者数 1,733 万人 1,893 万人 160 万人増
　　　　就業率 60.4 ％ 59.8 ％ 0.6 ポイント減

　　　　総人口 2,869 万人 3,163 万人 294 万人増

うち男性（15-64歳） 1,005 万人 980 万人 25 万人減
　　　　就業率 81.8 ％ 83.0 ％ 1.2 ポイント増

　　　　総人口 1,229 万人 1,181 万人 48 万人減

うち女性（15-64歳） 626 万人 717 万人 91 万人増
　　　　就業率 53.6 ％ 64.1 ％ 10.5 ポイント増

　　　　総人口 1,167 万人 1,118 万人 49 万人減

うち高齢者（65歳以上） 102 万人 196 万人 94 万人増
　　　　就業率 21.6 ％ 22.7 ％ 1.1 ポイント増

　　　　総人口 473 万人 864 万人 391 万人増

東京圏 2000年 2015年 増減

15歳以上就業者数 4,712 万人 4,484 万人 228 万人減
　　　　就業率 59.1 ％ 56.7 ％ 2.4 ポイント減

　　　　総人口 7,967 万人 7,914 万人 53 万人減

うち男性（15-64歳） 2,511 万人 2,201 万人 310 万人減
　　　　就業率 80.6 ％ 81.3 ％ 0.7 ポイント増

　　　　総人口 3,115 万人 2,707 万人 408 万人減

うち女性（15-64歳） 1,821 万人 1,749 万人 72 万人減
　　　　就業率 57.9 ％ 64.8 ％ 6.9 ポイント増

　　　　総人口 3,145 万人 2,701 万人 444 万人減

うち高齢者（65歳以上） 380 万人 534 万人 154 万人増
　　　　就業率 22.3 ％ 21.3 ％ 1.0 ポイント減

　　　　総人口 1,707 万人 2,506 万人 799 万人増

増減地方圏 2000年 2015年
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担当府省：内閣官房まち・ひと・しごと創生本部 

 

第４次男女共同参画基本計画にお

ける記載箇所  

P40 第４分野 地域・農山漁村、環境分野における男女共同参画の推進  

２ 地方創生における女性の活躍推進 

女性活躍加速のための

重点方針 2017 との関連 

通し番号 - 

記載箇所 - 

女性活躍加速のための

重点方針 2016 との関連 

通し番号 - 

記載箇所 - 

女性活躍加速のための

重点方針 2015 との関連 

通し番号 - 

記載箇所 - 
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