
第 三章 日本の地域格差是正政策と産業立地政策の変遷

3.4. 日本 の地域 開発政策 全体 に対す る評価

3.4.1. 日本 の地域格差 の変遷

3.4.1.1. 人 口 と 地 域 所 得 の 格 差

本節では、これまでレビュー してきた地域格差是正政策に従って、日本の地域格差が実際にどのように

変遷 しているかについて、実際のデータを元に論 じてみる。地域格差に関連する代表的指標 として、まず、

人口の推移 を見てみよう。前述のよう'に、人口規模 と地域格差是正 (政策) との関係 は複雑である。

人口自体を地域格差 として捉えるのであれば、人 口 (あるいは人口密度) の平準化が地域格差是正に繋

がる。これは相対的地域格差是正の うち、地域的配分の不平等 (地域間不平等) の解消に当たる。一方、

人 口が生み出す所得や付加価値 を基準に据えるのであれば、通常は一人当た り県民所得などが指標とな り

うることか ら、人 口の平準化は県民総生産等 との対応関係で地域格差の是正にも拡大にもなると考えられ

る。

ここで単に地域別人 口の配分 につ いて示 してお くと、表3-24の よ うにな り、概 ね大都市圏 (関東 臨海、

東海 、近 畿内陸) とその周 辺 (関東内陸、近畿内陸) で人 口が増加 してお り、沖縄 を除 く地方圏では概 ね

人 口が減少 し続 けてい ることが分 かる。

次に地域所得1について、地域的配分の不平等 (地域間不平等) を示す地域所得と、一人当たり配分の

不平等 (地域間不公平) を示す一人当たり地域所得の変遷をそれぞれ分析 してみる。

まず地域所得総額 (表3-25) については、高度成長期の1960年 代までは概ね関東臨海、近畿臨海、東

海 な どの大都 市圏 でシェアが上昇 しているが、石油危機 を挟 む1970年 代前半 で一度 この動 きは逆転 して地

方 のシェアが上昇 し、再び安 定成長期 に入 る と、大都 市圏 、とりわけ首都圏での地域所得総額が大 き くな

る。 この ことは、経 済の成 長が常に大都 市圏を中心に行 われ ることを示 してお り、高度成長期 に政府が意

図 した地域格差 是正は、地域 的配分 の不平等 (地域 間不平等) を是正す るもの と しての方向性 は確かに実

際の状況 に合致 してい たこ とにな る。 しか し実態 と しては、成 長 とともに格差 が拡 大 してい ることか ら、

成功 しなかった と捉 え ることもできるだろ う。結果 と して、1960年 に全国 シェアが27.3%だ った関東臨海

が、1980年 には28.5%、1998年 には305%と 次第に上昇 してお り、近畿臨海 は シェアを落 としているが東

海、近 畿内陸、関東 内陸等 も軒並みシェアを上昇 させ ていることか ら、地域的配分 の不平等 (地域間不平

等) は解消 され なかった とい うこ とができるだ ろ う。

一方、 一 人当た り地域所得 の推移 につ いては、 状況 がやや複雑 となってい る。例 えば大都 市圏でも、首

都 圏にあた る関東 臨海 は1980年 代 を除いて伸 び率 が全 国平均 を下回ってお り、また近畿臨海 もほぼ同 じよ

うな動き を示 してい るのに対 して、東海 は全国平均 でみて も上昇率が高いこ とが多い。地方圏 もや は り同

じよ うにば らつ きが あ り、一概に共通性 があ るとはいえない状況に ある。 しか し、総 じてみれ ば、関東臨

海 は1960年 に1.44 (全国平均の1.44倍) と対全国比が最高 だった時期 か ら、1980年 には1.16と 大幅に下降 し、

一方、1960年 に0.60と 最低だ った南九州 (沖縄 は除 いて いる) が1980年 には0.80と 大幅に上昇 してい るこ

とか ら、この頃 までに相対的地域格 差はかな りの程度解 消された と考え ることがで きるだろ う。山崎朗2も 、

同様 の分 析で一人 当た り県民所得で 見た地域間格差は縮小 してい ると述べて いる。 しか し1980年 以降は、

1 地域所得 デー タの元 となっている県民所得には、1975年 の前 と後で統計デー タ収集 の方法に段差があ り、

変遷 を比較 するのに は、やや正確 さに欠 ける面があ る。 しか しここでは対全国比 とい う形 で地域間比較 を

行 って いるこ とか ら、そ うした誤差はそれ ほ ど影響 しない と判断 してい る。
2 山崎朗 (1998)、p.40
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地域格差 の是正がそれほ ど大 きな動 き としてみ られない。1980年 代は特に景気回復 か らバブル景気 に向か

って格差 が拡大 し、特 に首都 圏の一 人当た り所得が上昇 した。前述 の谷沢弘毅3が 唱 えたW字 仮説 は、こ

うした状況 をGRPの ジニ係数 で比較 し、1955年 ～61年 が拡 大傾 向、1961年 ～79年 が縮小傾 向、1979年 ～92

年 が拡大傾 向 と分析 した ものであった。

このように、人口、地域所得総額、一人当たり地域所得を比較すると、人口は戦後を通 じてほぼ同様に

大都市圏への集中が見られ、それに対 し地域所得総額は経済成長期や安定期には大都市圏に集 中したが、

不況期には地方圏に分散する傾向がある。この傾向から考えれば、一人当た り地域所得は人口の大都市へ

の流入にしたがって地方圏でより高 くなってい くと考えられるが、実際その通 りに 日本の地域格差は改善

された。しか し1980年までにほぼ1990年 代後半と同じ水準まで改善され、その後は景気の前進 ・後退によ

って前進すれば大都市圏の上昇、後退すれば地方圏の上昇とい う形になっている。こうした状況は、ごく

かいっまんで言えば、経済が好況な程、大都市圏の活動が活発になって人口も富 (所得) も大都市圏に集

中するが、人 口は長期的な トレン ドに従ってほぼ一様に大都市圏への集中を見せ るのに対 して、所得は経

済状況に敏感に反応 している。1980年 代までに一人当たり地域所得の格差が大幅に是正されたのは、高度

成長期の人 口の集中が経済活動の集 中よりも遙かに急激だった、すなわち大都市圏化が大幅に進んでいた

ことを示すものである。

3 谷沢 弘毅 (1999)
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3.4.1.2. 工業化 と人 口移動 や所得格差の 関係

さて次に、こうした人口や地域所得の格差是正の目的対象であった政府の政策が、その主要な方法とな

った基幹産業、すなわち工業の地方分散とどのような関係にあったかをレビュー してみよう。

高度成長期以前については、伊藤善市4が、実質国民所得と格差係数の相関を調べ、両者にはプラスの

関係があることが判明 したとしている。この分析は1948年 から1958年 というものだが、こうした認識を踏

まえて、前述のように所得倍増計画 と全国総合開発計画が策定され、戦後 日本の経済成長 と同時に地域間

の所得格差是正が目指されることになったと解釈できる。

しか し、実際に新産 ・工特のような政策を行っても、工業 と人口の分散はパラレルには生 じず、工業化

が積極的に分散 されても人口がそれについてこず大都市圏に集 中する状況が見られた。これを踏まえて下

河辺は、 「スケールメリッ トがきいて立地企業がわれわれの想像 していた労働生産性よりも遙かに高か?

た」5と述懐 している。これは非常に皮肉な話で、経済発展に伴 う技術革新が、労働集約性を抑えて資本 ・

技術集約型にな り、またそ ういった産業が中心となっていった。当時はまだ円高の時代にはなってお らず

労働集約型産業に決定的に影響する労賃には、周辺諸国との間に致命的な程の差が出ていたわけでもなく、

またアジア諸国の多くもまだ工業化以前の段階であったところが多かった。したがって、下河辺も指摘す

るように、明らかに工場は分散 しているのだが、人口がついていかなかったという解釈になる。

ただし、このことは必ず しも否定的な意味のみを持つというわけではない。資本 ・技術集約性が高い工

場が地方に移転 し人口がそれに伴 う程増えなければ、一人当た り県民所得は確実に上昇 し、相対的地域格

差のうち、一人当た り配分の不平等 (地域間不公平) が解消 されることになる。藤本義治6は、1970年 ～

1990年 における各自治体の人口一人当た り県民所得と製造業依存率の関係について調べ、東京を除いた府

道県で製造業依存率と一人あた り県民所得に明らかな正の相関をみることができたとしている。ここで東

京を除いたのは、当時すでに振興していた東京一極集中やグローバル化の影響により、特殊で付加価値の

高い産業が東京に集中している影響を排除 したためであるが、地域格差是正のための地域開発戦略は、確

かに一人当た りの所得格差を減少させることができたとしている。ただ藤本は、個別の地域 (藤本の場合

は県) でみた場合、両者の関係は大きなばらつきがみ られ、このことは工業以外の他の部門の産業集積が

大きく影響 してお り、農業や観光、サービス業などの産業集積が所得水準の向上に寄与している7と推察

している。

こ うした影響 は、産業の高付加価値 化、そ して グローバル化、情報化が喧伝 され るよ うになる とますま

す顕在化 し、工業 と地域格差 の関係 は次第に薄いもの とな って きている。一般論 と して も、清成忠男8が

「情報活動9に は、集積 が集積 を呼ぶ とい う集積効果が働 くため、東京圏が肥大 していく」 「グローバ リ

ゼー シ ョンが進 めば進むほ ど東京への、特 に情報機能 、金融機能等 の集積 が進む 」 「グローバ リゼー シ ョ

ンが進む と、地域間競争 が強 ま り、地域間格差 も広が る」と指摘 してい る。よ り具体的 には、神野直彦10が 、

租税負担率 と経 済成長 率の関係 が 高度成長期か ら安 定成長期 にい くに したがって逆相関になって きて

4 伊 藤 善 市 (1965)、p.18

5 下 河 辺 淳 (1994)、p.79

6 藤 本 義 治 (1994)、p.54-59

7 藤 本 義 治 (1994)、p.94

8 清 成 忠 男 (1989)

9 当時はまだ現在のように情報産業が発展 していたわけではないので、この情報活動とは高付加価値製造

業やサービス産業に必要な情報の収集活動のことを指す と考えられる。
10 神 野 直 彦 (1999)
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お り、所得再分配に適合 した多収性に富む所得税や法人税を国税に集 中させたことによって中央集権的体

制を維持 してきた国が転機 を迎えていることを指摘 している。神野によれば、このことは重工業を基軸と

する産業構造が行き詰ま り、情報産業を基軸 とする産業構造に移行 しは じめたため、自由に動き回る資本

所得の課税はおろかその把握 さえ困難にな り、相対的に所得の高い大都市圏がより大きい成長を達成する

ためとしている。また、このころにはグローバル化が進展 し、地方に移転 していた工場等の生産機能が 日

本の高い労働賃金を嫌って周辺のアジア諸国に進出する、いわゆる産業の空洞化が生 じる。吉田敬一11は、

日本の空洞化現象を少 し詳 しく見てみると、どの産業、またどの地域でも同じような空洞化が起こってい

るわけではなく、国内の地域間分業構造を反映 して空洞化現象に地域間に激 しい差が出ていると報告 して

いる。首都圏は質的に優れた労働力やノウハ ウ、さらには情報力 ・ネ ットワーク等がポイン トとなって、

空洞化の影響はそれほどでもないが、比較的単純な工程の、成熟産業の工場が立地する地方圏では企業の

離脱が激 しい。特定の製品の量産、組立基地としての性格が強い地方圏の工業地帯では、地域内の中小企

業の集積度が低いため、独立志向の強い類型の中小企業が発生 ・発展 しうる基盤が弱く、コス ト競争力の

強い海外生産拠点 と直接的に競合 し移転を余儀なくされた産業 ・企業が多かったのである。

しか しこうした状況に対 して、政府の視点は極めて楽観的であったと佐々木雅幸12は報告 している。経

済企画庁 (『地域経済 レポー ト (平成2年 版)』) や国土庁 (『国土レポー ト'90』) の報告によれば、1990

年前後の景気拡大のプロセスは、(1) 日本経済のグローバル化 ・ソフ ト化 ・サー ビス化の進展→(2) 高次経済

機能 と人 口の東京一極集中の促進→(3) 東京の世界都市化による都心部からの地価急騰→(4) 資産効果によ

る東京圏での高水準の消費支出→(5) これが内需振興の引き金となり、東京圏から順次、地方中枢都市、地

方中核都市、地方都市そ して、地方圏全体へ と景気が波及 し、各地域の産業構造を内需中心に転換 しつつ

雇用構造を改善 し、ついには地方圏の賃金水準まで押 し上げて、地域間雇用者所得格差は縮小に向かう兆

しがあるとしていた。

一方、 通産省 の報告書13は、 工業集 積度14と 人 口及 び一人 当た り県民所得 (及びその伸び率) の相関関

係 を、1970年 、1980年 、1989年 (人 口と一人 当た り県民所得 は1988年)、1993年 (一人 当た り県民所得 は

1992年) の4期 において算 出 してい る。それ によれば、まず工業集 積度 と人 口の相 関につ いては、そ の絶

対値同士の相関 が各期 で高 い ものの、1970年 には0.842で あった ものが1993年 には0.768と 相 関がやや減少

しつつ あ り、産業構造 の転換や グローバル化 の進展に よ り、人 口と工業集積度の関係 が若 干薄れ てきてい

る として いる。一方、伸び率 に関連 した指標はそれほ ど大きな相関 をもってお らず、また各期の間でのば

らつ きも大 きな もの とな ってい る。特に、工業集 積度の伸び と人 口の伸び との相 関は全期 を通 じて見る と

0.123と 殆 ど相関が な く、人 口の誘導 には殆 ど寄与 していないこ とがわか る。工業集積度 と一人 当た り県民

所得 との相 関については、やは りその絶対値同士の相 関が高く、1970年 の0.884に 対 し1993年 の0.854と 相

関はそれ ほ ど低下 してい ない。伸び率 に関 してはや は り各期 ご とでば らつ きが大 きくなるが 、全期 を通 じ

た伸び率同士の相関は0.737と かな り大 きな ものになってお り、工業集 積度 の伸 び と一人当た り県民所得 の

11 吉 田 敬 一 (1995)

12 佐 々 木 雅 幸 (1991)

13 日本 立 地 セ ン タ ー (1996)、p.141

14 工業集 積度 とは、 土地等の資源 に対す る工業活動の割合 で示 した値で、単な る工場 の分布ではな く、

生産活動 を主体 とした工業の地理的な分布 を表す。具体的には市町村 毎に、工業粗付加価値 の人 口に対す

る特化係 数 と、工業出荷 額の可住 地面積 に対す る特化係 数 を足 して2で わって%で 表示 した ものであ る。

日本立地セ ンター (1996)、p.129よ り。
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成長には相 関が大 きい ことが わか る。

本論 文では、5年 毎の人 口、県民所得 、一人 当た り県民所得のシェア (あ るいは全国比) の動 向と、工

業関係 の指標 (製造業出荷額 、付加価値額 、従業員一人 当た り付加価値額 、事業所 数、従業者数) のシェ

ア (あ るいは全国比) 動 向を比較 してみた (表3-27)。

表3-27 人 口 ・所 得 と工 業化 の 関 係

出典: 表3-24～26に 準 ず る。

これ を見 る と、製造業出荷額、付加価値額、従業員一人 当た り付加価値額が地域間の比較でほぼパ ラ レ

ル な動 きを示 してお り、これ らと一人 当た り地域 所得 との関連 が深い。 この ことは、製造業の実質的な生
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産額や付加価値額の格差改善と、一人当た り地域所得の改善に深い関係があるとい うことであり、工業化

による地方の生産額増強は、一人当たり地域所得、すなわち一人当た り配分の不平等 (地域間不公平) の

改善に効果があることが示されていることになる。 しか し県民所得 (総額) とはそれほど大きな関係がな

い。これは、製造業出荷額等のシェアが増えても、総体としての所得シェアが上昇するとは限らないこと

を示 してお り、地域的配分の不平等 (地域間不平等) の改善にはな り得ないことを示 している。一方、従

業員数や事業所数は、製造業出荷額等 とは異なった動きを示 しているのがわかる。従業者数は、全期を通

じて人 口とほぼ逆相関のような関係にあるが、このことはまさに工業化によって人口を移動す るような地

域的配分の不平等 (地域間不平等) の是正が為されないことを示 している。事業所数については、1980年

までは人 口とかな り強 く関係 しているが、それ以降は関係がなくなり、特に1985年 から1990年 まではほと

んど逆相関の関係にある。ただ事業所数は規模によっても特質が違 うので一般に分析が難 しいと考えられ

る。

結論 として、日本の地域格差は、工業化 とかなり密接な関係があると考えられ るが、それは地域間不公

平 と捉えられる一人当た り地域所得でみた格差との場合であり、地域所得でみた場合は必ずしも密接な関

係にないとい うことがわかる。工業の分散には確かに成功したが、地域格差の一部是正には第三次産業の

進展によって人口が移動 したことと深 く関係があ り、人口の集中の動き自体はどの期の地域開発政策によ

っても止めることができなかったとい うことになる。
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3.4.2. 日本の地 域格差 是正政策へ の評価

こうして日本の地域格差是正政策と実際の地域格差の指標について、主要論者の既存文献及び基本的な

データを用いて観察 し、またそれを本論文の枠組みである地域格差是正概念の捉え方、すなわち絶対的 ・

相対的格差是正と地域間不平等 ・不公平 という分類から分析 してきた。次にここでは、これまで紹介 した

個別議論を踏まえて、地域格差是正政策を中心とする国土政策全体、あるいはその中心的存在 としての全

総計画全体に対 して様々な論者が総合的な評価をしているので、それ らを紹介 し、本論文でも国土政策全

体の位置づけが地域格差の定義に基づいてどう変化 しているかについて述べる。

3.4.2.1. 全 総 全 体 に 関 す る 評 価

まず他の政策に比 して変わらず一貫 して地域格差是正を訴える全総の性質 ・特徴付けは、比較的初期の

全総での議論から行われている。八十島義之助1は、三全総までの解説を踏まえて、全総の 目的が 「いず

れも国土の均衡ある発展、すなわち、現実はともかくとして38万 平方メー トルの国土がその特性は地域に

よって異なるとしても、同 じように発展 していくことを願っている」として、地域格差是正、中でも地域

間不平等の解消を目指 してお り、その傾向が四全総まで続いているとしている。但 し、個別議論でみると、

伊藤滋2が、全総 と三全総が地方分散論であるのに対 し、新全総が機能配置論であったとして異なった定

義をしているように、地域格差是正への取 り組み方が違っていたとしている。

地域格差是正の手法からみた特徴付けは、国土審議会調査部会産業専門委員会3が、工業開発が一貫 し

て地域振興 と地域格差是正の手段だったことを述べている。それは、工業が、農林水産業などとくらべ、

地域の生産力を著 しく高め産業連関効果が大きいこと、サー ビス業のように地域の消費水準や都市集積度

に必ず しも依存せずに立地可能なこと、等のためであったとしていて、その手法が実際に適切なものであ

ったか どうかはさておいても、全総計画 (少なくとも四全総まで) がこういった思想の元で行われてきた

ことについての異論はほとんど見られない。

全総計画の評価については、前述のように、それに加えてより細密な各種統計により、格差に関する様々

な指標が提示 され、それなりの議論 も行われている。ところが、これまでも度々述べてきたように同じ指

標を見ているはずにも関わ らず、国土政策の評価は論者によって大きく分かれている。このことは直接的

には各論者の立脚点によるものであるが、より本質的には是正の目的となっている地域格差の定義が的確

かつ一義的になされていない故 と考えられる。そ うした議論のすれ違いは、端的に下河辺淳 と本間義人の

見解に示 されるので紹介 しておこう。

これまでも多 く紹介 してきたが、歴代の 日本の全総計画に主に政府側の政策担当者 として携わってきた

下河辺は、 「一言でいうと、日本の高度成長期 ぐらい地域格差が縮小 したことは世界に類例がないです。

だから、私はそこでは大威張 りして、 「想像以上に格差が縮んだ」といっているわけです。(中 略) 総合

的な政策の下で、地域格差が世界で例を見ないほど縮んだという結果が出たわけです。」4と して、格差

縮小が達成され、全総計画による地域格差是正に肯定的な見方を示 している。

確かに他国 と比較 しても、日本の地域格差の度合いは高度経済成長を達成 しながら非常に小 さく、また

高度成長の過程で次第に小さくなっていることは前述の統計からもかな りの程度いえることである。ただ、

1八 十 島義之助 (1987)

2伊 藤滋 (1985)

3国 土審議会調査部会 産業専門委 員会 (1982)

4下 河辺淳 (1994)、p.92
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過疎過密 といった状況の悪化は、そうした地域格差の減少が都市化による人口集中による過密の弊害や、

農村の人口減少による過疎や農業システム崩壊が引き金と考えれば、国土政策 として本当に成功 している

のか、あるいは格差といってもどういった観点では成功しどういった観点では引き続き問題が残 されてい

るのかを明確化する必要があると考えられる。

一方、ジャーナ リズムの立場から論説を続ける本間義人は、 「全総計画は第一次以来一貫 して日本列島

の過密過疎の解消を最大のモチーフにしてきたはずである。第一次全総計画がスター トしてから既に30年

がたつが、その過密過疎の解消が実現されるどころか、逆に過密の象徴たる東京への一極集中と地方の過

疎化は進行す るばか りである。全総計画とはいったい何であったかという疑問である。」5と して実質上

第五次まで策定されている全総計画について常に批判的な立場をとっている。特に地域格差是正について

は、全総が一貫 して過疎過密の解消を最大のモチーフにしてきたのに、人口、産業の吸引源である大都市

対策に関しては意図的に避けられてきたことを批判 している6。さらに、全総から三全総までの内容に触

れて、その計画主題が公共投資先をハー ド面に特化 し、また国土計画に不可欠の土地利用計画はもちろん、

地方における文化 ・教育、福祉、情報、国際化などのソフ ト面についてはほとんど触れ られていないこと

を、その失敗の主要な原因の一つとして挙げている7。

こうした本間の主張は、その時どきの世論に照らしてみた場合の全総計画の特徴、とりわけ否定的な面

を見たものであって、その一部は必ず しも正確ではない、あるいは適切ではないと考えられる部分もある。

三全総のところで前述 したように、教育 ・文化等について全総計画が全く触れて来なかったわけではない

し、また 「ハー ド面に特化 している」という主張は確かにその通 りかもしれないが、全総計画が国家政策

全体ではなく、その一部のフィジカルプランを担 う国土政策である以上、ソフ トの部分のウェイ トが多少

小 さくなっていても致 し方ない面があり、原因の所在は全総計画自体よりもむ しろ、全総計画 とその他の

国家 レベルの計画との関係や、省庁間のセクシ ョナ リズム等に関係する部分だ と考えることができるだろ

う。ただ、大都市対策が意図的に避けられてきたとい う傾向については、本論文でもレビュー してきたよ

うに確かにその傾向が見 られる。全総計画では一貫して地域格差の是正を旗印に新産業都市、大規模 プロ

ジェク トやテ クノポ リス政策などが繰 り出されてきたわけだが、その背後で都市政策 ・住宅政策において、

宅地 ・空間の供給拡大策が行われ8、都市の基盤整備もそれな りに行われてきた。こうした事実は、第一

章で示 した 「ホンネ とタテマエの関係」を示す と共に、それが過疎過密といった問題を解決に至らしめる

ことなく結果 として国土政策が否定的に見られることの原因をつ くってきた といえる。

一方、全総計画とい うシステムについての評価も様々に為されている。

今野修平9は、四全総までの経緯 を、経済社会や国民生活の行 く末を示 して基本的方向に向けて誘導す

るガイダンスプランとしての性質 と、基盤整備の (総合的) 計画 としてこれに対する責任を持つプロジェ

ク トプランとい う性質に分類 し、財政難 と戦後体制硬直化が露呈した後においても、前者の機能は必要で

あ り、合意形成上、今後も機能すべきことを再確認 しておく必要があると主張 している。一方、石田頼房

10は、こうした国家によるガイダンスプラン自体について、 「国土計画から地域開発政策や都市開発政策

5 本 間 義 人 (1992)、p.228

6 本 間 義 人 (1992)、p.228-p.232

7 本 間 義 人 (1992)、p.3-p.5

8 本 間 義 人 (1992)、p.241-

9 今 野 修 平 (1997)、p.55-60

10 石 田 頼 房 (1987)、p.252
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をブ レークダウンさせてい く方式を確立させた。従って地方自治体の側も、地域開発 を考えるときに地域

の実態を踏まえて考えるよりも国の計画の動向、より具体的には、いかなる国家プロジェク トが導入可能

かとい うことを探るようになる」11としてその弊害を指摘 している。本論文では、基本的な立場として、

全国 レベルの地域格差是正政策はそのバランスを取るモチベーションが生まれ うる中央政府によっての

み追求され うる (このこと自体は必ずしも地域の自主性を削ぐことには繋がらない) ことから、国家 レベ

ルからみた地域格差の政策をレビュー しているのであ り、そういった意味では今野の意見に与す る形 とな

っている。ただ、伊藤滋12が 「日本の政治は地方の政治家が支配 しているといわれている。 ・・・地方選

出の政治家が東京を利用 して、地方にいろんな利益を還元するとい うのが、 日本の政治システムである。

したがってこうい うシステムの上で作る国土計画は、地方のことを重要視せ ざるを得ない。 ・・・地方の

主張はどうしても今の国土計画に入れざるを得ない状況です。」と指摘するように、表面上、地域格差是

正政策が均衡化といった積極的理由に基づいていても、実際の全総計画が必ず しもそ ういった積極的理由

を反映 しているとは限らないことも指摘 しておこう。

国が別に策定する経済計画 との関係については、小林良邦他が 「経済計画のモデルに匹敵しうるような

総合的計画技術が、いかんなが ら国土計画の領域では登場 してお らず、そのことが一つの計画体系の総合

化、 リンケージを技術面で阻害 している」13として手法上の問題点を指摘 してお り、そこには 「経済計画

が総需要管理政策を主体 とするマクロ経済の将来設計に主眼をおき、また、どちらかといえば民間部門の

活動をも含 めた将来予測的性格を強 く持っているのに対し、開発計画は総合的な地域開発を主軸 とする国

土利用 (したがってフィジカルな要素の強い) 体系の設計に目的をおいた政府 としての実施計画的な色彩

がやや濃い」とい う策定システム上の問題があると分析 している。後述す るタイやマ レーシアをはじめと

する他のアジア新興工業国の多 くが、 「経済社会計画」といった形で、経済指標の目標などを含めた政策

づくりを行っているの と対照的 となっている。一方本間義人は、この点について彼の問題意識と合わせ、

「経済主義に基づきハー ドに特化 して しまったのは ・・・、国土計画が経済計画 (高度成長政策) か らブ

レークダウンされて策定 されたものであるがゆえに不可避の選択であったか らに他な らない。それは日本

株式会社の経営にとって避けることにできない途であったのである。この結果、計画の総合性 という観点

も失われた。」14としている。国土計画が経済計画からブレークダウンされて出来たかどうかについては、

前述の所得倍増政策と全総の具体的な経緯をみると必ず しもそう言い切れない点があることは否めない

が、結果として計画の総合性が失われた原因として、元々統合 してつくられるべき政策が2つ に分かれて

いたため、お互いに (特に経済計画が国土計画に対 して) 本来の 目的にそぐわないような影響 を与えてし

まっていたとい うことができるかもしれない。

3.4.2.2. 日 本 の 国 土 政 策 全 体 へ の 評 価

次に、全総 計画 も含めた 日本の地域開発 政策全 体につ いての特徴 付 け、また肯定的 ・否定的評価 につい

て も レビュー してお く。

大西隆15に よれば、 日本 の地域開発 政策 は、種 々のハ ンデ ィキャ ップ を持った特定 の地域の振興を図る

11 石 田 頼 房 (1987)、p.252

12 伊 藤 滋 (1998)

13 小 林 良 邦 他 (1979)、p.85

14 本 間 義 人 (1992)、p.33

15 大 西 隆 (1998)
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もの と、産業立地を通 じて地域振興を図るものとに大別でき、前者には山村、離島、過疎、半島など大都

市か ら離れ、交通不便のため衰退化傾向にある地域の振興策があ り、後者には前述の新産 ・工特制度をは

じめ、テクノポ リス法、頭脳立地法、リゾー ト法、地方拠点都市法などがあって、特に後者は産業誘致や

振興を通 じて地方の活性化を図ろうとする政策で、地域開発政策の代名詞として注目され続けている。本

論で論 じている地域格差是正政策 との関連では、衰退地域の地域振興策と、産業誘致のための地域振興策

の種類分けが重要であると考えられ、その主要な役割を果たしてきた、あるいは果たす と想定 されてきた

ものは後者であると考えられる。一部で、前者のような政策が地域格差是正政策の中でも重要であると考

える意見があ り、また本論文でもこうした格差は過密過疎問題 (絶対的地域格差) と捉えているものの、

実際に国レベルの地域格差に与える影響は小 さく、また各全総計画においても、こうした衰退地域の振興

は各地域別計画の中で豪雪地域、離島地域 といった形で明記されてはきたが、地域格差是正政策の主流 と

しては捉えられて来なかった。このことは小杉が、国土政策の性質として国際競争力の強化と企業合理性

の追求を背景にして進められた、産業政策的性格の強い地域 「開発」政策であったことを指摘 している16こ

とか らもいえる。

ここでは、こうしたことを前提にまず 日本の地域開発政策全体について、(1) 是正の手段 としての工業の

評価、(2) 中央政府主導、(3) 政策の弱体化、の3点 か らレビューしてみよう17。

(1) 是正の手段としての工業の評価

地域格差是正の手段として用いられた工業の地方分散については、大薗他18が、 「過密 ・過疎の解消、

地域格差是正とい う課題は、本来その解決には相当長期を有する性格のものであり、かつ一人工業立地政

策のみならず総合的課題であることを考え合わせ ると、種種の経済的評価はあるにせよ、む しろこれまで

の諸立地政策の果たした役割は大きかった」として肯定的な見解を示 している。大西隆19も、 「日本の戦

後の国土計画には必ず産業立地政策が伴ってきた。そ して産業立地の地域的展開 とい う意味ではある程度

成功を収めてきたといえる。」 と肯定的な見解を示 している。

しか し公害 ・環境問題の悪化、他方で第三次産業への基幹産業の転換といった流れから、否定的な見解

の方ががより多 く見られる。古くは宮本憲一が、拠点開発による地域開発方式が、産業基盤の公共投資の

集中～重化学工業の誘致～関連産業の発展～都市化 ・食生活の変化～周辺農村の農業改革～所得水準の上

昇に伴 う財政収入の増大～生活基盤への公共投資 ・社会政策による住民福祉の向上、といった流れに沿っ

て行われていると図式化 し、これが 「後進国開発方式の国内地域への適用」であり、一国の開発方式を狭

い地域内の開発に当てはめたという点で経済学的には基本的に誤ったものであると指摘 している20。確か

に結果か らみると、工業の分散にはある程度成功 したが、その当地での関連産業の発展 ・都市化には必ず

16 小杉毅 (2000)

17 大西 (大西隆 (1998)) は、 後者の地域振興、 産業立地、 地域 計画の法制度 を、 次の よ うな特徴 でま とめ

てお り、 ここで もそれ に基づ いて地域格差是正に よ り関連の深い ものについて、取 り上げ ることに した。

(1) 国主導の地域計画 …国 の関与が強い。(2) 制度 の長 期化 …特 定地域総合開発計 画は10年 度で事

実上 うち切 られ たの であるが、 …当 初の 目的を達成 した り、すでに実状に合 わな くなってい る と指摘

されて も、長期 的に継 続 され る傾 向 にあ る。(3) 優遇措置の弱体化 、指定箇所 の増加 …優 遇措置 を見 る

と、直接的 な財政援助 な どがな くな り、税制、金融な ど民間投 資優遇策 にシフ トす る傾 向にあ る。(4) 議員

立法 …地 域 開発 法の多 くは議員提案によって作 られ た ことも特色である。

18 大薗英夫 ・藤 井隆 ・飯 島貞一編著 (1980)、p.116

19 大西隆 (1992)

20 宮本憲一 (1975)、p.198

156



第三章 日本の地域格差是正政 策と産業立地政策の変遷

しも繋がらずに人 口は大都市に逃げて しまった点を、グローバル化以前の国単位での開発が人口で閉鎖さ

れた形になっているのに対 し、国内地域間の移動は基本的に可能であるとい う原因に求める視点は理解で

きる。実際に後進国開発方式が適用されたかどうかについては、詳細な検討の余地があると思おれるが、

少なくとも重化学工業の誘致が関連産業の発展に必ず しも繋がらなかった点は確かである。

開発途上国あるいは新興工業国との比較 とい う点では、谷口興二21がタイについて分析 した文献におけ

る、日本の地域開発の特徴付けも興味深い。谷口は、日本における一連の地域総合開発計画の特徴 として、

「産業の移動の多 くが環境へのありうべき害を軽減することを目的としたか、あるいは工業的資源、例え

ば工業用水、電力、等の利用における地域間の調和 (公正) の観点か らなされたものである、とい うこと

である。言い換えれば、所得のよりよい配分に対する気配 りはなかった し、また、地域間の所得分配の改

善を図るものではなかった。 …日 本は国土が狭 く、それゆえ日本人は環境、工業用資源の劣悪化、あ

るいは工業の発展に用地が不足 しないか否かといった点により大きく注意を払ってきたのである。」とい

う見方を示 してお り、こうした見方は、これまで見てきたような日本の地域開発論者の見方とは必ず しも

一致 していない。全総計画を中心とする日本の国土政策は、地域格差是正政策において確かに所得の配分

にも (少なくともタテマエ上) 気を配ってきたことは、全総計画中の記述などをみても確か と思われるが、

実際の政策においては工業本位の政策であったという捉え方とい う意味で宮本の見方 と似通っている。そ

してやや結果論的ではあるが、こうした見方はある程度正 しく、工業は分散されたが、地域間所得分配は

偏ったものとな り、ただしそれが人口移動によって一人当た りの値ではかな りの程度格差が補われバラン

スのとれたものとなった とい う言い方ができるだろう。

また前述 したように竹内淳彦22は、東京からの分散が全国的な均衡ではなく大都市圏 としての器の拡大

を意味するといった見方から、 「この基本的視点を欠いたところに、全国スケールでの工業分散政策が思

うように行われない原因がある。すなわち、国や地方 自治体あげての強力な分散政策にもかかわらず、東

京地域を含む大都市工業地域への集中は却って強まっている」と批判 している。

さらに小杉毅23は、地域格差是正の方法が工業に偏る一方で、産業構造の転換に伴 う第三次産業の集積

集中に対す る配慮が欠けていることを示 して、三大都市圏、とくに東京圏への中枢管理機能を中心とする

産業 ・人口の集積集中は、一方で都市圏の過密 ・過大、他方では地方圏との経済的地域格差を拡大 してい

るが、これ らを抑制す る実効ある措置はほとんどないことを批判 している。

(2) 中央政府主導の地域開発

次に、国主導の地域計画 という観点からも様々な特徴付けがなされている。もともと地域格差是正とい

う概念は対象の地域 を包括 して管理する組織からしかその政策のモチベーションが得 られないことは前

述 した通 りだが、近年は、地方分権議論の進展や国家を含めた財政難、さらには規制緩和 といった経済政

策の流れか ら、国主導のこうした政策には批判的な意見が多く見られる。

古くは横山桂次24が、 「(1) 地域開発は、地域住民の福祉 と発展、自治体財政の充実を目標に、工場誘致

として始められ るが、結局は進出企業の利益のために住民の犠牲において展開 される。(2) 地域開発の決定

過程は、国―県 ―市町村 と上からの政策の下降として現れ、住民の意見が代表されないばか りか、自治体

21 谷 口 興 二 (1994)、p.52-

22 竹 内 淳 彦 (1996)、p.110

23 小 杉 毅 (2000)

24 横 山 桂 次 (1963)
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内では、執行部の議会に対す る優位性、企画部門の権限拡大、自治体の 「経営体化」など民主的統制を排

除する形で進められ、さらには、地方の国への依存を強化する結果となる。また、企業の進出に伴って発

生する巨大な利権は、それを巡 る政党 ・議会の関与によって住民不在の政争を引き起こすことにもなる。

しか しながら、(3) 上からの工業化は、町内会 ・部落会等地縁集団の住民統制機能の喪失をもたらす ととも

に、地元の負担や犠牲は住民の中に権利意識を生み出し、多くの問題点をはらみつつも、地域の民主化に

つながる地域開発への反対運動を生み出しつつある」とい う三点を指摘 し、大嶽秀夫25はこの指摘がその

後の地域開発研究において何度 も確認 されてきたとしている。

こうした批判は、大嶽がい うように、個別の地域開発を批判する文献から非常に多くの指摘がなされて

きているが、こうした批判は一般的に、当該対象政策の問題点の指摘に限られてお り、その政策の元とな

っている国土政策、及び地域格差是正といった目的に照らして具体的な改善点を述べたような文献は、管

見の限りないに等 しい状況である。もちろんオールターナティブとして 「内発的発展論」が理念的に用い

られることが度々あるが、それはあくまで (一部) 地域での成功例 としての取 り上げられ方であり国土政

策に照 らして各所で内発的な発展を目指す方が地域格差是正に有効であるとするような具体論は出てき

ていない。む しろ、前述のように矢田俊文26が 「一村一品運動でがんば りましょうという話と―極集中構

造是正とい う話の間には、相当の落差があるということを確認 して頂かないといけない。 …よ うする

に、地域づ くりでは本当に優れた例 を沢山挙げている大分県でさえ、人口減少率は高いとい うことに、今

の国土システムの大変大きな問題は残っている」と指摘 し、また特に四全総 当時の東京一極集中の時代に

清成忠男27も 「企画庁での研究委員会で議論の対象になったのは、大分県の一村一品運動のような過疎地

域を含むところでの地域振興が振 り出 しに戻ったのではないか、限界が見えてきたのではないかというこ

とでした。広域東京圏の形成から外れているような一村一品運動には、限界があることが明確になったわ

けです。 …も ちろん内発的な地域の中か らの活性化努力は不可欠ですが、それだけではもうどうにも

ならない。つまり大都市からのインパク トで地域の内発力を引き出すのでないと地域振興は難 しくなって

いるとい う感 じを持ちま した。」と指摘 したように、国土政策としての内発的発展の効力には限界がある

と考えられる28。

ただし近年特に著 しい地方分権議論の中で、シャウプ報告に基づいた既存の税制システム29を批判する

意見がある。原 田泰は、地方交付税交付金をはじめとする、中央が税金を集めて地方に分配するというシ

ステムが、シャウプ博士自身が考案 したような地方 自治の活性化にはならず、む しろ逆に地方のモチベー

25 大嶽秀夫 (1999)、p.172

26 矢 田俊文 (1996)、p.40

27 清成忠男 (1988)、p.63

28 その他に も、 黒 田 (黒田彰三 (1996)、p.51) が、 「地域 に雇用機会 と収入 をもた らす もの, す なわ ち地

域 を活性化す る産 業 と して 「ソフ ト化 」「サー ビス化」に対応 して 「観 光」産業 と「伝統工芸品」生産が本格

的 に考 え られ だ したのであ る。しか しこ うした産業の盛衰 は どち らか とい うと経済全体の景気 の状況 に影

響 され るこ とが大 き く, 地域 開発 の牽引力 と して期待 され るには,無 理 があった。 日本経済が低迷 してい

るときにその よ うな産 業が活発化 して くる機運 は少 なく, 製造業で公害 も少 なく, 雇 用吸収力の ある産業

の出現が期待 されていた。」 と述べてい る。

29「 中央が全 国の富 を集 め、その富 を地方 に分配す るとい うシステムが本当に完成 したのは、戦後のカ
ール ・シャ ウプ博士に よる地方財政 …税制改革の結果 である。 …現 在 の 日本 の地方財政 ・税制は、 基

本的 には コロン ビア大学の財政学者シ ャウプ博士 によって作 られた ものである。 」原 田泰 (2001)、p.131-

よ り。
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ションを奪って しまったと指摘 している30。このことは直接的に国土政策が規定していることではないが、

国土政策の実行手段の一つの拠 り所 となっていることは確かであり、国土の均衡ある発展といった思想は

税制にも強 く表れていることになる。こうした既存の税制を改め、地方政府が税を集めそれをその地方の

公共 目的に使 うことで、前述の内発的発展により自治体の政策が活性化 され地域の振興に繋がる可能性は

確かにあるが、こうした地方分権論における主張、極論すれば地方への権限移譲がすべての自治体を活性

化 し、自治体全体の底上げと過疎過密の弊害を含めた格差の是正に繋がるとい う論理には飛躍があると考

えられる。

(3) 政策の 弱体化

さらに、上記の2つ の観点、及び第一章で述べた 「ホンネとタテマエ」にも関係することであるが、地

域格差是正のために用いられた政策 (優遇措置) の弱体化やについての評価 もレビューしてみよう。

一般的には、小杉毅31が 「本来、地域 「開発」政策にも開発だけでなく保全 ・抑制 といった意味が含ま

れるのだが、日本の地域 「開発」政策は開発中心の誘導措置や助成措置に重点が置かれ、規制措置の整備 ・

人口は緩慢であった」として、地域格差是正に必要な政策である (集中地域の) 規制 と (衰退地域の) 優

遇について優遇のみが中心で行われ、その結果として、 「新産業都市 ・ 「工特」(旧 全総) や巨大工業基

地 (新全総) の建設構想 …、1970年 代半ば以降の低成長期に指定されたモデル定住圏 (三全総) やテ

クノポ リス等の諸政策も産業 ・人口の地方分散 (定着) や経済的地域格差の是正に寄与するもの と期待 さ

れたが必ず しも実効性 は高 くない」と結論づけている。前述 したように、実際に行われた工業に対する規

制政策は、1960年 前後に制定された工業等制限法と工場等制限法 くらいで、その後の産業構造の転換に合

わせて一部で検討されたオフィス立地の規制も、直接的には32行われていない。

こうしたことの背景には、規制的な手段に対して民間の側か ら常に反対があることが挙げ られるだろう。

日本の経済成長については、米商務省が 「日本株式会社」と批判 したような、統制会等を中心とした官主

導の経済振興システムによるものであるとい う見方 も多い33が、実際は末廣昭34が大川一司 ・小浜裕久35等

の文献を踏まえて、日本の高度経済成長は主に市場メカニズムの作用と民間部門のダイナ ミズムによるも

のであり、産業政策 もそうした市場メカニズムを補完したものとい う見方を示 している36。このことは、

大枠において経済成長が優先され、民間活動を規制するような政策はよほどの弊害(例 えば公害などによ

る人的被害) が生 じない限 りは具体化 されなかったことを示 してお り、国土政策がこうした産業の誘致に

30 原 田泰 (2001)、p.187

31 小杉毅 (2000)

32 間接的 には、都心 での容積率規制が規制手段 と してあげ られ実際に規制 も されてい るが、そ うした政

策 がオフィス立地を規制 し分散す るよ うな形で行 われ た形跡は な く、む しろ需要以上の規制値 を設定 した

ためバ ブル経 済の元 となった とい う指摘が多 く存在す る。

33 滝 田洋一 『二十世紀 を解 く一政治の 百年』 日本経済新聞朝刊2000年12月31日 朝刊19面

34 末廣昭 (2000)、p.146

35 大川一 司 ・小浜裕久 (1993)

36「 大川 ・小浜の次の結論、つま り 「われ われ は戦後 日本 の高度成長 において もっ とも重要な ファクタ
ー は産業政策 ではな く、民間部 門のダイナ ミズムである と考える。 もちろん、 産業 ・輸出振興政策 も一定

の役割 を果 た した ことは事実であ る。 しか し、民間部 門のダイナ ミズム、いいか えれば市場メカニズムに

基づい た効率指 向的 な経済運営 を助長す るよ うな形 で産業政策が行 われ た ところに戦後 日本の高度成長

の秘密が ある」(大 川 ・小浜1993)と い う見解 は、 日本経済研究者達によ る最近 の理解 、 「産 業政策が成

功 したのは、市場 メカニズムの作用 を間接 的に援助 した場合 に、限定 されたのである」(橋 本 他1998) と

い う理解 ともほぼ共通 している。 」(末 廣昭(2000)、p.146)
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ついて持つ影響力の限界を示すものと思われる。

グローバル化が地域格差是正政策の弱体化に繋がったとする見解は、管見の限りまだ見あたらない。し

か し、全総の時代に新産 ・工特や工業 (場) 等制限法など強力な政策を打ち出して過疎過密 とともに地域

間不平等の是正を目指 し、あるいは三全総の時代にハイテク産業の集積を目指 して当初は1ヶ 所のみの指

定だったテクノポリス政策が26ヶ所指定され地域間不平等の是正を担うようになったのにひきかえ、グロ

ーバル化が進展 してきた90年 代以降、産業立地の地方分散を担 う新 しい政策はでてこなくな
った。特に

1990年 代後半以降は、逆に大都市圏を含めた都市の振興を目指 した政策 (中心市街地活性化法等) が出始

め、一方で地域間不平等を担ってきたテクノポリス ・頭脳立地、新産 ・工特、工業 (場) 等制限法に関す

る法律は廃止または縮小 されてお り、地域格差是正を担 う政策は明らかに弱体化 していることがわかる。

3.4.2.3. 総 合 的 な 見 解

さて、これまでの議論を踏まえながら、それぞれの論者がこれまでの国土政策に対 してどのような見解

を示しているかについても、一応押さえておきたい。

まず経済成長期の評価については、大薗他37が、 「経済社会的な立地条件は地域間において質的に平準

化 され、地方都市の都市力の充実 と相まって地域構造や、工業立地動向の平準化傾向をもたらした」とし、

「地域開発政策の基本的理念は四半世紀余 りにわたる着実な施策の積み重ねによって、その効果を現 して

来ている」と結論づけて、戦後一貫 して大都市の抑制、地方の開発振興のために行われた 日本の地域開発

政策を評価 している。

しか しどちらかといえばこうした見方は少数派であり、特にバブル期が過ぎて低成長の時代に入 り、不

況、財政難や地方分権、さらには開発から環境への市民意識の変化を踏まえて、批判的な見解が多く見 ら

れるようになる。大薗他38も 「若干の課題」として、(1) 地方分散政策の さらなる強化 (規制 ・優遇とも)、

(2) 特に開発の遅れた遠隔地での特別措置の導入、(3) 生活ニーズも含めた人間居住の総合的環境の整備、と

いった事項を挙げている。

工業の分散には前述のように肯定的な見方を示 していた大西隆 も、四全総に基づいた議論を踏まえて

「一極集中の解決 と地方の活性化とい う問題は別々に考えるべきだと思 う。地方を全地方一括で扱 うのは

無理がある。今回の地域拠点都市法でも考え方の整理が必要だろう。…日 本の地域政策は、伝統的に、

大都市以外では全部同 じ比重で、地方の中に濃淡の強弱はないとい う考え方があるようだ。 …「 地方

都市の育成」とい う場合には、全部が同一視される。これまでも中枢都市を育成 しようとする議論はあっ

たが、政策的 ウェイ ト付けはされてこなかった。それが今後非常に大きな問題になっていくのではない

か。」39として、地方分散あるいは地方の活性化 とい う考え方から国土政策が必ず しも適切なものではな

かった とい う見解を示 している。

こうした見方は、低成長期に入 り、国土政策や地域格差是正政策の意義が見直 される1990年 代後半には

より強い形で表れることになる。

代表的には原田泰40が、 「都市は画一化され、選ばれ るための真剣な競争は存在 しない。 …地 域間

格差が常に解消 されるように補助金がそそぎ込まれてきたので、都市が人々の真に望むものを探 り当てる

37 大 薗 英 夫 ・藤 井 隆 ・飯 島 貞 一 編 著 (1980)、p.49

38 大 薗 英 夫 ・藤 井 隆 ・飯 島 貞 一 編 著 (1980)、p.116-117

39 大 西 隆 (1992)、p.38-

40 原 田 泰 (2001)、p.180-
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競争 は生 じなかった。 」 として、地域格差是正政策に否定的な見解 を示 している。

しかし一般的に地域格差是正とは反対の意味で用いられる 「都市間競争」とい う概念については松原宏

41が、 「これまでの我が国の地域開発政策を振 り返ってみると、新産業都市、鉱業整備特別地域、テクノ

ポリスに見られ るように、一つの拠点もしくは中心市を核 として周辺地域をも含めた県域をそれぞれ全国

に多数指定していく方式が採 られてきた。 しか し、それ らの指定地域間では企業誘致競争が激 しく展開さ

れたり、産業基盤等への投資が過剰に行われるという傾向が強く、地域間の連携や 「個性化」は極めて希

薄であった。工業の分散に代わり、都市機能の分散が重視 される今 日においても、こうした地域間 ・都市

間の競争関係は 「都市間競争の時代」と呼ばれるように依然として支配的であり、都市間の連携や機能分

担、 「個性化」の追求は未だ理念の域を出ていないのが実状であろう。」として、む しろこれまでは都市

間が不要な競争に駆 り立てられて同 じような失敗を各所で繰 り返 したとい う批判の仕方をしてお り、原田

とはかなり違 う見方を示 している。

こうした、地域間の競争 と協調 とい う側面には多分に政治的な影響がからむことになる。蒲島郁夫は、

戦後 日本は経済成長 ・経済的平等 ・政治参加の拡大 ・政治的安定の4つ を同時に達成 したまれなケースと

して地域開発政策に高い評価を示 している42が、その要因として 「農民の高い政治参加が、都市から農村

への政治的な所得の再分配 をもたらし、平等な経済成長を達成 した」 「有権者の側にも都市か ら農村への

所得再分配を許す気分があった。公共事業を通 じて都市の富を地方に分散す ることは、ふるさとへの 「仕

送 り」のようなものだったからだ」として、これまでの政治構造の中で地域格差是正が保たれてきたこと

を指摘 している。田村明43はこの点をやや否定的な観点から、 「地域開発は中央の論理で中央集権的に行

われ、地域の自治体は中央の指示に追随 し、指定の陳情に奔走するだけだった。中央が地域を統制するた

めには、指定数を絞 り込むよりも、ばらまきの方が有効だ。その結果、特別の地域を除くと効果的な投資

になっていない。」と指摘 して、政治家の影響力が地域格差是正政策以外の政策 目的に対する効果的な投

資になっていないことを指摘 している。このことはすでに述べたテクノポ リス地域の指定に典型的に見ら

れるものである。

3.4.2.4. ま と め

大西隆44は、これまでの国土政策に関して前述のような見方を示 した後で、現行制度の改革を考察し、

(1)現行地域開発制度の廃止 (まず現行制度は、指定地域が広範で優遇措置も限定的であ り、政策効果が

疑わしい。 このため、新産都市、工特地域や、過疎、半島振興など地域開発制度はすべて廃止する)

(2)地域計画の策定と内容 (策定主体の分権化、保全 ・再利用 ・開発のための計画)

(3)地域計画の実現手段 (各地域でナショナル ミニマムが実現されるには、一定の財政力が確保 されるこ

とが必要であ り、そのための基本的手段 として、地方交付税制度を維持する。また、国として各地に重要

政策の実施を促すための奨励的な補助金制度を時限で実施する)

とい う3点 を改 善点 と して主張 している。こ うした指摘は、地域格 差是正 とい う目的 とその他の政策 目的、

またその手段 につ いて も明確 に分割 し、またその手段 について もよ り分 か り易 い形 で分類 し、さらに時代

による変化に対応で きるために時限 を設定す るとい う仕組み とい うことになる。

41 松 原 宏(1996)

42 芹 沢 洋 一 『コ ラ ム:二 十 世 紀 を 解 く-政 治 の 百 年-』 日本 経 済 新 聞 朝 刊2000年12月31日 朝 刊13面

43 田 村 明(1997)

44 大 西 隆(1998)
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しか し、地域格差是正の概念については、下河辺45が、 「格差是正論の中身として、情報化社会では情

報サー ビスのインフラ的な差がいけないとい う議論がかなり出てきたわけです。…情 報の格差論 とい

うのが大きくなって、これは所得格差論とは全然違った機会の均等 としての格差論が議論になるわけです。

そのうちにもっと複雑になったのは、東京は貧 しくて、自然のある地域は豊かだとい う発想が出てきたか

ら、環境の格差論が、むしろ東京側からいわれるようになった。したがって、その地域格差論 とい うのは

かなり綿密に議論 しないと政策につながらない」と指摘するように、非常に複雑な、そして内容的には一

意的に定義出来にくいテーマである。特に同じ状況であっても、格差を容認するかどうかは最終的には国

民の意思に委ね られることか ら、多分に政治的な影響があると考えなければならない。

45 下 河 辺 淳 (1994) 、p.210
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