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＊１

シルヴァイン・ジゲール＊２

要

約

日本において，都市部と農村部間の人口の不均衡の広がりは，社会機能を損ない，生活
の質を低下させている。この流れを逆転させ，日本全体に繁栄をもたらすには，才能と革
新に投資し，効果的なガバナンス構造を利用する統合的アプローチによるしかない。本稿
は，都市部と農村部において，それぞれかつバランスのとれた対策によって成長と仕事の
創出を促すことが日本において必要であることを示す。
まず，日本の人口変動の構造を検討し，他国と比較する。OECD 諸国には特有の動向は
見受けられないが，その他の国々と同様に，日本においても，大都市の人口比率が拡大し
ていることを示す。その上で，スキルの需給に対してバランスの取れたアプローチをとる
ことの重要さを示す。スキルの供給は生産性や経済成長の鍵を握るが，スキルが職場で十
分に活用されなければ，経済の回復力が衰えるリスクがあり，そうしたリスクを抱える地
域の魅力は失われる。日本の農村部は既にスキルの均衡が低レベルである。人々を引き付
けられるように農村部を変える形で成長と仕事の創出を促すには，供給側と需要側の双方
の要因を結びつける統合的アプローチが必要である。
本書では裏付けとなる世界の事例を引用し，背景の多様性とスキルの供給側や需要側の
様々な強みを考慮して，日本全体でこのアプローチを差別化することが必要であることを
示す。これには地域レベルでの強いガバナンス構造が必要であるが，労働力と経済発展，
効果的な協調関係や高い能力のより良い調整を可能にする政策管理における柔軟性も求め
られる。
キーワード：人口減少，スキル開発，イノベーション，地域経済，雇用，生産性

JEL Classification：H70, R10

Ⅰ．はじめに
都市部と農村部の間で人口の不均衡が拡大し

ており，長期的な成長，繁栄，幸福に深刻な影

＊１ 本稿は，財務省財務総合政策研究所『Public Policy Review』Vol.13，2017 所収予定の Sylvain Giguere“
, Population
decline, employment and prosperity：Setting the conditions for Quality job creation in all regions of Japan”を翻訳し
たものである。
＊２ Director of the OECD LEED（地域経済雇用開発）Programme。アンジェラ・アトレー，ピエール・ジェル
ジンに貢献いただいた。
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響が及びかねない。人口が高齢化するにつれ

が実際に拡大しつつある。ほとんどの OECD

て，若年層は，人が多い上に通勤時間が長く，

諸国では過去 15 年間にわたり学歴が向上して

生活費，とりわけ住居費も割高といった重大な

きたものの，国内のすべての地域が均等に発展

不利益が伴おうとも，よりよい給料とサービス

を遂げてきたわけではない。教育水準に関して

を享受できる場所に引っ越すことを望むように

すでに先頭を歩んでいた地域が，ますます発展

なる。その結果，一部の人口減少地域の衰退が

してきたのである。カナダ，フィンランド，フ

加速し，豊かな都市部と貧しい農村部の間の二

ラ ン ス， イ タ リ ア， 日 本， ラ ト ビ ア， ノ ル

極化が激化する。高齢層がサービスを受けにく

ウェー，スロバキア共和国，スロベニア，英国

く，低い経済成長と雇用機会の不足により農村

などいくつかの国では，高度なスキルを必要と

地域の住民が貧困化することから，こうした傾

する職の分布について，これと同様の傾向が観

向は不平等の拡大につながりかねない。

察される。

OECD（経済協力開発機構）には，こうした
状況に直面した地域の事例が数多くある。人口
減少に直面している国々と，人口統計的に安定
している国々のどちらにも，スキルの供給と需
要の両方が徐々に減っている地域がある。中に
は，低スキル均衡に陥り，悪循環によって低賃
金雇用と低資格の両方を助長しかねない地域も
ある。また，地元が求める能力の需要を上回り，
経験を積みスキルを上げる人材がプールされる
ことで，有能な人材が能力にふさわしい職を見
つけられない地域もある。このことは，そうし
た労働者の他地域への移動を助長しかねない。
最近の OECD（2016a）の研究によると，日
本を含む多くの国では，先導的な地域と取り組
みの遅い地域の間の職とスキルについての格差
図1
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図１は，中等教育（日本では概ね高等学校）
修了後の教育（以下，「大学等教育」という。）
を受けた人の割合について，地域間の差異を示
したものである。全体的に見ると，大学等教育
の学歴を持つ人の割合は，都市化の規模や水準
と関係なく，ほとんどの地域で増えている。こ
のことは，この期間中に概して OECD 諸国の
全体的な教育水準が向上していることを考えれ
ば，驚くには当たらない。しかし，一部の地域
では，他地域と比較して，大学等教育を受けた
人の割合が一層速く増加する傾向があった。つ
まり，すでにうまく行っていた地域が，この期
間中にさらに大きな伸びを記録していたのであ
る。こうした理由により，ほとんどの OECD
諸国で，分布の最上位と最下位の地域間格差が

各国の大学等教育水準の地域間格差（2000 年および 2014 年）

2014 or most recent year available
2014 or most recent year available

2000 or oldest year available
2000 or oldest year available

％ポイント：先導的な地域と取り組みの遅い地域の間の差

18
16
16
14
14
12
12
10
108
86
64
42
20
0

（出所）OECD（2016）
。

－25－

人口減少，雇用，繁栄：日本全体で質の高い仕事を創出するための条件

うなバランスの良い独自のアプローチを展開す

拡大した。
中程度から高度なスキルを必要とする職の割

るための日本国内の戦略について論証すること

合を見ると，状況のばらつきはさらに大きくな

である。本稿は，日本の人口変動の構造を考察

る。図２は，中程度から高度なスキルを必要と

し，それを他の国々と比較する。また，OECD

する職業が占める割合について，地域間の差異

諸国に特有の傾向はないものの，諸外国におけ

を示したものである。2000 年から 2014 年にか

るのと同様，日本においても大都市の人口の割

けて，分析に含まれる 20 カ国のうち 10 カ国で，

合が増えていることを示す。そして，日本の農

大学等教育の水準ほど顕著な変化ではないもの

村地域には主に低スキル均衡という特徴がある

の，格差が広がっていた（日本の場合と同様）
。

ことと，こうした状況が望ましくない雇用状態

高度な資格を持つ個人は自分の生活の質の改

と相関関係にあることを示していく。

善を目指し続け，一方，企業は最高のスキルを

その上で，本稿は，農村地域を人口を引き寄

利用することを目指すので，こうした傾向を逆

せる場所に転換できるような形で成長と雇用創

転することは困難かもしれない。OECD の経験

出を促進するには，スキル開発と雇用主からの

によると，才能とイノベーションを活用すると

スキル需要の両方に影響を与える要因を組み合

ともに効果的な統治の仕組みを取り入れた統合

わせた統合的なアプローチが必要になることを

的なアプローチは，すべての地域に繁栄をもた

論じる。本稿は国際的な証拠を用いて，状況の

らす上で大きく貢献し得る。

多様性と，スキルの供給サイドまたは需要サイ

本稿の目的は，成長と雇用創出を推進するよ
図2

ドにおける多様な強みを考慮するためには，こ

各国における中程度から高度なスキルを必要とする職業の地域間格差（2000 年および 2014 年）
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％ポイント：先導的な地域と取り組みの遅い地域の間の差

。各国統計局が提供するデータに基づき算出。
（出所）OECD（2016）
（注）図２は，先導的な地域と取り組みの遅い地域における中程度から高度なスキルを必要とする職業に就いている人の割合の差異
を示している。異常値（大都市中心部や非常に小さな遠隔地など）の影響を最小限に抑えるため，絶対最大値と絶対最小値の
代わりに，分布上の 90 パーセンタイルと10 パーセンタイルのところで地域間の比較を行った。2000～2014 年の期間全体を見
られるデータが同一の地理的レベルで得られなかった場合は，期間内の最も古い年度と最も新しい年度を使用した。６年を上
回る期間のデータが得られた国々だけがここに含まれる。分析に用いた年度は以下のとおりである。日本：2000 年と2012 年，
チェコ共和国，フィンランド，韓国，およびスロバキア共和国：2000 年と2013 年，米国：2000 年と2014 年，イタリア：2001
年と2012 年，ベルギー，スウェーデン，および英国：2001 年と2013 年，スロベニア：2002 年と2013 年，ギリシャ：2002 年と
2014 年，ハンガリー：2003 年と2013 年，オランダ：2003 年と2014 年，ノルウェー：2005 年と2013 年，フランス：2006 年と
2012 年，ニュージーランド：2006 年と2013 年，カナダ：2006 年と2014 年，エストニアおよびラトビア：2007 年と2013 年。
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うしたアプローチが全国各地で土地ごとに異な

固たる能力とともに，労働力と経済発展の間の

る必要があることを示す。こうしたアプローチ

調整を円滑に行うための政策管理面の柔軟性が

には地元レベルの強力な統治の仕組みが必要で

含まれる。

あり，そこには効果的なパートナーシップや確

Ⅱ．諸外国と比較した日本の人口変動の構造
人口の急速な高齢化と，主要な都市部，とり
わけ東京に向かう重要な国内移住の流れという

を超えているが，これに対して，都市主体の地
域では人口の４分の１に満たない（図４を参照）
。

一対の現象が，日本の人口変動の特徴である。

日本の都市部以外の地域の急速な高齢化は，

日本における過去数十年間の人口統計上の変化

農村から都会への移動の増加により拍車が掛

について，最も顕著な特徴は人口の平均年齢の

かっている。日本では，国内の移住パターンの

急速な上昇である。65 歳以上の人口が 32% 増

主 流 は 東 京 都 へ の 移 動 で あ り，2004 年 か ら

えてほぼ 3,300 万人に達する一方で，これと同

2014 年にかけての期間内の純国内移住者が，

じ 期 間 に， 生 産 年 齢 人 口 は 8.5% 減 少 し た

東京都では 2014 年の人口の５ % を占めていた

（OECD，2016b）
。その結果，この期間の従属

（図５を参照）。神奈川，埼玉，千葉などその他

人 口 指 数 の 伸 び が 26% を 超 え た（OECD，

の首都圏内の県もまた，この期間の国内移住の

2016c）。2014 年には，65 歳を上回る層が日本

目的地であり，純国内移住者が 2014 年の人口

の人口の４分の１を超えた（図３を参照）
。

に占める割合はそれぞれ 2.3%，1.6%，および

特に日本の農村地域では，都市化が進んだ地

1.6% だった。これらの県では毎日東京に通勤

域よりも高齢化の進行が速い。日本の遠隔地の

する住民が多いことから，このことは郊外化プ

農村が主体の地域では人口の 30％近くが 65 歳

ロセスの一部と解釈することができる。

図3
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日本の人口構造（2005 年および 2014 年）
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（出所）OECD 地域別統計（データベース）。http://dx.doi.org/10.1787/6b288ab8-en.
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（出所）OECD 地域別統計（データベース）。http://dx.doi.org/10.1787/6b288ab8-en.

図5

地域別分類で見た総人口に占める国内移住の割合（%）
（2004～2014 年）
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（出所）OECD 地域別統計（データベース）。http://dx.doi.org/10.1787/6b288ab8-en.

多くの OECD 諸国でも，単一の主要な中心

き先は単一の中核都市とその周辺地域であり，

地が国の経済成長をけん引する，特有の地域開

それがさらに第二階層のその他の都市部に影響

発パターンが見られる。こうした経済構造は，

を及ぼしている。

図６に見られるように，国内移住パターンに反

しかし，こうした地域間移住パターンにも例

映されている。スウェーデンや韓国，米国やハ

外がいくつかある。特にスペインでは，2014

ンガリーなど多様な OECD 諸国でも，人口密

年のサブ・リージョンの人口に対する 2004 年

度が低いまたは後進的なサブ・リージョンの犠

から 2014 年にかけての国内移住者の割合（%）

牲の下に都市部のサブ・リージョンが恩恵を受

が純減を記録した。この期間中，OECD の類型

けるような地域間移住パターンになっているの

によると都市近郊の農村主体地域と分類される

である。スウェーデン，韓国，およびハンガ

トレド地域では，2014 年の人口の 7.6% に相当

リーの場合は，地域間移住パターンにおける行

する純国内移住を記録した。
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図6

サブ・リージョンの総人口に占める国内移住の割合（%）
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これと同様に，英国の都市部にあるサブ・

られるが，これが主要な中心地における住宅価

リージョンでは，2013 年のサブ・リージョン

格の高騰，汚染の増加，公共サービスにかかる

の人口に対する 2003 年から 2013 年にかけての

負担の増加だけにとどまらず，数多くの負の外

純国内移住者の割合（%）が純減となった。注

部性と結び付いていることが多い。日本の一極

目すべきは，英国は高度に都市化が進んだ国で

集中型の経済構造は，地域間不平等をめぐる二

あり，合計で 146 カ所あるサブ・リージョンの

つの別個の政策課題をもたらしている。第一

うち 84 カ所が OECD の類型による都市部に分

は，知識集約型のサービス活動など空間的な集

類されることである。そのため，これらのサ

中や凝集に依存する経済活動を首都圏以外の他

ブ・リージョンへの移住の傾向には大きなばら

の都市に移転するという課題である。前述のと

つきがある。さらに大きく目を引くのは，グ

おり，多くの OECD 諸国がこの課題に直面し

レーター・ロンドン地域の人口に対するこの期

てきた。

間中の国内移住者の割合（%）が純減であるこ

人，雇用，スキルや経済活動の東京集中に起

とだ。このことは，海外からの移住の結果とし

因する第二の課題は，都市部以外の地域の地域

て年々グレーター・ロンドンの人口が増加して

経済をどのようにして再生するかということで

いるにもかかわらず，近年は以前からのイギリ

ある。生産年齢の人々の移住と残った人々の急

ス人居住者が首都から転出していく傾向がある

速な高齢化の結果として，取り残された中間，

ことを示している。

半農村，農村の県が数多くあることが，日本の

単一の主要な経済中心地を志向する移住パ

特徴なのである。

ターンは日本をはじめとする OECD 各国で見

Ⅲ．スキルと雇用機会について見られる大きな地域間格差
2012 年時点での日本におけるスキルの供給

以外の県の間には明確な格差が認められ，農村

を大学等教育を受けた人の割合で見ると，東京

地域の県における大学等教育を受けた人の平均

都が他県と比べて突出して高かった（表１）
。

的な割合は，東京における割合の半分に満たな

（出所）OECD 地域別統計（データベース）。http://dx.doi.org/10.1787/6b288ab8en.
い。
二番目に高かったのは，東京周辺部に位置する

神奈川県（40.6%）であった。都市部と都市部

これと同様に，2012 年時点でのスキルに対

表 1. 社会・経済別地域分類で見たスキルの供給（大学等教育を受けた 15 歳以上の人の割合、
表1

地域別分類で見たスキルの供給

2012 年）

（大学等教育を受けた 15 歳以上の人の割合，2012 年）

地域

スキルの供給（％）

東京

46.3

都市主体（東京を除く）

32.9

中間

23.9

農村主体（都市近郊）

20.9

農村主体（遠隔地）

20.3

（出所）就業構造基本調査（総務省統計局）。

（出所）就業構造基本調査（総務省統計局）。
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これと同様に、���� 年時点でのスキルに対する需要は、中程度から高度なスキルを必要とする

職業に就いている被雇用者の割合で見ても、労働生産性の代理指標である労働者一人あたり粗付
加価値（���）で見ても、東京都がずば抜けて高かった（表 �）。東京を除いた場合の二大都市
部を抱える愛知県と大阪府も、労働者一人あたり ��� の数値が高かった。逆に、奈良、埼玉、

農村地域の中には、労働者一人あたり ���（福井および山口）や職業（高知、宮崎、島根、およ
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び山口）について、日本の平均を上回るところもある。�
表 2 地域別分類で見たスキル需要（中程度から高度なスキルを必要とする職業に
表 2. 社会・経済別地域分類で見たスキル需要（中程度から高度なスキルを必要とする職業に就
就いている被雇用者の割合および労働者一人あたり GVA，2012 年）
いている被雇用者の割合および労働者一人あたり GVA、2012 年）

地域

中程度から高度なスキルを必要

労 働 者 一 人 あ た り GVA

とする職業（％）

（百万円）

東京

24.1

1,336,277

都市主体（東京を除く）

18.9

740,398

中間

17.1

755,136

農村主体（都市近郊）

16.1

702,660

農村主体（遠隔地）

16.4

712,827

（出所）就業構造基本調査（総務省統計局）
、OECD 地域別統計（データベース）
。

（出所）就業構造基本調査（総務省統計局），OECD 地域別統計（データベース）。

地元の労働市場におけるスキルの供給と需要のバランスを理解するために、���� の ����（地
域経済雇用開発）プログラムにより統計ツールが開発された（����、�������
および ��������、
ローチにも影響を与えられるのである。
する需要は，中程度から高度なスキルを必要と
����）。スキルの供給と需要の指標を組み合わせることで、国内の地域レベルで発生している可

する職業に就いている被雇用者の割合で見て

図７を見ると，スキル「不足」は高需要・低

も，労働生産性の代理指標である労働者一人あ

供給の地域で起こりうる。このような地域で

能性があるスキルの潜在的なミスマッチを政策立案者が把握できるようになる。さらに、それに
よって地元レベルでの現地志向の政策アプローチにも影響を与えられるのである。

GVA）で見ても，東京都が
は，企業が自分たちに必要なレベルのスキルを
たり粗付加価値（
図 � を見ると、スキル「不足」は高需要・低供給の地域で起こりうる。このような地域では、

必要なだけ見つけられない可能性がある。ま
ずば抜けて高かった（表２）
。東京を除いた場
企業が自分たちに必要なレベルのスキルを必要なだけ見つけられない可能性がある。また、右下
の枠内では、スキルに対する需要が低いのに対して高度なスキルの供給水準が高く、その結果と
た，右下の枠内では，スキルに対する需要が低
合の二大都市部を抱える愛知県と大阪府も，労
して、高度なスキルが十分に活用される見込みが低い地域経済になってしまう。そうなれば人材
GVA の数値が高かった。逆に，
いのに対して高度なスキルの供給水準が高く，
働者一人あたり

の流出、不完全雇用、オーバー・クオリフィケーション（資格過剰）、人的資本の縮小につなが
その結果として，高度なスキルが十分に活用さ
奈良，埼玉，千葉など，東京と大阪の都市部の
りかねないが、これらはいずれも繁栄を創出する機会を失う前兆となるものである。しかし、こ

外側に位置する都市主体の県では，労働者一人

れる見込みが低い地域経済になってしまう。そ

あたり GVA
が最低の水準だった。通勤客の流
は、「低スキル均衡」として知られている。

うなれば人材の流出，不完全雇用，オーバー・

れを引き寄せる中核的な都心部にこうして経済

クオリフィケーション（資格過剰），人的資本

活動が高度に集中していることは，日本の都市

の縮小につながりかねないが，これらはいずれ

が一極集中モデルに従った構造になっているこ

も繁栄を創出する機会を失う前兆となるもので

とを如実に物語っている。平均的に農村地域の

ある。しかし，これと同じくらい心配されるの

生産性は低く，中程度から高度なスキルを必要

は，スキルの需要と供給が両方とも低い地域で

とする職業が占める割合も低いものの，中間県

ある。こうした状況は，「低スキル均衡」とし

や都市主体の県との格差は想像されるほど大き

て知られている。

れと同じくらい心配されるのは、スキルの需要と供給が両方とも低い地域である。こうした状況

この統計ツールを，都市化の程度に基づく類

くない。それどころか，農村地域の中には，労
働者一人あたり GVA（福井および山口）や職

型によって分けた日本の都道府県に適用した

業（高知，宮崎，島根，および山口）につい

（図８を参照）
。この図によると，都市部の県
は，スキル不足の宮城と，前述の通勤パターン

て，日本の平均を上回るところもある。

地元の労働市場におけるスキルの供給と需要 6 に関連する理由からスキル過剰になっている埼
玉，千葉，および奈良を除き，大部分が高スキ
のバランスを理解するために，OECD の LEED
（地域経済雇用開発）プログラムにより統計ツー

ル が 開 発され た（Froy，Giguère，Meghnagi，

ル均衡の状態にある。さらに注目できるのは，
農村地域の県の大半が低スキル均衡の状態にあ

2012）
。スキルの供給と需要の指標を組み合わ

るという点であり，このことは，日本ではスキ

せることで，国内の地域レベルで発生している

ルの供給と需要のバランスに関して都市と農村

可能性があるスキルの潜在的なミスマッチを政

が分断されていることを裏付けている。日本に

策立案者が把握できるようになる。さらに，そ

おけるスキルの供給と需要の地理的な分布は，

れによって地元レベルでの現地志向の政策アプ

図９においても見ることができる。
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図7

スキルの供給と需要の組み合わせによる影響の理解

（出所）Froy, F. and S. Giguère（2010）
“
, Putting in Place Jobs that Last：A Guide to Rebuilding Quality

Employment at Local Level”, OECD Local Economic and Employment Development（LEED）
Working Papers, No. 2010/13, OECD Publishing. doi： 10.1787/5km7jf7qtk9p-en

図8
Intermediate

都市化の類型別に見た都道府県別スキルの供給と需要（2012 年）
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（出所）就業構造基本調査（総務省統計局），OECD地域別統計 （データベース）（http://dx.doi.org/10.1787/6b288ab8-en）に基づ
き OECD が算出。

表３は，スキルの供給と需要に関する各地域

増加率が高かった。需要サイドを見ると，中程

の状況における 2000 年から 2012 年にかけての

度から高度なスキルを必要とする職業の割合に

変化を示すものである。この表によると，この

関 し て， 東 京 と そ れ 以 外 の 県 の 間 の 格 差 が

期間中に日本のすべての社会・経済別地域にお

2000 年から 2012 年にかけて拡大していること

いて教育水準が改善した一方で，大学等教育を

が分かる。これは，東京地域の中で質の高い雇

受けた人の割合が平均して最も速く増加したの

用の集中が進んでいることを示している。しか

は遠隔地の農村地域であり，特に福井と島根の

し，その一方で，他の地域分類ではまったく見
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図9

日本の都道府県別スキルの供給と需要（2012 年）

Legend
High skills equilibrium
Skills deficit
Skills surplus
Low skills trap

（出所）就業構造基本調査（総務省統計局）
，OECD地域別統計（データベース）
（http://dx.doi.

org/10.1787/6b288ab8-en）に基づき OECD が算出。

表 3. 社会・経済別地域分類で見たスキルの供給と需要の変化（2000～2012 年）
表3

地域別分類で見たスキルの供給と需要の変化（2000～2012 年）

スキル需要の変化
スキル供給の変化

地域

中程度から高度なスキル

労働者一人あたり

を必要とする職業

GVA

東京

0.08

0.15

0.02

都市主体（東京を除く）

0.06

0.11

0.14

中間

0.09

0.10

0.17

農村主体（都市近郊）

0.05

0.09

0.18

農村主体（遠隔地）

0.10

0.11

0.16

（出所）就業構造基本調査（総務省統計局）、OECD
地域別統計
（データベース）に基づき
OECD が算出。OECD が算出。
（出所）就業構造基本調査（総務省統計局）
，OECD地域別統計
（データベース）に基づき

Ⅳ その他の労働市場指標との関連
表 � は、日本国内のどの地域分類においても、労働市場の状況が比較的同じようなものである
茨城と，「都市近郊の農村」の類型に含まれる
られないことだが，東京の生産性が低下してい
岩手と山梨の両県が続いていた。生産性の増加
る。この期間における生産性の増加が最も大き
ことを示している。����
年の就業率は東京が �����と最も高いものの、その他の地域分類では、
が最も大きかった都市部は京都であり，これに
かったのは，遠隔地の農村県である山口であ
いずれも概して同程度の就業率となっていた。労働人口参加率も東京が最も高く、����
年の時点
続くのが広島と愛知だった。
り，これに中間県である三重，和歌山，徳島，
で
�����だった。農村地域の県の労働人口参加率が、都市化が進んでいる県と比べて平均的にや

や高めだったものの、このことは、前述のとおり、都市部に向かう国内移住パターンも手伝って、
農村地域の生産年齢人口の方が速いペースで減っているという事実によって説明できるかもしれ
ない。�
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表 4. 社会・経済別地域分類で見た労働市場の状況
地域

雇用創出（％）

就業率（％）

労働人口参加率（％）

スキル需要の変化（2000～2012 年）

スキル供給の変化

地域

（2000～2012 年）

中程度から高度なスキル

労働者一人あたり

を必要とする職業

GVA

人口減少，雇用，繁栄：日本全体で質の高い仕事を創出するための条件
0.08
0.15

東京

0.02

都市主体（東京を除く）

0.06

0.11

0.14

中間

0.09

0.10

0.17

農村主体（都市近郊）

0.05

0.09

0.18

Ⅳ．その他の労働市場指標との関連
農村主体（遠隔地）
0.10
0.11

0.16

（出所）就業構造基本調査（総務省統計局）、OECD 地域別統計（データベース）に基づき OECD が算出。

は，前述のとおり，都市部に向かう国内移住パ
表４は，日本国内のどの地域分類において
Ⅳ
その他の労働市場指標との関連
ターンも手伝って，農村地域の生産年齢人口の
も，労働市場の状況が比較的同じようなもので
表
�
は、日本国内のどの地域分類においても、労働市場の状況が比較的同じようなものである
方が速いペースで減っているという事実によっ
あることを示している。2012 年の就業率は東
ことを示している。����
年の就業率は東京が �����と最も高いものの、その他の地域分類では、
て説明できるかもしれない。
京が 61.6% と最も高いものの，その他の地域分
いずれも概して同程度の就業率となっていた。労働人口参加率も東京が最も高く、����
年の時点
地元雇用数の時系列変化は地元での雇用創出
類では，いずれも概して同程度の就業率となっ

で
�����だった。農村地域の県の労働人口参加率が、都市化が進んでいる県と比べて平均的にや
の有用な代理指標になりうるものだが，これを
ていた。労働人口参加率も東京が最も高く，
見ると，都市部の県と都市部以外の県の間の格
2014 年の時点で 72.8%このことは、
だった。農村地域の県の
や高めだったものの、
前述のとおり、都市部に向かう国内移住パターンも手伝って、
差が特に顕著である。沖縄では，都市部以外の
労働人口参加率が，都市化が進んでいる県と比
農村地域の生産年齢人口の方が速いペースで減っているという事実によって説明できるかもしれ
県としては唯一，2001 年から 2014 年にかけて
べて平均的にやや高めだったものの，このこと
ない。�
表 4 地域別分類で見た労働市場の状況
表 4. 社会・経済別地域分類で見た労働市場の状況

就業率（％）

雇用創出（％）

地域

（2001～2014 年）

労働人口参加率（％）

（2012 年）

（2014 年）

東京

1.3

61.6

72.8

都市主体（東京を除く）

0.0

56.2

67.9

中間

0.5

56.5

69.4

農村主体（都市近郊）

0.9

56.4

71.2

農村主体（遠隔地）

0.8

56.9

71.5

（出所）
OECD
地域別統計
（データベース）
（://
http://dx.doi.org/10.1787/6b288ab8-en）
からのデータに基づき
OECD
OECD
dx.doi.org/10.1787/6b288ab8-en）からのデータに基づき
OECD が算出。
（出所）
地域別統計（データベース）
（http
（注）雇用創出は，2001
年から 2014 年にかけての総雇用数の平均年間変動率を指す。
が算出。

（注）雇用創出は、2001 年から 2014 年にかけての総雇用数の平均年間変動率を指す。
図 10 地域別分類で見た日本の地域における地元雇用数の時系列変化を示す指標（2001～2014 年）
Tokyo

Predominantly Urban (less Tokyo)

Non-Urban

140

9

130
120
110
100
90
80

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

（出所）OECD 地域別統計（データベース）。
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総雇用数が増加した。その他の都市部以外の県

雇用数が変化してきた様子を時系列で詳しく示

では，いずれもこの期間中に総雇用数が減少し

したものである。

た。都市部の都道府県の中では，東京が平均年

このデータは，スキルと雇用機会が東京地域

間増加率 1.3% と他を大きく引き離して首位を

に集中し，都市部以外の県だけでなく他の大都

走り，これに対して，その他の都市部の県の平

市部にも悪影響が及んでいることを明確に示し

均増加率は 0.01% である。図 10 は，東京，都市

ている。

主体の県，および都市部以外の県において地元

Ⅴ．日本の農村地域における雇用創出の推進
急速に進む人口の高齢化と都市部への国内移

小売を対象として，モノとサービスの生産にお

住という人口統計上の現象を踏まえると，農村

ける生産性と付加価値を高めることにある。日

地域は取り残される危険にさらされている。本

本政府が推し進める地域再生戦略でも，地元の

稿の中で示すスキル分析によると，OECD の類

資産と経済的機会に即して設けられたプロジェ

型上，遠隔地の農村として分類される日本の県

クトを推進するために，地元の県に対する補助

のうち，75% は 2012 年の時点で低スキル均衡

金の形で何千億円もの予算が計上されることに

と位置付けられた。これらの地域は，雇用主が

なっている。

スキル開発に投資を行わず，労働者には自分自

これらの措置は，農村地域を活性化し，より

身のスキルを向上させる動機となるものがほと

公平に成長の恩恵を分配することに間違いなく

んどない低付加価値生産を特徴としている場合

貢献するものである。しかし，日本政府の戦略

が多い。大半の農村地域では雇用と失業を示す

が農村地域における成長と雇用創出に与える影

指標は依然としてプラスの状態にあるものの，

響をさらに強いものにするためには，他の OECD

良質の雇用機会が高スキル労働者と低スキル労

諸国における低スキル均衡から教訓を学んだ戦

働者のいずれにとっても不足しており，それに

略を取り入れることも重要になる。前述のとお

伴う困難が目の前に迫っている。行政機関は，

り，低スキル均衡の状態は価格競争戦略を推し

都市部以外の地域の多くが陥っている不十分な

進め，低スキルの標準化された生産に依存する

資質と低スキルの職，そして人口流出という自

雇用主が地域内に集中する場合に形成される可

己成就的な悪循環を打ち破る方法を見つけなけ

能性がある。これは往々にして，より周辺部に

ればならない。

ある農村地域が見舞われる問題である。そうし

農村地域において雇用創出と成長を促進する

た状況では，経済の生産能力に投資するだけで

必要性は，日本政府も長年にわたり認識してい

は，それに対応するスキルが不足している恐れ

る。直近の対策は，2016 年に安倍晋三首相が

があるために望ましい結果が得られないかもし

採用した改定版「日本再興戦略」を柱とするも

れない。逆に，生産性を改善するためにスキル

のである。この戦略は，都市部と都市化が遅れ

開発に投資しても，そうしたスキルにふさわし

ている地域の両方で国の成長の果実を分け合う

い適切な職がなければ失敗に終わりかねない。

統合的アプローチを展開することを重視してい

これと同様に，「スキル過剰」地域で教育への

る。その狙いは，中小企業を中心に，特に農業

取り組みを増やしても，期待外れの結果に終わ

食品産業，観光・接客業，健康・子育て，卸・

る可能性がある。なぜなら，こうした地域で
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は，すでに国内の他の地域にスキルを奪われつ

を改善し，生み出されたスキルを地元企業が十

つあり，そうした地域に残っているスキルを持

分に活用して生産性を高め，ひいては，より良

つ人々もオーバー・クオリフィケーションの仕

質の雇用を生み出すようにするためには，さま

事に就いているか，または失業していると考え

ざまな投資戦略を組み合わせる必要がある。

られるからである。スキルの供給と需要の両方

Ⅵ．密接に連動するスキルの需要・活用と確固たる製品市場戦略
低スキル均衡やスキル過剰の地域での成長と

うる。これには，生産体制ならびにマーケティ

良質の雇用創出をより適切に支援するために

ング戦略の変革も含まれる。そのような非技術

は，既存企業によるスキルの利用を活性化する

的なイノベーションを推進する上では，セク

こと，つまり，別の言い方をすれば，スキルに

ター内とセクター間の両方における知識共有

対する需要を「形成」することが重要である。

ネットワークが重要な役割を果たしうる。知識

既存企業が多角化や製品市場戦略の改良および

共有ネットワークの中には民間企業と大学だけ

より知識集約型の生産プロセスへの移行を進め

を含むものもあるが，職業訓練専門学校も，特

ることができれば，スキルの需要と利用が拡大

に関連する応用研究を実施する場合に，そうし

する。より付加価値が高い製品やサービスの市

たネットワークに新しい発想と新技術を注入す

場に企業が進出すれば，企業が必要とするスキ

る上で一役買うことができる（Froy et al., 2012

ルの水準と，企業によるスキルの利用度が向上

を参照）。

することが多い。たとえば，Mason（2011）は

非技術的なイノベーションは，特に社内の労
National
働者のスキルが十分に活用されている場合に
イギリスの全国雇用主スキル調査（
Employers Skills Surveys）のデータを分析し，
は，企業内部からでも生まれうる（文末の参考
１を参照）
。イノベーティブな新発想は往々に
企業によって「ハイエンド」または高付加価値
して「作業現場」や最前線の業務における問題
の生産を行うことを目指す程度に大きなばらつ
解決，および OECD の「イノベーション戦略」
きがあることと，企業の製品市場戦略と従業員
のスキル水準の間には強い正の相関関係がある
（OECD，2015a）にあるような地元のイノベー
ことを示した。
ション戦略の重要性から生まれるものである。
Toner（2011）は，近年 OECD 諸国において起
企業が新しい製品市場戦略を構築するのを助
ける上で，イノベーションと新技術への投資を
こった新しいイノベーションの大半は，高度な
奨励することが重要になる。イノベーションと
研究開発（R&D）において開発されたもので
成長の活性化にとって技術移転が重要なこと
はなく，職場の中で徐々に実現されてきたもの
Coyle
は，
長年にわたり認識されてきた。
（2001） であることを明らかにした。
この場合，労働者が自らの裁量を生かし，
の説によると，新技術が経済の中に十分に浸透
「試行錯誤から学ぶ」ことができる時に新しい
するには 50 年もの歳月を要する場合があり，
発想が生まれる可能性が高まることから，経営
技術移転に投資することでこのプロセスの加速
慣行が重要になる。このことは，生産に携わる
に資することができる。しかし，非技術的なイ
労働者と，顧客ニーズに直接対処・対応する労
ノベーションの方が，企業，特に中小企業の生
働者の双方に当てはまる（Froy，Giguère，2010）
産性を向上させる上で，より重要な源泉になり
。
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これと同じくらい重要なものは，従業員全体で

生産するグローバルセンターとなり，現在で

そうした新しい発想やアプローチを認識し取り

は，大勢の地元住民がデザインや商業開発の分

入れていく，企業や組織としての能力である

野で雇用されている（50% がデザイン，10% が

（Toner，2011）
。もちろん，より付加価値が高い

商業開発，40% が生産現場）。

製品市場部門に移行する企業能力は，適切な市

地元の私立の技術専門学校であるポリテクニ

場への参入可能性によって左右されることにな

コ・カルツァツリエロが重要な役割を果たして

る。製品市場戦略を向上させる戦略には，地元

おり，企業の管理職を雇って就業時間後に地元

に市場を構築し，地域的・全国的・国際的な市

の労働者や求職者を訓練する一方で，同時に経

場に適切に参入する戦略を織り込む必要がある。

営者研修を実施したり，研究やイノベーション

北イタリアのリヴィエラ・デル・ブレンタ工

や技術移転への投資を行ったりしてきた。すな

業地域では，地元の雇用主協会が，高品質で

わち，この技術専門学校は，スキルの供給に投

ファッション性が高い靴の国際市場に進出する

資するかたわら，新製品開発や人材管理の改善

ことにより，地元の製靴企業の生産性向上とス

を通じてスキル活用の最適化も図っているので

キルの利用強化に一役買った。この協会を通じ

ある。企業は地元の協会のメンバーであるた

て，企業は共通のマーケティング戦略をめぐる

め，研修や技術や新しいイノベーションをプー

協力を進め，その一方で，社員研修向けの投資

ルすることについての懸念は少ない。地元の人

をプールし，製品市場戦略を集団的に向上させ

的資本への投資は，個々の企業の将来性だけで

るための企業支援も行った。この地域には伝統

なく，グローバルブランド全体の将来性も改善

的に，主に低スキルのブルーカラー労働者を雇

することになる（Destefanis，2012）。さらに，

用する家内制の製靴産業が集まっていた。しか

この地元の協会は，地元の労働組合とも協力

し，今やこの地域はジョルジオ・アルマーニ，

し，生産性の改善が賃金の上昇と労働者の安全

ルイ・ヴィトン，シャネル，プラダ，クリス

衛生の向上を確実にもたらすように取り組んで

チャン・ディオールなどのブランド向けに靴を

きた。

Ⅶ．政策立案者がスキルの需要・活用を「形成」する
一助として使用可能な多彩な手法
政策立案者が地元経済のこうした変革プロセ

業間の協力とネットワーク作りに報奨を与える

スを支援するには，どうすればいいのだろう

ことが考えられる。地元の産業部門に関連する

か。OECD の LEED プログラムは，この分野に

応用研究を実施するために大学や専門学校に報

おいて政策立案者が実施することができるさま

奨や資金を与えることによっても，こうしたプ

ざまな取り組みを数多く挙げている（Froy，

ロセスに貢献することができる。また，特定の

2013；Froy，Giguère，2010）
。
一例を挙げると，スキルに対する需要を高め
スキルの活用を強化する上で，指導，援助，研
修が重要なツールとなりうる。政策立案者とし
ては，企業が知識や新技術やイノベーションを
共有し，研修用に投資をプールし，共通の地域
ブランドを開発することを支援するために，企

技術援助や経営者向け研修も，企業の業務体制
を改善し，より効果的なスキルの利用と技術の
十分な活用を図る上で役に立つ。
さらに政策立案者は，雇用主および買い手と
しての公共部門の役割を利用することもでき
る。公共部門は，その職務が人々のスキルを最
大限に活用し，業務遂行にあたり柔軟性と裁量

－37－

人口減少，雇用，繁栄：日本全体で質の高い仕事を創出するための条件

を認めるとともに，進歩の機会を提供するよう

多い。

に図ることで，民間企業の役割モデルになるこ

労働組合は，三者合意の中で企業と協力して

と が で き る。 加 え て， 品 質 志 向 の サ プ ラ イ

労働生産性とスキルの活用度を向上すること，

チェーンを発展させるために，公共部門の調達

ならびに，賃金水準と労働条件を改善すること

活動を利用することもできる。たとえば，
「ペ

についても，重要なパートナーであることを実

イシェントキャピタル」
（忍耐強い資本）を与

証してきた。従業員による裁量と問題解決が増

え，契約期間を長めに設定することで，請負業

えたことで得られる生産性の拡大が賃上げと労

者に従業員や生産プロセスへの投資を促すこと

働条件の改善という点で労働者に確実に還元さ

ができる。

れるように図る上で，組合の関与が欠かせな

経済開発機関は，地元の生産性と競争力を改

い。その一例が，ドイツのノルトライン・ヴェ

善する上で明らかに重要な役割を担っている。

ストファーレン州の金属加工産業における「安

しかし，知識経済という環境の中でそうした成

さより質の良さ」キャンペーンである。そこで

長を果たす上での人材やスキルの重要性をこれ

は，組合がより積極的に労働者のスキルを利用

らの機関が十分に考慮しているかどうかは，必

し，高品質のイノベーティブな新製品を生産す

ずしも明確ではない。経済開発機関は，
「雇用

る新しい生産様式を推進したのである（Hai-

実績」の観点で思考するように促されることが

peter，2011）。
雇用主と同業者組合も，知識の共有と共同投
資を促進するような信頼に基づく企業間関係を
築くことにより，雇用主，特に中小企業が「腕
を上げる」ことを支援する上で重要な役割を果
たせる。
地方自治体は，地元経済におけるスキルの供
給と需要の双方の関係者を結集するための自然
な仲介者や触媒として，統括的な役割を果たす
ことが多い。地元コミュニティの取り組みを活
性化することに加えて，自治体が地元のサービ
ス購入者として変革に影響を与える一方，その
能力を生かして，より適切に自治体職員のスキ
ルの訓練と活用を行うことも重要である。
最後に，雇用サービス機関（公営，非営利，
および私営）も，人々をスキルにふさわしく，
キャリア向上の機会をもたらす職にマッチング
することを確実に優先させる役割を果たすこと
ができる。たとえば，カナダのニューブランズ
ウィック州は，「不完全雇用」の定義を定める
ことにより，質の低い職に就いている労働者に
対して，研修コースに参加することでより優れ
たスキルを必要とする仕事を地元で見つける方
法について指導できるようになった（Wood，
2010）
。こうした活動により，労働市場内の転
職の繰り返しを減らすとともに，雇用主が公共

多い一方で，生産性の改善が給料や生活の質に
関してもたらす実際の影響の大きさを必ずしも
考慮しない。その一方で，経済発展戦略は高付
加価値と高スキル雇用をもたらす可能性がある
が，地元の雇用に占める割合が往々にしてほん
のわずかな「勝ち組の部門」を重視しがちであ
る。さらに，雇用主が低スキル部門の生産性と
雇用の質を改善することを助ける取り組みも重
要である。
大学や専門学校は，地元経済に十分に根差し
ている場合，地元産業がスキルを手に入れやす
くするとともに，より有効に活用できるように
支援する上で有用である。旧来の低スキル・低
賃金雇用の分野では，地元経済においてイノ
ベーションを促進する上で職業訓練専門学校が
果たす役割が特に重要と考えられる（前述のリ
ヴィエラ・デル・ブレンタにおける事例を参
照）。しかし，そうした学校を巻き込むために
は，資金の流れと業績管理目標がこの種の「地
元に根差した」活動に報い，これを奨励するも
のであることが重要である。カナダでは，コ
ミュニティカレッジが応用研究を通じて地元の
部門の漸進的なイノベーションを支援したり，
業務体制や要員計画に関するアドバイスを中小
企業に与えたりすることに成功している場合が
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部門に頼って質の低い空きポストを埋めること

を抑制することができる。

Ⅷ．依然として不十分である低調なスキルの
需要と活用に対処する政策
しかし，この問題に関しては，長年の学術研

研修の要件を政府に報告するだけにとどまらな

究と，そうした施策を全国的に推進する強力な

い措置を講じることを雇用主に義務づけた。ス

取り組みが行われてきたにもかかわらず，この

キル養成戦略は，社内でのスキル養成が成功す

分野への地元の政策立案者の取り組みが始まっ

るためには，それを事業戦略，製品市場の定

たばかりであることは明白である。OECD の

義，技術，業務システムとプロセスおよび適切

LEED が進めている研究によると，この分野の
活動はたいてい断片的であり，低スキル均衡や
スキル過剰の地域が直面するより根深い課題に
取り組むよりは，一般的に，はるかに大きな政
策上の注目がスキル不足への対処に向けられて
いる。
この問題に対処する地元の戦略が全般的に欠
けているものの，スキルの活用促進を図るため
にオーストラリアのクイーンズランド，ベル
ギーのフランドル，カナダ，および韓国で進め
られている取り組みから着想を得ることができ
る。オーストラリアのクイーンズランド州で
は，マニュファクチュアリング・スキルズ・ク
イーンズランド（MSQ）が労働力開発ネット
ワークの役割を果たしており，それぞれの産業
サブセクターの業界代表者が共同で州政府の計
画立案に影響を与えている。このネットワーク
は，企業がキャリア開発策を整備することを奨
励し，人事管理，従業員開発，および業務体制
を中心とする組織改革プログラムに関する企業
支援を行っている（OECD，2014a）
。この取り
組みの土台になっているのは，同州内での確固
たる実験の歴史である。すなわち，慢性的なス
キル不足に対処するため，2002 年にクイーン
ズランドの 60 に上るさまざまな産業部門にお
いてスキル養成戦略が導入されたのである
（Eddington，Toner，2012）
。これらの戦略は，

な労務管理業務と統合する必要があるという前
提に基づいていた。
ベルギーのフランドルでは，経営者がより効
果的なスキル活用を推進するのをさまざまな部
門において支援するために，労働組合と学者と
政府代表の間で協力関係が築かれた。こうした
協力関係が特に顕著なのは，リンブルフ州であ
る。地元経済の脆弱性は旧来より低スキルの職
と大手雇用主が数社しかないことに起因してお
り，最近になって大手雇用主のフォードが域外
に移転したことにより，そのことが浮き彫りに
なった。今や地元の政策立案者は，転用できる
スキルが乏しい低スキルの工場退職者に新たな
雇用を見つけるという問題に直面している。そ
の一方で，この地域をより生産性が高い高スキ
ルの雇用に向けて転換していくことも望まれて
いる。これに対応して，地元の組合（ACV）
は学者，労働組合，企業，およびコンサルタン
ト（フランダース・シナジー）の連合体と協力
し，フランドル政府 １）の助成を受けて，イノ
ベーティブな業務体制の実践研究室を設立した
（文末の参考２を参照）。
この実践研究室は，建設，物流，ヘルスケ
ア，社会経済団体，社会サービス／ケア，およ
び農業の各部門に設立され，それぞれ企業が経
験を共有する学習ネットワークとしての機能を
果たしている。各研究室は７つのテーマに取り

１）http://www.flanderssynergy.be/
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組んでおり，それぞれのテーマは，経営者が影

て，ワイン製造・ブドウ栽培技術者プログラ

響力を及ぼすことができる異なる分野となって

ム）
，地元企業が製品や事業戦略を改良するの

いる。あるテーマでは，企業が市場基盤を拡大

を支援する応用研究部門も設立した。同校は，

しつつ，同時に雇用の質も改善できるような新

製品・プロセス応用研究，エンジニアリングデ

たな方法の研究を進めている。また，別のテー

ザイン，技術開発，製品試験，概念実証，試

マでは，意思決定への労働者の関与を深める方

行，および問題解決などの分野において企業と

法について研究している。このワークショップ

協力している。2011 年の時点では，50 社を超

は非常に有益であることが明らかになったた

す業界パートナーとの間で 64 件の応用研究プ

め，現在，建設部門では公的資金を受けずに独

ロジェクトが進行中だった（Verma，2012）。

自の研究室を運営している。フランドルの業務

州立のブロック大学も，科学・技術研究と並ん

イノベーション財団（Stichting Innovatie en Arbeid）もスキルの活用と業務体制を組み合わせ
た活動事例を収集し，ウェブサイトを通じてそ
うした手法を公開している（OECD，2015b）
。
フランドルのヘルスケア部門と社会ケア部門
も，地元の労働力・スキル不足に促される形
で，より質の高い雇用を多くの地域で生み出す
ための再編の焦点となっている。リンブルフで
は，ケア部門における業務体制の問題と取り組
むために，2010 年に，州開発局（POM リンブ
ルフ）が州政府の支援を受けてプラットフォー
ム・ケア・リンブルフ（Platform Zorglandschap
Limburg）と呼ばれるプラットフォームを設立
した。この制度は，より柔軟な業務体制を生み
出し，労働生産性を向上させるために，地元の
病院と養護施設の業務体制を改善することを重
視している。あるワークストリームでは，組織
全体のパートタイムの職を合体させてフルタイ
ムの職を生み出すことに取り組んでいる
（OECD，
2015b）
。これは，公共部門が自らの職員につ
いてスキルの活用と雇用の質を改善する可能性
を示すものであり，公共部門が地元の主要な雇
用主である農村地域において特に重要な点とも
考えられる。
カナダのオンタリオでは，地元のコミュニ
ティカレッジと大学が，地元において製品市場
戦略の構築を支援する点で特に有益なパート
ナーであると考えられる（OECD，2014b）
。た
とえば，ナイアガラ・カレッジは，園芸学とワ
イン製造に関する地元産業の要望に合わせてカ
リキュラムを変更しただけでなく（一例とし

で，新会社の分離独立を奨励し，製品を確実に
市場に導入できるようにするビジネスインキュ
ベーター役も果たすケアンズ家庭健康・生命科
学 研 究 セ ン タ ー（Cairns Family Health and

Bioscience Research Centre）を設立した。オン
タリオの別の地域では，SMART 製造プログラ
ム（カナダ製造業者・輸出業者組合と共同で設
立）が，中小企業への技術移転と技術の吸収を
支援する労働者研修への資金提供の両方に力を
貸している。この制度を通じて資金調達を希望
する中小企業は，資格を持つ専門家と協力し
て，グローバル市場での競争力を高めるための
ビジョンと戦略を策定する。
韓国の富川市では，いくつかのいわゆる「テ
クノパーク」が中小企業の経営管理能力を強化
するためのサービスを提供し，たとえば，海外
市場の開拓，ショールームの運営，デザインコ
ンテストの開催，国際認証向け支援の手配など
を行っている。こうしたテクノパークは，企業
経営者向けに経営管理および意思決定のスキル
を向上させるための講習を開いている。また，
一部の国では，公共部門も，業務体制とスキル
活用の改善を目指してより幅広い経営研修を助
成している（OECD，2014c）
。
北アイルランドでは低スキルの職に就いてい
る人の割合が非常に高く，北アイルランドのス
キル戦略では，より適切にスキルを活用するこ
との重要性が明確にうたわれている。雇用・学
習省は経営能力やリーダーシップの開発を目指
す一連のプログラムを設けており，そのすべて
が「生まれつきではなく作られる」
（Made not
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born）という標語の下で提供されている。こう
したプログラムは，認可された職業訓練機関に

より提供されている（OECD，2014d）
。

Ⅸ．多くは不十分な従来の雇用・スキル対策
より効果的なスキル戦略を描く上でスキルの

地元にある公営の雇用サービス事務所は，人手

供給と需要のバランスを理解することが役立つ

不足を埋めるための「火消し」に走ってしまい

としても，雇用・スキル政策を全国レベルで

がちである（こうしたことが起こるのは，空き

「一律」型のアプローチで進めても必ずしも役

ポストを埋める地元住民がまったく不足してい

に立たない。事実，スキルのミスマッチ問題へ

るため，もしくは，人々が賃金や労働条件に魅

の対応として，政府は往々にして地理的な流動

力を感じないために，そうした空きポストが

性を高めようとするが，これでは低スキル均衡

ずっと埋まらなかったり，繰り返し広告が打た

の地域が直面する問題を悪化させかねない。ス

れたりする場合である）
。そうした空きポスト

キルの供給に一層の投資を行えば，スキルを持

を埋めるために雇用主に力を貸すことは，生産

つ労働者を雇用主がより簡単に採用できるよう

性が低い事業活動を助成し，構造的調整を遅ら

になり，その労働者が，自分が遂行する業務の

せることになるので，公的資源の無駄遣いであ

質を改善していくので，長期的に見ればこうし

る。同時に，人々が質の低い職を渡り歩くこと

た地域の地元雇用を転換する上で役に立つかも

になるため，この種の就職あっせんは，低い職

しれない。しかし，こうしたプロセスはゆっく

業定着率と労働市場での「転職の繰り返し」に

りである可能性があり，また，経営慣行の中に

つながることが多い（Froy，Giguère，2010）。

はこの種の変革を妨げるものもある。特に，作

だからこそ，スキル需要を形成することが，

業現場や業務の最前線で働く従業員が，上位の

特に雇用とスキルの分野における国家政策を実

管理職が作成し，自分たちには影響を及ぼした

施する上で新しいアプローチとなるのである。

り進化させたりする力がほとんどない「青写

すでに見てきたように，大学や職業訓練機関

真」に従って働いている場合がこれに該当する

は，特に小企業と協力する場合に決定的な役割

（Sennett，2009 を参照）
。

を果たしうる。これと同じように，公共雇用

一部の OECD 諸国では，労働市場のニーズ

サービス機関も，企業の人材管理能力と業務体

に対する適合性を改善する方法として，スキル

制の弱点を指摘する上で有利な立場にあるの

開発に「雇用主主導」で取り組むことを政府が

で，重大な役割を果たすことができる。職の質

熱心に推進してきた。しかし，熱意の水準が低

が低いために離職率が高い雇用主は，地元レベ

いという特徴がある雇用主が舵取りをしてもス

ルの労働市場における転職の繰り返しの主因に

キル政策にはほとんど何のメリットもないこと

なりうる。それはすなわち，そうした雇用主が

から，そうした戦略もまた，低スキル均衡の地

空きポストを埋めるのを支援する雇用政策の使

域 で は 失 敗 に 終 わ る 可 能 性 が あ る（Froy，

い方が拙劣であるということである。
そのため，
地元の公共雇用サービス機関（PES）

2013）
。公営の雇用サービス制度も，地元住民
と紹介できる地元の職を単に結び付けるだけで

の協力がますます求められるようになってきて

あれば，変化を起こすことはできないであろ

いる。地元の雇用サービス機関は，雇用主の

う。地域内の雇用の質が全体的に劣悪な場合，

ニーズを具体的に反映した失業者向け研修を提
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供することに加えて，より長期的な形でスキル
マッチングに取り組み，雇用の持続可能性を考

15,000 名 分 を 超 す 雇 用 が 各 地 で 創 出 さ れ た
（OECD，2016a）
。

慮することにより，より幅広い経済発展に貢献

スキル活用をめぐる難題を把握できるような

することができる。繰り返し空きポストとなる

実りある協力関係を構築するにあたっては，多

職がある場合は，業務体制が最適ではなく，社

くの場合，地元レベルの政策とプログラムを柔

内でのスキルの生かし方に改善の余地があるか

軟に管理できることが重要な要因となる。プロ

もしれない。スキルの活用に関して企業を支援

グラム管理の柔軟性は，地元における雇用と教

することは PES の通常業務範囲から外れるか

育と経済発展を適切に調和させる上での必要条

もしれないが，企業が人材管理の弱点を把握す

件である。OECD は，地元の政策の柔軟性を

るのを助ける上で，地元の PES 事務所は中心

「地元の状況，他組織が実施した活動，推進中

的な役割を果たすことができる。地元の PES
事務所は企業における高い離職率の問題の第一
発見者であることが多いので，こうした問題点
を他の所轄機関に伝える立場にもある。こうし
た役割を果たすためには，経済開発機関，商工
会議所，職業訓練機関など他の関係者との効果
的な連携が必要である。
したがって，より幅広い経済発展の文脈でス
キル政策が理解されるためには，実施レベルに
おいて経済発展，教育および雇用の各分野にお
ける地元での協力が必要となる。より適切に労
働力と経済発展を結び付けるため，これまで長
年にわたり，さまざまな形式の協力が行われて
きた。こうした方向に沿って協力が実った地域
は，往々にしてコミュニティ内のスキル活用の
問題に対処しやすい状況にある。
たとえば，三者で構成されるドイツの取締役
会は，雇用主，従業員代表，省庁・自治体が協
力して労働力と経済発展の問題に取り組めるよ
うにするために，地元レベルで発達してきたも
のである。これと同様に，米国には 600 を超す
労働力投資委員会があり，地元の経済発展プロ
グラムの中で雇用とスキルに取り組むためによ
り統合的な戦略の構築について協力している。
日本では，商工会議所，主要な業界組合，都道
府県，および NGO（非政府組織）が各地域の
雇用策を策定する場として，地域経済振興協議
会が設立されている。このような協議会が，国
の資金を受ける資格がある地元の経済成長案を
決定している。地域経済振興協議会が設立され
て以来，着手したプロジェクトは 92 件に上り，

の戦略および直面する課題と機会により適切に
適合するように，策定，導入，実施のさまざま
な段階において政策を調整する可能性」と定義
している（Giguère，Froy，2009）。

図 11 は，現在 G20 諸国において，労働市場
に関する政策とプログラムの管理について地元
の雇用事務所に与えられている柔軟性の程度を
推定したものである。プログラムの設計，業績
管理，予算管理，資格判定，外部委託および他
のステークホルダー（利害関係者）との協力の
可能性に関して地元の柔軟性を評価した上で，
０～５点の範囲の総合指数が算定された。
日本では，柔軟性が G20 諸国全体の平均より
低い。地元の公共職業安定所が地元の労働市場
プログラムの実施目標を変更できる可能性は中
程度でしかない。また，地元の事務所には予算
管理における裁量の余地がほとんどない。すな
わち，多くの OECD 諸国にも当てはまること
だが，予算項目を組み替えることもできない
し，自分たちが選んだ革新的な施策を支えるた
めに資金を使うこともできないのである。とは
いえ，地元の予算は統一的なものではなく，む
しろ，地元の公共職業安定所と都道府県労働局
の間で合意した成果目標に沿って，それぞれの
都道府県労働局により割り振られている。これ
と対照的に，ドイツでは，地元が策定して承認
を受けた年間戦略計画に連動した幅広い予算枠
を地元の事務所が有している。中には，実施能
力が最も高い事務所に対して，漸増的に柔軟性
が与えられる国もある。たとえば，メキシコで
は，効率的であることを実証し，十分な成果を
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図 11

雇用に関する政策とプログラムの管理における地元の柔軟性（一部の国々，2015 年）
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（出所）世界公共雇用サービス協会（WAPES）と米州開発銀行（IDB）が協力して公共雇用サービス機関（PES）を対象に実施し
た調査，地元での雇用創出に関する OECD 報告書，および PES 代表者への一連の電話インタビューの結果を用いて，

OECD 事務局（LEED プログラム）が作成（本稿を執筆した時点では，G20 諸国すべてについての情報はそろっていない）
。

挙げている地元事務所には業績管理に関する柔

資格基準，ⅴ）外部委託およびⅵ）他の地元ス

軟性がより多く与えられるが，それでもなお，

テークホルダーとの協力という６つの側面につ

共通目標は達成しなければならない。連邦制

いて，地元の柔軟性を調査した。それぞれ与え

や，それ以上に分権化されている国々では，カ

られた柔軟性の程度に基づき，各国に３つの点

ナダにおいて見られるように，地元の柔軟性が

数のうちの１つを付与した（柔軟ならば 1.0 点，

地域により実際に大きくばらつくことがある。

ある程度柔軟ならば 0.5 点，柔軟でなければ０

そうした国では，地元の柔軟性に関する対応方

点）。最終的な分析においては，協力と外部委

法をより小さな規模で試すことができ，また，

託を除く柔軟性のすべての側面に対して等しい

地域間の学習を促す仕組みによって，そうした

ウェイト付けが行われ，協力と外部委託につい

学習結果を確実に共有することができる。

ては最大合計点を 0.5 点とした。地元事務所の

この分析は，OECD の小地域レベル（欧州で

管理に特定のツールを用いていない国について

の呼び方によると NUTS ３）に該当する地域

は（たとえば，イタリアの場合は目標による業

レベルの事務所についてのものである。すなわ

績管理，また，イタリアとブラジル両国につい

ち，最も局所的にサービスを実施する事務所

ては外部委託）
，こうした要素を柔軟性のスコ

（近隣レベルで運営され，
「支所」と呼ばれるこ

アの判定には含めず，一般的な標準化プロセス

とが多い）の柔軟性は必ずしも考慮されていな

を用いて，これらの国々の指数を他の国々と比

い。これと同様に，より大きな地域（カナダの

較できるようにした。
雇用プログラムの管理における柔軟性の程度

州やイタリアの地域など）の政府レベルの柔軟

を高めることが，企業と協力してスキル需要を

性も，ここでは考慮されていない。
柔軟性指数の策定にあたっては，ⅰ）プログ

形成するという地域戦略において，地元の雇用

ラム設計，ⅱ）予算管理，ⅲ）業績管理，ⅳ）

サービス機関が有意義な役割を果たすことにつ
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ながるかもしれない。さまざまなパートナー

い。フランスでは，近年，地元の雇用事務所に

（とりわけ，雇用サービス機関，経済開発機関，

対して与えられる柔軟性が増えており，それに

および職業訓練機関）が地元で発揮する強力な

伴って，イノベーションを促し（特別なイノ

能力も重要な要因となる。OECD 諸国および

ベーション研究室を通じて）
，優れた実践事例

G20 諸国における地元のステークホルダーの能
力には大きなばらつきがある。雇用サービス機
関の場合，多くの事務所は，日常的な利用者対
応業務以外の活動に取り組む時間がほとんどな
い。その一方で，雇用サービス機関の職員は失
業者個人に対応するスキルを有しているとして
も，他の機関と協力し，ネットワークを構築
し，戦略的に他の機関との活動を計画するため
に必要なスキルは身に付けていないかもしれな

を共有し，職員向けに追加研修（職員一人あた
り年間５日間の研修）を提供するためのキャン
ペーンが実施されている。こうした改革が地元
における公営の雇用サービス機関，企業，およ
びその他の経済的関係者の間のより強力な協力
関係を支えているのである。生産性を高めるた
めにスキルの活用を推進することは困難な課題
であり，これに注意を向ける必要があることを
政策立案者は自覚すべきである。

Ⅹ．結論
人口統計，雇用，および経済的機会に関して

ションや科学・技術と同じくらい，最前線の中

日本全体が地理的に二極化していることは深刻

程度のスキルを持つ労働者が導入した漸進的な

な問題であり，日本の長期的な成長見通しに影

イノベーションが重要なこともある。

響を与えるものである。しかし，スキルを失

こうした活動を促進するためには，業績管理

い，経済的な縮小が進む地域の状況は特異なも

の枠組みを適切に定めるように図ることが重要

のではない。生産性を向上させ，地元での雇用

になる。職業訓練機関の主要な予算が研修場所

創出を推進するためには，政策立案者は，地元

の提供に基づいて与えられているようでは，業

においてスキルを創出する方法だけでなく，地

務体制の改善を通じて企業がスキル不足を解決

元の雇用主によるスキル活用の実態も考慮する

することを職業訓練機関が手助けすることは困

必要がある。そのためには，スキル政策とそれ

難である。同様に，雇用サービス機関として

が地元の生産性と経済発展をもたらす貢献につ

も，就職したり，研修を受けたりした求職者の

いて，もっと幅広く考える必要がある。さら

人数によって成果を判断されるようでは，貢献

に，あらゆる労働市場について，スキルの供給

は難しいと考えるかもしれない。政策管理に関

と需要の間の全体的なバランスをさらに十分に

する柔軟性を高めることで，職業訓練機関や公

理解する必要がある。

共雇用サービス機関に対して，他の地元関係者

低スキル均衡から逃れるためには，地元の専

と業務の連携を進め，より幅広い経済発展の取

門学校や大学から経済開発機関まで幅広いパー

り組みに貢献するとともに，地元の労働市場の

トナーの活力を利用して，地元の雇用主が経営

条件に政策を適合させるために必要な自由度を

慣行を改善し，新しい製品市場戦略を構築する

与えることができる。

ことを支援する必要がある。また，より適切に

スキルの供給をより適切に需要に連動させ，

顧客ニーズに応えたり，新製品を送り出したり

経済発展の機会を拡大するための取り組みにお

するためには，最新の高度な研究・イノベー

いては，協力関係が有効な統治手段となる。多
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くのステークホルダーが地元において役割を果

しい成果を生み出す効果的な戦略を集合的な視

たせるし，協力し合う必要がある。公共および

点で描く上で最良の立場にある。日本政府は，

民間の各部門（経済，雇用，教育）の主要関係

そうしたステークホルダーの活動に適した条件

者の活動が相互に補完し合い，十分に足並みが

を整えるとともに，指導と，彼らが全国で利用

そろったものとなるようにするためには，全員

できるツールを提供することにより，極めて重

が整合性のある戦略目標を共有することが重要

要な役割を果たすことができる。

である。地元のステークホルダーは，最も望ま

参考1．スキルの有効活用をさらに促す業務の進め方
オーストラリア労働力・生産性庁（現在は産業省内に統合）は，より効果的にスキルを利用する
ことを意図した活動として，以下のような種類を挙げている。
・職務の再設計：より効果的に従業員のスキルを活用するために，職務の役割または内容を変更する
ことなど。職務記述書や従業員間の業務分担にチームワークや柔軟性を規定することも含まれる。
・従業員の参画：従業員の知識と経験をより有効に活用することを目的として，事業戦略に関する
議論に従業員を参加させることなど。
・自律：従業員に自分の業務を遂行する方法について決定を下す自由と自律性をより多く与えること
など。
・ジョブ・ローテーション：従業員を社内のさまざまな職務や地位に異動させることにより，新しい
スキルの学習を促進することなど。
・スキル監査（研修ニーズ評価）
：従業員が現在持っているスキルを洗い出し，最も必要なスキルを
見極めることなど。
・多能化：ジョブ・ローテーションに関連して，複数のスキルセットについて従業員を訓練し，それ
により従業員が各自の職務記述書に含まれていない他の業務を遂行できるようにすることなど。
・知識移転：新しいスキルや業務関連の研修を開発したり，若手スタッフが指導を受ける機会を得
るために熟練労働者と一緒に働いたりすることなど。
（出所）Skills Australia（2012）
, Better Use of Skills, Better Outcomes：A Research Report on Skills

Utilisation in Australia, www.awpa.gov.au/publications/documents/Skills-utilisation-research-report-15-May-2012.pdf.
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参考 2．ベルギーのフランドルにおけるイノベーティブな業務体制の実践研究室
フランドルのリンブルフでは，業務体制の問題について企業と協力するために「イノベーティブな
業務体制の実践研究室」が設けられている。この活動を立ち上げ，実施するにあたっては，ACV 組
合が重要な役割を果たしている。
この実践研究室は，建設，物流，ヘルスケア，社会経済団体，社会サービス／ケア，および農業
の各部門に設立されている。それぞれの部門に個別に研究室が設けられたものの，実際には，研究
室はさまざまな集団と連携することができ，大企業と小企業の両方を支援することができる。2013／
14 年度はワークショップが８回催され，各回とも６～８社の企業が参加した。このワークショップに
従事するために，コンサルタント１名が雇用された。ワークショップは，企業が経験を共有する学習
ネットワークとしての機能を果たしている。経営者たちは，企業運営のあり方への労働者の関与を深
めるために，変革を進められる部分を検討することを奨励されている。
各研究室は７つのテーマに取り組んでおり，それぞれのテーマは経営者が影響を及ぼすことがで
きる異なる分野である。たとえば，あるテーマでは，企業がその組織の質（効率性，柔軟性，質，
イノベーション，持続可能性という点で）を改善するために市場基盤を拡大しつつ，同時に雇用の
質も改善できるような新たな方法の研究を進めている。監理官がコーチ役を果たし，研究室の会合
の内外において質問がある参加者の相談役を務めている。参加者は職場に戻る際に，理論を実践に
移すための課題を与えられる。労働組合の報告によると，このワークショップにより地元の雇用主と
の関係が改善された。
（出所）OECD（2015b）
, Employment and Skills Strategies in Flanders, Belgium OECD Reviews on

Local Job Creation, OECD Publishing, Paris.
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付表１―日本の都道府県の OECD による地域分類
付表 �―日本の都道府県の ���� による地域分類�
北海道

中間

愛媛

中間

青森

農村主体（都市近郊）

高知

農村主体（都市近郊）

岩手

農村主体（都市近郊）

福岡

都市主体

宮城

都市主体

佐賀

農村主体（遠隔地）

秋田

農村主体（遠隔地）

長崎

中間

山形

農村主体（遠隔地）

熊本

中間

福島

農村主体（遠隔地）

大分

中間

茨城

中間

宮崎

農村主体（遠隔地）

栃木

中間

鹿児島

中間

群馬

中間

沖縄

中間

埼玉

都市主体

千葉

都市主体

東京

都市主体

神奈川

都市主体

新潟

中間

富山

中間

石川

中間

福井

農村主体（遠隔地）

山梨

農村主体（都市近郊）

長野

農村主体（都市近郊）

岐阜

中間

静岡

中間

愛知

都市主体

三重

中間

滋賀

都市主体

京都

都市主体

大阪

都市主体

兵庫

都市主体

奈良

都市主体

和歌山

中間

鳥取

中間

島根

農村主体（遠隔地）

岡山

中間

広島

都市主体

山口

農村主体（遠隔地）

徳島

中間

香川

中間
24
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