
 

 

 

 

都道府県の経済活性化における政府の役割 

 

－生産効率・雇用創出からの考察－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 年 6 月 

財務省財務総合政策研究所 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本報告書の内容や意見は全て執筆者個人に

属し、財務省あるいは財務総合政策研究所の

公式見解を示すものではありません。 

 

 

 

 

 

 



はしがき 
 

「都道府県の経済活性化における政府の役割」～分析の問題意識と目的～ 

 

 地域経済は、今、新しい局面を迎えようとしている。バブル崩壊後、失われた１０年を

経験し、国依存の経済運営を見直し、みずからの力で雇用を創り出そうと立ち上がる地域

が増えてきた。90 年代に入り、財政への依存度を高め、何とか難局を乗り越えようとして

きたが、もはやこれにも限界がある。ましてや雇用開発の重要な柱の一つとして、県外か

ら多くの企業を誘致し雇用を創ってきたが、その企業がグローバル化の展開の中、いち早

く地域からの撤退を決め、海外に大量生産拠点を移すところが増えている。もはや外部か

ら資金や企業をもってくるというやり方に限界を感じ、みずから地域を再生し、地元に密

着した雇用を内発的に創り出していく必要性を痛感する政労使が地方を中心に急増してい

る。 

 県や市町村の公務員の残業時間を減らし、浮いた残業手当によって臨時職員を雇い入れ

るワークシェアリングを実施する自治体が増えているのも、その一つの現れである。ある

いは政労使が県や市単位で、独自の新しい協議会を設け、町おこしや産業の再生を目指し

た取り組みをはじめるところが急増しているのも地域雇用に対する危機感共有の現れであ

る。これらが従来経験したことのない取り組みである以上、成果を上げるまでには時間が

かかるかもしれない。しかし地域が自立し独自の施策を講じていこうという新しい萌芽は、

今後、拡大することはあっても、すぐに衰えることはなかろう。 

 それぞれの地域がみずからに適した独自の雇用対策を講じようとする際に、何よりも不

足しているのが統計情報である。その地域の雇用情勢がいま、どのように動いているのか。

そして隣の県に比べて、どのような特徴があるのか。これまでも日本全体の完全失業率や

就業者数、雇用者数の動きは毎月発表されてきたが、都道府県単位の数字は発表されてこ

なかった。あるいは東北、近畿といった地域ブロックごとの完全失業率は四半期ごとに発

表されてきたが、都道府県単位の失業率は一切、発表されてこなかった。 

このため、それぞれの県における雇用情勢の把握は、もっぱらハローワークの発表する

有効求人倍率に頼って行なわれてきた。しかしこれには限界がある。ハローワークを通じ

た就職割合は全国でも２割程度に過ぎないし、地域によってこの利用度には大きな差があ

る。都道府県別の失業率や就業者数、労働力率の発表を望む声は強かったが、サンプル数



に限界があるため、これまで公表されてこなかった。それが今年３月になってはじめて、

試算値とされながらも、都道府県単位の数値が発表されるようになった。 

これを見ると、都道府県によって失業率には大きな差がある。昨年の全国平均の完全失

業率は 5.0%であったが、一番高い沖縄では 8.3%、次いで大阪府の 7.2%となっている。こ

れに対し、もっとも低かったのが長野県 3.2%、つづいて山梨県の 3.3%であり、都道府県間

で２倍以上の差がある。しかも県によって、失業率や就業者数の動きに大きな違いがある

ことがわかった。こうした統計情報の公開は、みずからの県に必要な雇用対策が何である

かを考えるうえで参考になるばかりか、自治体間の競争心を高める役割を演じる。事実、

隣の県に比べて失業率が高いという情報は、県議会で取り上げられ、質疑を通じ、多くの

県の雇用対策を促進することになった。 

今後、各都道府県で雇用対策を講じていく上で、これまで国や自治体が地域雇用に果た

してきた役割を数量的に確認しておくことは、重要な情報になるであろう。本稿では、こ

のうち、まず第１章で産業別に見た場合、各都道府県の生産効率（全要素生産性）がどの

ように違っており、それがどのように推移してきたかを検討し、これに社会資本の充実が

どのように影響してきたかを分析する。すなわち生産効率という供給面における政府が果

たしてきた役割とその変遷を都道府県別に見ようというものである。生産効率の違いや動

向は、その地域の潜在成長力を示すだけに、これを分析し、問題点を検討しておくことは

重要である。 

第２章では労働の需要面に焦点を当て、政府が各都道府県で創ってきた雇用について検

討を加える。いろいろなルートを通じて、政府は雇用を創出しているが、本稿では、この

うち、（１）国、および地方自治体における公務員雇用、（２）公共事業による建設雇用、

およびその原材料への波及需要の拡大による雇用の増加、（３）社会保険給付、とくに年金

給付、および失業保険給付が受給者の消費拡大を通じ創り出した雇用、およびその波及需

要を取り上げる。それぞれのルートを通じて創り出された雇用が都道府県によってどのよ

うに異なっているのか、そしてそれが時系列的にどのように変化してきたかを検討するこ

とによって、雇用面における地域の政府依存度の違いと変化を数量的に分析することにす

る。そして最終章、第３章では、以上の分析結果をまとめ、残された課題について検討す

る。 
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