
第２章 構造改革特区と地域経済の活性化

［第２章の要約］

２００２年に入り、地域を限定して規制の緩和・撤廃等を行う、構造改革特区の考え方が浮上し

てきた。９０年代以降長期停滞状態にある我が国経済を活性化させるため、抜本的な規制改革の

推進が急務となっているが、様々な理由によりその進展が妨げられている分野も多い。そこ

で、可能な地域から規制の改革を進め、その成果を全国に広げるという方策が検討されるよう

になった。同時に、地域の自発的な取り組みを最大限尊重することで、各地域の特性を発揮す

る規制改革が行われ、ひいては地域の活性化につながるとの効果も期待されている。

本章では、これまでの構造改革特区の議論を整理した上で、構造改革特区の経済効果及び構

造改革特区を地域経済の活性化に結び付けるための方策について考察することとする。

第１節 急ピッチで進む構造改革特区の議論

１． これまでの議論の経緯

今般の特区に関する議論は、２００２年３月１２日に開催された総合規制改革会議及び同月１５日に

開催された経済財政諮問会議において開始された（第１－２－１表）。両会議での議論を受

け、６月２５日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００２」には、経済

活性化戦略の一つである「地域力戦略」のアクションプログラムとして「構造改革特区の導入

等」が盛り込まれ、「進展の遅い分野の規制改革を地域の自発性を最大限尊重する形で進める

ため、「構造改革特区」の導入を図る。こうした地域限定の構造改革を行うことで、地域の特

性が顕在化したり、特定地域に新たな産業が集積するなど、地域の活性化にもつながる。」と

明記された。

その後、９月６日には、構造改革特区に関する地方公共団体等からの提案がとりまとめら

１． 急ピッチで進む構造改革特区の議論

２００２年春に議論が開始された構造改革特区は、地域を限定した規制改革を行い、その成

功事例を示すことで全国的な規制改革を進めようというものであり、各地域がその特性を

活かして個性ある発展を遂げるという「自助と自立の精神」を求めるものでもある。

２． 構造改革特区を通じた地域経済の活性化

地理的条件や自然条件、市場条件や産業構造、住民の選好等の差異に対応した規制の特

例を導入することは、地域特性を活かした産業の集積を促進する可能性がある。地方公共

団体においては、対象分野の明確化、グローバルな観点の重視、マーケティングの重視

等、特区の制度を活かす取り組みが求められる。
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第１－２－１表第１－２－１表 構造改革特区を巡る主な動き構造改革特区を巡る主な動き 

2002 年 

３月 12 日 総合規制改革会議において 2002 年度の検討テーマの一つとして規制改革特区が挙げられる 

３月 15 日 経済財政諮問会議において有識者議員及び経済産業大臣から特区に関する提案が出される 

６月 25 日 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2002」を閣議決定 

７月５日 内閣官房に「構造改革特区推進室」設置 

７月 23 日 総合規制改革会議が「中間取りまとめ」を公表 

７月 26 日 第１回構造改革特区推進本部 

９月６日 「地方公共団体等からの構造改革特区の提案について」公表 

９月 20 日 第２回構造改革特区推進本部（「構造改革特区推進の基本方針」の決定） 

10 月 11 日 第３回構造改革特区推進本部（「構造改革特区推進のためのプログラム」の決定） 

 

第１－２－２表第１－２－２表 地方公共団体等からの構造改革特区の提案（地方公共団体等からの構造改革特区の提案（2002 年９月６日）年９月６日） 

（提案の多い代表的なものの例） 

１．国１．国際物流関連際物流関連（提案数 29） 

＜例＞大規模港湾を有する地域において、国際競争力のあるコストとサービスを実現するために、通関・検

業務の 24 時間化、民間企業による総合保税地域の運営等を行う特区 

 

２．研２．研究開発関連究開発関連（提案数 69） 

＜例＞大学や研究機関を核として、それらの知的資産をＩＴ、バイオ等の新規産業に結び付けるために、外国

人研究者の招聘や産学連携を進めるための制度整備を図る特区 

 

３．環３．環境・新エネル境・新エネルギー関連ギー関連（提案数 43） 

＜例＞大規模港湾の後背地等において、リサイクル資源を広域的に集積し、産業としてのリサイクルを促進す

るために、廃棄物関係の規制を合理化する特区 

＜例＞広大な土地を有する地域において、世界に先駆けて燃料電池の実用化を図るために、全国一律の保安規

制とは異なる規制を導入することによって、燃料電池の実用化に向けた研究、実証実験等を図る特区 

 

４．産４．産業再生関連業再生関連（提案数 40） 

＜例＞コンビナート地域等において、既存の工場設備の更新・高度化の促進、雇用の流動化の促進、安価な電

力の供給等によって産業を再生させるために、最新の防災技術や国際基準を踏まえた保安規制の導入、民間が

主体となった職業紹介・派遣事業等の導入、電力供給の自由化等を可能とする特区 

 

れ、公表された。２３１の地方公共団体等公的主体及び１８の民間企業・大学等から国際物流関

連、研究開発関連、環境・新エネルギー関連、産業再生関連、農業関連、医療関連、生活・

サービス関連、教育関連、国際交流・観光関連等、４２６件の提案が寄せられ、その中で提案さ

れている規制緩和要望は９０２項目に及んだ（第１－２－２表）。

これを踏まえ、９月２０日には、構造改革特区の目的、構造改革特区推進のための取り組みの

方針等を内容とする「構造改革特区推進のための基本方針」が決定され、更に１０月１１日には、

構造改革特区を推進するための具体的な制度の骨格、構造改革特区において特例措置を講じる

ことができる規制及び特例措置を講じる場合の要件、今後のスケジュール等を内容とする「構

造改革特区推進のためのプログラム」（第１－２－３表）が決定されるなど、制度の具体化に

向けた作業が進展している。
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７．生７．生�活・サービス活・サービス�関連関連�（�提案数�46）� 

＜例＞大都�市�近郊地域等�に�おいて�、�行�政�コストを削�減�し�、�住�民サー�ビスを向上�さ�せるために�、�教育施設�、�公�民�

館、�図書館、�下水道、�福祉�施設、�違法駐�車取締り等�な�どについて、�地方公共団�体�の施設の民�間�委託や行政�サ�ー�

ビスの民営�化�を進める特�区� 

＜例＞ベッ�ド�タウン地域�等�において、�働�きながら子�供�を育てやす�く�する環境を�整�備するため�に�、�幼稚園、�保�育�

所を一体の�も�のとして民�間�が主体とな�っ�て事業を行�な�うことを可�能�とする特区 

 

８．教８．教�育関連育関連�（提案数�44）� 

＜例＞地域�の�特性とニー�ズ�に応じた多�様�な教育を提�供�するために�、�公設民営や�民�間資本�・�Ｎ�Ｐ�Ｏなど多様�な主�

体により、�小�中高一貫教�育�や外国人�・�社�会人等の教�員�への採用、�全�て英語で行�う�授業や学年�の�枠を取払う�等�多�

様な教育カ�リ�キュラムを�認�める特区 

 

９．観９．観�光・国際交流光・国際交流�関連関連�（�提案数�57）� 

＜例＞国際�空�港の周辺等�に�おいて、�外�国�人がビジネ�ス�をしやすい�環�境を整備し�て�外国からの�投�資を促進す�るた�

めに、�外国人�研究者等の�在�留期間の延�長�等の特例を�設�けたり、�外国�人の弁護士�・�医師等が外�国�人向けサー�ビ�ス�

を行えるよ�う�にすること�を�可能とする�特�区� 

 

（備考）構�造�改革特区推�進�本部資料に�よ�る。 

（�ht tp :// www.k ant ei .go .jp /j p/s in gi/ kouzou/k ouhyou/0 20906/t eia n.h tml 参照）�。� 

第１－２－３表第１－２－３表 「構造改革特区推進のためのプログラム「構造改革特区推進のためのプログラム�」�（2002年�10月�11日）の概要日）の概要� 
［構造［構造�改革特区制度改革特区制度�の骨格］の骨格］� 

（１）下記�を�内容とする�一�本の法案を�制�定� 

 ①内閣総�理�大臣が構造�改�革特区基本�方�針（構造改�革�において特�例�措置を講じ�る�規制を列挙�）�の案を作成�

閣議決定� 

 ②地方公�共�団体は、構�造�改革特区計�画�を作成し、�内�閣総理大臣�に�認定の申請� 

 ③内閣総�理�大臣は、計�画�が地域活性�化�に資する等�と�認められる�と�きは、計画�を�認�定� 

 ④関係行�政�機関の長は�、�規制の特例�措�置について�あ�らかじめ定�め�られた内容�に�適合する場�合�には、�これ�に同�

意� 

 ⑤特例措�置�の内容は、�法�律事項は特�区�法に、政省�令�に関する事�項�は基本方針�に�則して政省�令�で規定� 

 ⑥内閣総�理�大臣は、計�画�が認定基準�を�満たさなく�な�った場合に�、�認定を取り�消�すことが可�能� 

 

（２）内閣�総�理大臣を本�部�長とする構�造�改革推進本�部�の設置� 

（３）定期�的�に地方公共�団�体、民間か�ら�特区として�実�現すべき規�制�改革要望を�受�付� 

 

５．農５．農�業関連業関連�（提案数�94）� 

＜例＞農村�地�域等におい�て�、�生産�・�加�工�・�販売�一体と�なったアグ�リ�ビジネスの�参�入を促進す�る�ために�、�地�方�公�

共団体やＮ�Ｐ�Ｏが土地を�保�有し耕作希�望�者に貸与し�た�り�、�株式会�社�が農業経営�を�行うなど、�多�様な経営形�態に�

よる農業を�認�める特区 

＜例＞都市�近�郊地域等に�お�いて、都市�住�民が小規模�農�地を保有し�て�農業を行う�こ�とを認める�特�区� 

＜例＞中山�間�部等におい�て�、�都市と農村�の交流�（グリ�ーンツーリ�ズ�ム�）�を図るた�めに、�農家が�民宿�（ファー�ム�

イン）や農�産�物加工・販�売�施設等を経�営�することを�促�進する特区 

 

６．医６．医�療関連療関連�（提案数�25）� 

＜例＞医療�研�究機関が集�積�している地�域�等において�、�世界最先端�の�医療を提供�し�、�あわせて�先�端医療の研�究開�

発を推進す�る�ために、外�国�人医師によ�る�治療を可能�と�し、混合診�療�を認める特�区� 
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２．農２．農業関連業関連 

（１）農村地域等において、遊休農地の有効利用を図り、地域農業を振興するために、株式会社が農業経営を

行うなど、多様な経営形態による農業を認める特区 

（特例措置） 

○農業生産法人以外の法人の農業参入の容認 

（２）都市と農村の交流の促進のため、市民農園の開設を促進し、農家民宿にかかる諸規制を緩和するな

グリーンツーリズムを促進する特区 

（特例措置） 

○市民農園の開設主体の拡大 

○農家民泊の開設、サービス提供に係る諸法令の柔軟な対応 

 

３．産３．産業再生関連業再生関連 

 コンビナート地域等における、既存の工場設備の更新・高度化の促進、安価な電力の供給等によって産業再

生を可能とする得区 

（特例措置） 

○石油コンビナートのレイアウト規制、保安規制の見直し 

○電力の特定供給制度の活用による一般電気事業者及び特定電気事業者以外の者が電気を供給できる事業

範囲の拡大 

 

４．福４．福祉関連祉関連 

 特別養護老人ホームについて、公設民営方式又はＰＦＩ方式により株式会社が施設運営を行うことを認める

特区 

（特例措置） 

 ○公設民営方式、ＰＦＩ方式により株式会社の特別養護老人ホーム運営への参入の容認 

 

５．教５．教育関連育関連 

（１）地域の特性とニーズに応じた多様な教育を提供するために、市町村による社会人等の教員への採用、授

業を英語で実施することや小中高一貫教育等多様な教育カリキュラムを認める特区 

（特例措置） 

○学習指導要領によらない多様なカリキュラム編成 

○市町村負担による独自の教員の任命 

○市町村の申出に基づく教員免許授与手続きの簡素化 

（２）不登校児童生徒を対象とした新しいタイプの学校の設置と教育課程の弾力化を行う特区 

［特区［特区において実施において実施する特例措置する特例措置］ 

１．国１．国際物流関連際物流関連 

 大規模港湾を有する地域において、国際競争力のあるコストとサービスを実現するために、通関業務の 24

時間・365 日化への対応、民間企業による総合保税地域の運営、民間企業による公共コンテナターミナルの効

率的な運営などを行う特区 

（特例措置） 

○通関業務の時間外手数料である臨時開庁手数料の見直し 

○総合保税地域の許可要件の緩和 

○行政財産である港湾施設の民間企業への貸付け 
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６．産６．産学連携関連学連携関連 

 大学や研究機関を核として、それらの知的資産をＩＴ、バイオ等の新規産業に結びつけるため、国立大学等

の試験研究施設を国の研究と関連する研究を行う民間企業が廉価使用し易くなるような要件を緩和し、国立大

学教員等の兼業規制を緩和するなどの制度整備を図る特区 

（特例措置） 

○国立大学施設・敷地の民間企業による廉価使用の要件緩和 

○地方公共団体から国立大学等に対する寄付金等の禁止措置の緩和 

○国立大学教員等の勤務時間内兼業の容認 

 

７．国７．国際交流関連際交流関連 

 外国人研究者が日本の研究機関において研究業務に携わる場合に、在留期間の上限の延長、活動範囲の拡大

等を行うことを認める特区 

（特例措置） 

 ○外国人研究者の在留資格に基づく在留期間の上限の延長、活動範囲の拡大 

 

８．新８．新エネルギー・エネルギー・リサイクル関リサイクル関連 

（１）リサイクル資源を広域的に集積し、産業としてのリサイクルを促進するために、廃棄物関係の規制を合

理化する特区 

（関連規制） 

○再生利用認定制度の対象品目の拡大 

（２）燃料電池や燃料電池自動車等で次世代エネルギー関連技術の普及、拡充を図る特区 

（関連規制） 

○家庭用燃料電池の自家用電気工作物から一般用電気工作物への位置付けの変更 

○燃料電池自動車のための水素ステーション、ＤＭＥ（ジメチルエーテル）ステーションの保安距離規制の

緩和 

 

（備考）構造改革特区推進本部資料による。 

   （http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou/kettei/021011program.html参照） 

（特例措置） 

○学習指導要領によらない多様なカリキュラム編成 

○学校設置に係る校舎・校地の自己所有原則の緩和 

（３）幼稚園と保育所に一体的運用等を促進する特区 

（特例措置） 

○幼稚園入園年齢制限の緩和 

○幼稚園と保育所等の教育・保育活動の一体的運用 

（４）大学設置認可に係る校地面積基準を緩和することなどによって大学・大学院の設置等を促進する特区 

（特例措置） 

○大学の校地面積基準の緩和 

○専門職大学院を設置する学校法人設立の際の校地・校舎の自己所有要件の緩和 

 

２． 地域主導の構造改革

このように、構造改革特区の議論は急ピッチで進んでいる。ここで、構造改革特区の議論の

背景と特徴を改めて整理してみることとする。
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①構造改革特区を通じた規制改革の推進と経済の活性化

財政・金融政策の余地が極めて小さい中で、我が国経済が長期停滞の状態を脱却するために

は、抜本的な規制改革を通じて民間の経済活動の活性化を図ることが不可欠である。規制改革

に関しては、「経済的規制は原則自由、社会的規制は必要最小限」（「今後における行政改革の

推進方策について」（１９９４年２月閣議決定））といった原則の下、９０年代を通じて政府が重点的

に取り組んできた。その結果、経済的分野の規制を中心に一定の成果は上がったものの１４、少

子高齢化、経済のグローバル化などの急速な環境変化に十分な速さで対応できていなかった

り、規制改革の必要性が長く叫ばれていながら依然として改革の遅れが目立つ分野もみられ

る。

このような状況を打開するため、これまでのような全国一律の実施ではなく、可能な地域か

ら規制改革を行い、その成功事例を示すことで、全国的な規制改革を進める契機としようとい

うのが構造改革特区の考え方である。

②「自助と自立の精神」の尊重

構造改革特区は、地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案により、地域の特性に応じた

規制の特例を導入する特定の区域を設け、当該地域において地域が自発性を持って構造改革を

進めることを目的としている。我が国においては、従来、国主導のモデル事業的な地域振興策

が繰り返し実施されてきた。規格大量生産を中心とした時代においては、インフラの整備等を

通じた地域振興策が工場の地方分散等を通じて地域経済の活性化に一定程度貢献したが、国全

体の所得水準が世界的にもトップレベルに達し、また、中国等アジア諸国において急速に工業

化が進展する中、そのような政策の有効性の低下が顕著になってきた１５。また、国からの補助

金を獲得するために各地域が画一的な政策を立案し、地域の実態やニーズに必ずしもマッチし

ない投資が行われるという非効率性も拡大した。

地域の特性に応じた規制の特例を導入するという構造改革特区の考え方は、国主導の地域振

興からの転換を図り、各地域がその特性を活かして個性ある発展を遂げるという「自助と自立

の精神」を求めるものである。

第２節 構造改革特区を通じた地域経済の活性化

本節では、構造改革特区と地域経済の活性化との関係について考察する。まず、地域間で異

なった規制を行うことの根拠及び経済効果について考察した上で、特区の制度を地域経済の活

性化に結び付けるために地方公共団体に求められる方策を例示することとする。

１４ 我が国における規制緩和の効果については、経済企画庁調査局（２０００）、内閣府政策統括官（２００１b）
等参照。

１５ 内閣府政策統括官（２００１c）『地域経済レポート２００１』においては、９０年代に地方圏への公共投資が大幅
に拡大されたものの、それが短期的な需要創出効果しか生み出さなかったことを指摘している。
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１． 構造改革特区を通じた経済活性化

地域特性に応じた規制の特例を導入するというのが構造改革特区の考え方であるが、一般的

には、規制の地域間格差は可能な限り整合化していくことが経済の活性化に結び付くと考えら

れている。例えば EUにおいては、市場統合の過程で、構成国の法令や慣習の違いから生じて

いる技術的障壁（技術規制、工業規格、認証制度の違い、職業資格や卒業資格の違い、企業税

制、政府調達における企業の国籍による差別や金融サービス・運輸サービスなどの分野での外

国企業規制等）の撤廃を進めた。これにより、企業の競争が促進され、コストと価格の引下げ

が消費者に利益を生んだ他、企業立地が統合市場に適合されることにより資源の地理的配分が

改善される等のメリットが生じたという１６。世界的に拡大している自由貿易地域締結の動きや

APEC（アジア太平洋経済協力）、OECD（経済協力開発機構）、WTO（世界貿易機関）、ISO

（国際標準化機構）等の活動も、規制・制度の調和と深く関係している。

では、長期的には国際的規模で規制の整合化が進む中、一時的にせよ、規制に地域間格差を

設けることの根拠及び効果はどのようなものであろうか。

まず、地域間で規制に格差を設ける根拠となり得る地域特性の違いとしては、以下の点が挙

げられる。

第一に、地理的条件や自然条件の違いが挙げられる。現在でも一部特例が設けられてはいる

が、地域の実状に応じてよりきめ細かな規制を行うといったことが考えられる。

第二に、市場条件や産業構造の違いが挙げられる。これらの条件の違いは政府介入の根拠と

される市場の失敗が発生するかどうかに関係しており１７、例えば、需要が大きいため市場メカ

ニズムが十分に働く可能性がある地域において先行して規制を緩和するといったことが考えら

れる。

第三に、住民が必要と考える政府規制の程度についての地理的な差異が挙げられる。歴史

的・風土的要因や、各地域の経済状態等の違いにより、規制改革に前向きな地域とそうでない

地域が存在する場合、前者において先行して規制改革を行うということが考えられる。また、

規制改革に対する取り組みの地域間格差には、住民の意向よりも既存事業者等の利益集団の影

響力が強く作用している可能性があることに注意する必要がある１８。

このような地域特性に対応して規制の特例を導入することにより、以下のような効果が期待

される。

まず、地域を限定した規制改革の効果が全国的な規制改革を加速させる「ショーウィンドー

効果」が期待される。すなわち、ある地域で先行して規制改革を行った結果、そのメリット及

びデメリットが明らかになることにより、他の地域の住民の選好が変化する可能性がある。ま

た、住民は反対をしていないものの、不利益を被る可能性のある利益集団が実質的に規制改革

１６ 田中他（２００１）参照。
１７ 政府による規制の根拠、規制改革の意義については、Armstrong, Cowan, and Vickers（１９９４）、Stiglitz
（１９８８）、OECD（１９９７）、清野（１９９３）等を参照。

１８ 横倉（１９９５）参照。
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の進展を遅らせている場合については、特区の導入を通じてそのことが明らかになり、規制改

革を進める大きな契機となる可能性がある。

また、制度改革に当たり、地域を限定して試行的に新制度を導入し、その成果を踏まえ、全

国的な適用を実施するか否かを決めるという、「制度改革の実験」的効果も期待できる１９。

更に、地域特性を活かした産業の集積が促進されることが期待される。集積は何らかのきっ

かけにより一度形成されると持続性・発展性を持つものであり２０、特区の制度を活用して生ま

れた産業の集積が地域経済の新たな発展の契機になる可能性もある。

これらの効果を通じて、全国的な規制改革が加速されるとともに、地域経済の活性化が図ら

れれば、構造改革特区導入の効果は大きなものになる可能性がある。

２． 大店法の規制緩和と小売業への影響

規制改革を内容とした特区は内外にほとんど前例がないが（コラム１－１参照）、ここで

は、地方レベルでの法律の運用の違いにより、地域間で規制の程度に格差が生じたことの効果

を、旧大店法（大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律）の例でみるこ

ととする２１。旧大店法においては、大型店の新増設、営業日数、開店時間を通商産業大臣への

届出制としていた。同法は、地元の関係者からなる「商業活動調整協議会（商調協）」が実質

的に出店調整を行うなど、特に８０年代を通じて出店抑制的な運用が行われていたと言われる。

その後、９２年の商調協の廃止等、規制緩和が進められ、９０年代の大規模小売店舗の新増設は８０

年代と比較して大幅に増加した（第１－２－４図）２２。ここでは、８０年代と９０年代の大規模小

売店舗の新増設の状況とその小売業への影響について考察を行う。

まず、８２年と９１年の間の大規模小売店舗の売場面積の増加率を都道府県別にみると（第１－

２－５表）、最大の沖縄県（１１２％増）から最低の和歌山県（４％増）まで大きな差があること

がわかる。増加率の上位１０県（以下「８０年代上位１０県」と表記）及び下位１０県（以下「８０年代

下位１０県」と表記）をみると、その経済的・地理的属性は様々であり、このような大きな格差

の生じた背景には各県における大店法の運用の違いが影響している可能性が示唆される。そこ

で、８２～９１年の売場面積増加率の全国平均、「８０年代上位１０県」平均、「８０年代下位１０県」平均

により、大規模小売店舗及び小売業全体の活動状況を、８０年代と９０年代について比較してみる

ことにする（第１－２－６図）。

まず、８２年から９１年の間の変化についてみてみると、「８０年代上位１０県」では大規模小売店

舗の販売額の増加率が全国平均に比べて大きくなっている反面、「８０年代下位１０県」では販売

額の増加率も小さくなっている。興味深いのは、「８０年代上位１０県」では大規模小売店舗を除

１９ 八代（２００２）参照。
２０ Krugman（１９９１）、Fujita, Krugman and Venables（１９９９）参照。
２１ 旧大店法に基づく参入規制は、中小小売店の保護という政策的目的に照らして過当競争を回避すべきと
判断された例に挙げられるが、過当競争あるいは破壊的競争を政府介入の根拠となる市場の失敗の類型
に含めることについては懐疑的な見方が強い（横倉（１９９５）参照）。

２２ 大店法の規制緩和の経緯については内閣府政策統括官（２００１a）参照。
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　　　　　　　（m2）

　　（年）

（備考）１．通商産業省「商業統計表」により作成。
　　　　２．年当たりに換算。

第１－２－４図　90年代に大幅に増加した大規模小売店舗の売場面積
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第１－２－５表　大きく変化した都道府県別の
　　　　　　　　大規模小売店舗売場面積増減率

82-91年 91-99年
沖縄 111.6 70.6
奈良 75.8 73.8
山梨 60.6 63.7
香川 56.2 102.0
鳥取 54.8 81.8
滋賀 51.1 99.1
埼玉 47.6 50.5
岩手 44.6 77.5
徳島 42.2 59.1
新潟 41.1 96.2
（単純平均） 58.5 77.4
山形 20.3 88.8
長崎 20.2 76.8
福岡 19.1 67.1
山口 18.8 80.6
群馬 11.2 119.9
佐賀 10.3 132.3
青森 8.2 91.7
愛媛 7.1 102.6
宮崎 4.7 79.8
和歌山 4.2 55.2
（単純平均） 12.4 89.5
平均 31.1 66.9
標準偏差 18.3 23.4
変動係数 0.59 0.35

（備考）通商産業省「商業統計表」により作成。
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く小売業についても販売額及び従業員数の増加

率が全国平均に比べ大きくなっており、逆に

「８０年代下位１０県」ではそれが全国平均に比べ

小さくなっていることである。大規模小売店舗

の新増設を抑制することが大規模小売店舗以外

の小売業の保護・育成には必ずしも役立ってい

ないことがうかがわれる。

更に興味深いのは、９１年と９９年の間の動向で

ある。まず、「８０年代下位１０県」は、９０年代に

は逆に全国平均や「８０年代上位１０県」を上回る

大幅な大型小売店舗の売場面積の増加を記録し

ている。また、売場面積の増加を反映して、大

規模小売店舗の販売額も「８０年代下位１０県」が

全国平均を２倍以上上回っている。大規模小売

店舗を除く小売業についても、従業員数は８０年

代よりも増加率を拡大している他、販売額は９０

年代の全国と比較して相対的によい数値を記録

している。

以上から、①８０年代に大規模小売店舗の新増

設が進んだ地域においては、９０年代においても

引き続き活発な新増設の動きが続いており、ま

た、そのような地域においては８０年代、９０年代を通じて小売業の活動が全国平均と比較して好

調であった、②８０年代に大規模小売店舗の新増設が低調であった地域においては、９０年代にお

いては一転して全般的に新増設の動きが活発になり、また、これらの地域においては８０年代は
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　（備考）通商産業省「商業統計表」により作成。

第１－２－６図　地域の小売業を活性化させた大規模小売店舗の売場面積の拡大
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小売業全体の活動が全国平均と比較して低調であったのが、９０年代には全国平均との格差がむ

しろ縮小した、といったことが分かる。

以上の分析からは、大規模小売店舗の新増設を抑制することが既存の事業者の保護につなが

るわけではなく、むしろそれを積極的に進めることが小売業全体の活性化に結び付くこと、ま

た、地域間競争がこのようなプロセスにおいて重要な役割を果たしていることが示唆される。

この背景には、①大規模小売店舗の新増設は消費者の購買意欲を拡大する、②大規模小売店舗

の新増設はその他の小売店舗の営業努力を促す、③大規模小売店舗の新増設が進まない場合、

消費者は他県での購入を増やす、といった動きがあると考えられる。

３． 特区を活かす地域の取り組み

では、構造改革特区を地域経済の活性化に結び付けるために地方公共団体に求められる方策

としてはどのようなことが考えられるであろうか。

①対象分野の明確化

まず、特区を活用して伸ばしていこうとする分野を絞り込み、必要な規制改革分野を明確化

することが重要であろう。その際、全国各地で同種の産業が発展するという規格大量生産時代

の発想ではなく、他地域との差別化を重視する必要がある。また、集積のメリットが発揮され

るような分野に着目することが重要である。

戦略を立案する際には、他地域や諸外国において成長している企業・産業の事例や、経済・

社会構造の変化により今後成長が見込まれる産業についての予測等を参考にすることが有益で

ある。本レポートもそのような指針の一つになることを意図している。
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②グローバルな観点の重視

従来から、規制が障壁となって進出を妨げられてきたと考える外国事業者は多い。また、外

国事業者は特例措置を生かして国内の事業者が思いつかない画期的な事業を行い、新たな市場

を開拓する可能性もある。外国事業者のニーズの把握は、特区の企画の段階から重要な鍵とな

るであろう。

一方で、中国を始めとしたアジア諸国は急速に工業化を進めており、特区の企画に当たって

は、国内だけでなく、世界的規模での地域間競争を念頭に置く必要がある。我が国に比べ遥か

に労働コストの安いアジア諸国等との競争の観点から、単なるコストの引き下げではなく、新

たな付加価値を生み出すための施策を打ち出すことが重要である。

③マーケティングの重視

構造改革特区の内外の企業等への広報は極めて重要である。特例措置の内容や地域の様々な

特性について、可能な限り早期に広報を行うことが重要である。このことに関しても諸外国か

ら学ぶ点が多い。例えば米国においては、地域に関心を持った企業に対して州や郡、市の首長

によるトップセールスが盛んに行われている他、多くの州が企業誘致を主要な役割とした在外

事務所を各国に設置している２３。構造改革特区の導入を契機に、我が国の地方自治体において

も地域の PRに関する積極的な取り組みが開始されることが期待される。

２３ 経済企画庁委託調査（１９９８）参照。
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