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２００７．１．３０ 
農山漁村活性化推進本部会合資料 

 

総合的な農山村地域政策の提案 

 
グリーンチャンネル会長 

中山間地域フォーラム副会長 
野 中 和 雄 

 

◇ 農山村と政策の現状をどう認識するか 

O 美しい国で進む農山村社会の「空洞化」 
   ・ ｢立ち上がる｣地域の一方で広がる「まち・むら格差」 
   ・ 累次・多数の施策でも縮小・消滅の危機に直面する地域 
 
O 各省が競う地域活性化策への期待と懸念 
   ・ 地域政策で抜け落ちる農山村社会の視点 
   ・ 交流・ツーリズム・・・なぜ成功しないのか 
 
O 農林水産省の「総合的な施策」の姿が見えない 
   ・ ｢農山漁村及び中山間地域等の振興に関する総合的な施策の企画及び立案

並びに振興に関すること」（改正農林水産省設置法） 
 

◇ 農山村のニーズをどう認識するか  

O 国は農山村や中山間地域をどのように重要と考えているのか？ 
   ・ 進む「誇りの空洞化」 
   ・ 見えない農山村や中山間地域のビジョン 
   ・ 国からの｢強いメッセージ」がほしい！ 
 
O 農林業よりもまず｢地域｣を再生したい！ 
   ・ 都道府県農林部―市町村農林課ルートの限界 
   ・ 多面的機能の理屈をつけないストレートな地域政策を！ 
   ・ 産学官の知識・経験の結集 
    
O ｢地域自らで考えよ｣と言われても・・・ 

・ 市町村・農協の広域合併で進む農山村の｢周辺化｣ 
・ 「言い出しっぺ」にかかる負担と欲しい権威 
・ 小学校区等の新しいコニュニティーへの期待 
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◇ 提 言 

 
１．｢立ち上がれない｣要因の実証的・徹底的な検証 
 
２．総合的な地域政策の展開、特に「熱いメッセージ」の明示 
 
３．産学官連携等の「地域支援組織」の育成・支援 
 
４．新しいコミュニティー組織への「継続的で自由度の高い支援」 
 
５．農山村地域活性化の知見を蓄積する官民連携のシンクタンクの整備 
 
６．農山村地域連携による情報発信の充実 



資料２ 

「中山間地域フォーラム」の設立について 

―― 日本人の原風景｢中山間地域｣を産学官で応援する ―― 

 

わたしたち日本人のふるさとであり原風景でもある「中山間地域」には、多様な自然や生態系、

美しい風景や伝統文化がまだ豊富に残されており、食料等の生産だけでなく、自然環境や国土

の保全、水資源の涵養、グリーンツーリズムや情操教育の場の提供など多面的で重要な役割を果

たしています。しかし、今、その多くの地域では高齢化・過疎化によるコミュニティ機能の低下が進

んでおり、累次の政策にもかかわらず「集落消滅」の危機感を抱いている市町村も決して少なくあ

りません。特にわが国の人口減少に伴う様々な改革は、今後この地域に深刻な影響を与え、地域

格差の拡大することが懸念されており、従来のタテ割りや部分的な施策・研究・支援活動では到

底対応できない状況となっています。新しい国土形成計画においてもこの地域の位置づけは重

要な論点になるものと考えられます。 

このため、中山間地域に熱い思いを抱く全国の産学官等の有志が連携協力してこの地域の再

生を支援すべく、去る 7 月 1 日、「中山間地域フォーラム」を設立いたしました。私たちは、様々な

分野の専門知識や豊かな実務経験を活かして、この地域のあり方について実証的学際的な検討

を行い知見の集積を急ぐとともに、政策提言や意欲的な現地への助言や支援を行なうなど、かけ

がえのない可能性に満ちた中山間地域の再生に向けて活動していくこととしています。 

 

〈活動計画〉 

１． 中山間地域に関する専門家・実務家のネットワークの形成 

２． 中山間地域に関する研究会の開催（現地の指導者、異分野の専門家等を招いて中山

間地域の現状と将来展望等について学際的実証的な検討を行う。） 

３． いきいき中山間地域の育成支援（具体的な市町村や集落を取り上げて実証的な検討

を行い、提言をとりまとめ、支援を行う。） 

４． 国・都道府県・市町村に対する政策提言 

５． 市町村・集落等からの要請に応じたアドバイス・支援 

６． 中山間地域に対する企業・団体・個人の支援活動等への協力 

７． 中山間地域さとづくりに向けた国民的運動の推進 

８． 集落ビジョンの推進に向けたシンポジウムの開催等 

 
〈事務局〉   

中山間地域フォーラム事務局 
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 3-29 財団法人日本農業研究所内 （図司

ず し

研究室）  TEL：03-3262-6351(呼)／FAX：03-3262-6355 

homepage: http://www.chusankan-f.net/ 

e-mail：tebento@chusankan-f.net   

mailto:tebento@chusankan-f.net


〈発起人〉 

荒蒔康一郎（キリンビール）、飯国芳明（高知大学）、家田 仁（東京大学）、石川敬義（荘銀総

合研究所）、伊東尚志（富山県上市町長）、今村 司（日本テレビ放送網）、岩崎和己（農業土

木学会）、上野博史（農林中央金庫）、魚津龍一（富山県朝日町長）、牛島正美（全国町村会）、

遠藤和子（農村工学研究所）、大隈 満（愛媛大学）、合瀬宏毅（NHK）、太田信介（水資源機

構）、太田原高昭（北海学園大学）、大橋信夫（三井物産）、大森昭彦（全国農業改良普及支

援協会）、岡田秀二（岩手大学）、小川全夫（九州大学）、奥田 貢（和歌山県北山村長）、小

田切徳美（明治大学）、小野精一（山形県小国町長）、織作峰子（写真家）、笠松浩樹（島根県

中山間地域研究センター）、柏 雅之（茨城大学）、岸 康彦（日本農業研究所）、木田滋樹（日

本施設園芸協会）、北村秀雄（日本農業新聞）、工藤清光（農村工学研究所）、熊谷（松田）苑

子（淑徳大学）、倉増卓雄（山口県美東町長）、栗田庄一（農山漁村文化協会）、黒木定蔵（宮

崎県西米良村長）、小林 一（鳥取大学）、古谷堯彦（全国地方新聞社連合会）、齋藤章一（ま

ちむら交流機構）、目 光紀（中国新聞）、佐藤 了（秋田県立大学）、佐藤 準（全国水土里ネ

ット）、佐藤洋平（農業環境技術研究所）、澤井安勇（総合研究開発機構）、清水愼一(ジェイテ

ィービー)、生源寺眞一（東京大学）、図司直也（日本農業研究所）、千賀裕太郎（東京農工大

学）、祖田 修（福井県立大学）、曽根原久司（えがおつなげて）、高木 賢（弁護士）、高島正

之（三菱商事）、高橋 強（石川県立大学）、高橋彦芳（長野県栄村長）、高藪裕三（日本プロ

ジェクト産業協議会）、立花 宏（日本経済団体連合会）、辻 雅男（東京農業大学）、鶴見淑男

（筑波書房）、中ノ森寿昭(山陰合同銀行)、中島紀一（茨城大学）、永島敏行（俳優）、西村幸

夫（東京大学）、野口政志（日本草地畜産種子協会）、野中和雄（グリーンチャンネル）、橋詰 

登（農林水産政策研究所）、林 良博（東京大学）、原 耕造（JA 全農）、広田純一（岩手大学）、

弘中義夫（日本森林技術協会）、藤山 浩（島根県中山間地域研究センター）、星野 敏（神戸

大学）、堀尾正靱（東京農工大学）、牧山正男（茨城大学）、増渕隆一（中央農業総合研究セ

ンター）、松田裕子（日本農業研究所）、三井昭二（三重大学）、向井地純一（JA 全中）、村田

泰夫（農林漁業金融公庫）、守友裕一（宇都宮大学）、門間敏幸（東京農業大学）、山崎寿一

（神戸大学）、山下一仁（農林水産省）、米田博正（全国山村振興連盟）、米田雅子（東京工業

大学、建築技術支援協会）、脇本哲也（北海道知内町長） 
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交流と地域リーダーの育成、地域資源の活用 

早稲田大学教授 宮口侗廸 

１．地域・空間は多様なり－地理学の原点－ 

   多様な自然の上に人間がさらに違いをつくった 

    違いに対する感動があるか→ヨーロッパ人は敏感、地理学の重要性 

    個別性を克服して普遍的原理が→人権、民主主義、etc． 

日本人の基本的性格 

    九州から東北まで同じ農村風景→地域オリジナリティのなさ 

    北国で暖房をしたか、雪下ろしの大変さ 

みんなで同じことをやってうまくいった→長い画一化の歩みは水田化が元祖 

個人のユニークな能力は不要－不慣れ－、細かい違いには敏感→ひと味違う 

小都市の商業は個性を生む→個性的なお祭り－八尾の風の盆、佐原の山車－ 

20世紀には工業化・都市化による画一化が進行 

２．地域社会の第 1の転換期－高度成長期－ 

   都市に行けば食える時代→初めて農村が中から壊れた 

   拡大成長がキーワードに－大きいことはいいことだ－ 

    県庁所在地の一人勝ち、個性ある小都市の衰退→画一性の強化 

    １億総兼業化、食品すら都市から 

   違いはすべて格差に→ワザ・誇り・美学が消える←→ヨーロッパの小さな店舗 

ルイ・ヴィトンは日本が支えている、ケータイ文化の蔓延、無防備 

   日本の中の大きな違い－沖縄と北海道－ 

    沖縄のあたたかさは土地に頼れないところから→肉食文化 

移住社会北海道の社会変化とオリジナリティ－暖房、雪祭り－ 

４．第 2の転換期－20世紀の最後の 10年から 21世紀へ－ 

バブル経済のまやかしへの嫌悪と自己へのまなざし 

自然の価値の再認識、大小では測れない価値、地域の違いへの目覚め 

地域づくり・まちづくりの時代 

小都市・農山村には成長する都市的地域とは異なる発展の図式がある 

空間・資源の新しい使い方の創造による発展→新しいワザの必要性 

地域の価値に気づくのは他人→美瑛の前田真三、富良野の倉本聡、ファーム富田 

    由布院も他人の指摘から→東京や別府との違い、ドイツのバーデンとの共通点 



普遍性を踏まえた個性の育成へ→違いを格差ではなく価値に変えること 

５．違いを価値に変えるのがリーダー 

   地域づくりとは時代にふさわしい価値を内発的につくり出す営為 

   カソサカは輝かしい逆転の発想→これが当たり前にならなければ 

高知県馬路村の恐るべきユズパワー 

   キーワードは使い方→二重・三重に空間・資源を使いこなすワザの育成 

    問われるのはオリジナリティ－徳島県上勝町のツマモノ－ 

    農村風景そのものが新しい資源に－北海道富良野・美瑛－ 

    山間僻地も人が集う場に－熊本県小国町の九州ツーリズム大学－ 

    水源地の価値の主張－川上宣言と森と水の源流館－ 

   田舎の産業はツーリズム複合をめざすべし 

６．人は成長しリーダーになれる－交流でオリジナリティとパワーを身につけるべし－ 

基礎的な力量の上に他人の目を学ぶことが交流の価値 

交流とは異質の系統とのつきあい→刺激は必然、楽な話ではない 

都市に育つ普遍性と田舎で育つ野性の相互刺激による成長に大きな価値 

出かけていく研修の価値→目線が同じ遠くの仲間の存在－リーダー養成塾－ 

語ることの価値→知識とパワーは人にあげることによって身につく 

高いレベルで支え合えば足を引っ張られない 

できる他人と作業するのもリーダーへの道→敏速なパワーアップが 

岩手県葛巻町の畜産開発公社 

７．まとめ－共同から協働へ－ 

   よく似たタイプの顔見知りがちからをあわせるのがかつての共同作業 

   交流によってさまざまな異質のパワーの存在がわかる 

協働→異質のパワーを結びつけることによって飛躍的なパワーを生むこと 

空間・資源の活用は人材の活用から→使い方を見つけるのは人 

得意技の協働でシステムづくりを 

協働の要に自治体職員→国・県の情報、予算、地域の人の情報を熟知せよ 

    オリジナリティと粘り強さ、ふところの深さ 

   時代の風をキャッチし、強力な協働のしくみを 



































「農山漁村の活性化に向けた課題等について」 

070130（財）社会経済生産性本部 研究主幹 丁野 朗 

 

１．「ルーラルヘリテージ（邑の遺産）ツーリズム」促進事業 

   ～邑にあるもう一つの美・豊かさを活かす～ 
 

（１）趣旨 

 農林水産省がグリーン・ツーリズムを提唱して１５年が経過するが、発祥の地であるイギリス・フランス等と比べて、

農漁村エリアの総合的な魅力が活かしきれているとは言えない。農漁村エリアは日本の近代産業や技術の全ての

発祥の地であり、いわば近代の「孵卵器」の役割を果たしてきた。そこで、これらの資産（遺産）を活用した、テーマ

性の強い新たな交流型産業（ツーリズム）を創出する方策について提案したい。 

 

（２）内容 

①農漁村エリアにある全ての資源を、産業や技術・技能・人物などの視点から発掘し再編集する。 

②資源の内容＜参考図表１．２＞ 

 ■産業系遺産： 農業用建物（サイロ・水車小屋等）・農業用道具、運河・水路・疎水・溜池・閘門・水車・蔵・倉 

庫・桑園 など 

 ■生活系遺産： 鎮守の森（寺社）・防風（砂）林・石垣・生け垣・火の見櫓・地域特性の強い古民家（蚕室など）・ 

            娯楽施設(映画館・芝居小屋、湯治場など) など 

 ■ソフトインフラ：各種地場産品（ブランド）漆器・染色・シルク・箔・和蝋燭・和紙・陶器・刃物・木工・家具・ソロバ 

ン・手袋・足袋・酒・味噌・醤油・酢……。これらの技術・技能、デザイン・意匠・農村芸能・文化・ 

能・狂言・祭り、固有の「食文化」、巡礼等のもてなし、創業者・匠などの人的資源 など 

           ＊これら資源がよく管理された「邑の景観美」は最大の資源

（３）活用の視点 

 近年のツーリズム動向に共通する顧客価値（ニーズ）である「知的満足（テーマ性）」「体験」「匠や地域の人々と

の交流」などを満たすために、（２）の資源を活かした「ルーラルヘリテージ（邑の遺産）ツーリズム」に係る地域ビジ

ネスモデルを構築する。特に、骨太のテーマや物語による地域連携を推進する。 

 例）「鉄の道」 ：オランダ⇒長崎⇒薩摩（集成館）⇒那珂湊⇒釜石⇒北九州⇒中国・ブラジル＜参考図表３＞ 

           「たたら（鉄）の道文化圏」（島根・奥出雲）など 

   「絹の道」 ：冨岡製糸場（世界遺産暫定リスト）を核とする北関東・長野の広域圏にまたがる絹のネットワー 

           ク。横濱を経由して世界の都市とリンクする。 

   「昆布海道」：北海道～富山～鹿児島～琉球～中国までの海産物や薬種などの大交流 

   他に「塩の道」「鉱石の道」など、１００のテーマルートを設定し農山漁村地域の交流を図る。 

 

（４）政策的視点（支援施策） 

 ■「道」（テーマルート）百選の調査と指定 

 ■アーカイブ事業 ： 急速に失われつつ関連資源のアーカイブ化 

 ■保全・活用支援 ： ルーラルヘリテージの総合調査・登録に基づき、その保全のための措置を講じる（宝くじ・ 

               保全ファンド／「ルーラルヘリテージマネージャー」の育成・派遣など） 

 ■活用のためのビジネスモデル構築支援事業＜参考図表４＞ 

 ■村並み博・シンポジウム等の開催 

 ■「ルーラルヘリテージ（邑の遺産）ツーリズム推進会議（仮称）」の設置 など 
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２．都市と農山漁村の「縁結び」事業 

 ～有給休暇を活用した企業と農山漁村のアドプト（養子縁組）制度の創設～ 

 

（１）趣旨 

 「都市と農山漁村の新たな共生・対流システムのあり方検討委員会」（農水省）の成果を引き継ぎ、都市部の企業

と農山漁村が持続的に交流するための仕組みを構築する＜参考図表５．６＞。 

＊企業の年次有給休暇の未消化が都市・農村交流の大きなネックになっている。未消化有休である平均９日(年 

間)が取得されると、「約４億人日」（年間１人あたり９日×正社員数）の自由時間が生まれる。これらが全て取得 

されたと仮定した経済波及効果は１２兆円、１４８万人の雇用が創出されると試算（経済産業省・国土交通省『休 

暇改革はコロンブスの卵』平成１４年）。同時に、消費だけではなく、生まれた自由時間が、さまざまな分野に 

「投資」されることにより、①「個人の活力（健康など自分への投資）」②「地域の活力（地域への投資）」③「社会 

の活力（経済への投資）」が増幅される。本事業では、特に年休を活用して、企業の社員がボランティア・地域 

貢献（ＣＳＲ）活動を進めるためのプログラムにより、地域と企業の縁結びを促進する。 

 

（２）内容 

 具体的には、企業発祥の地との交流、企業の製品・サービス（テーマ）と関連のある地域との交流など、両者の縁

結びを促進する。 

■発祥の地との交流 

 ・素材系（鉄鋼・金属・非鉄金属鉱山・電源など） 

  例）住友各社と愛媛県新居浜市（旧別子山村・四阪島） 

    新日本製鐵と釜石市（大橋・橋野高炉） 

    水力発電所等立地サイトと電力会社（九州電力やチッソ・旭化成と鹿児島県大口市） など 

 ・素材加工（繊維・機械等） 

  例）片倉工業と諏訪市や冨岡市 

    トヨタ自動車と豊田市・浜松市 

■企業の製品・サービスに縁のある地域との交流 

  例）アストラゼネカ（製薬会社）と全国４０箇所の棚田をもつ市町村とのボランティア交流と連携 

    スポーツ関連企業（用品・サービス・プロチーム等）と国体競技開催市町村との交流 など 

  

（３）活用の視点 

  事業推進においては、企業(都市) 側の一方的な社会貢献（ＣＳＲ）といった視点ではなく、企業従業員が生活 

の場としての農山漁村地域のフィールドでボランティア活動を含むさまざまな体験を通じて何かを学び、地域か 

ら活力を貰うという「wｉｎ-ｗｉｎの関係」づくりを重視する。経団連・同友会・連合等との協力も要請。 

 

（４）政策的視点（支援施策） 

■企業への支援措置 

  農山漁村地域滞在による有給休暇活用プログラムの策定支援事業など 

■農山漁村への支援措置 

  地域事業モデルの構築（共通の受け皿としてのコーディネート組織、インストラクター等人材育成、情報ポータ 

ルサイト構築など 

■仲介する中間支援機能の育成 

  企業と地域のマッチングの仕組みづくりとモデル事業など（コーディネータの育成・派遣事業など）  
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参考図表１ ルーラルヘリテージ（邑の遺産）のコンテンツ

Ａ）農業施設 農業用建物（サイロ、水車小屋、牛馬小屋など）
農業用道具（農業用機械、農具など）

⇒福岡県朝倉町の三連水車

Ｂ）産業インフラ 運河・水路・疎水・溜池・閘門・水車・道路・鉄道
漁港など

Ｃ）生活インフラ 鎮守の森（寺社）・防風（砂）林・石垣・火の見櫓
地域特性の強い古民家（蚕室など）娯楽施設（映
画館や芝居小屋、湯治場など）

⇒愛媛県内子町の「内子座」

Ｄ）ソフトインフラ 各種の地場産品（漆器・染色・シルク・蝋燭・和
紙・陶器・刀剣・刃物・木工・家具・ソロバン・手
袋・足袋・酒・味噌・醤油・酢‥）
農業及び工芸技術・技能
織物などに残されたデザイン・意匠など
農村芸術、芸能・文化、能・狂言、祭りなど

⇒鳥取県智頭町の人形浄瑠璃
発酵食品など地域固有の「食」文化
地域固有のおもてなし(四国巡礼の「善根宿」)
創業者・企業者・匠・職人などの人物

＊ これらの手入れ・管理が行き届いた「邑の景観美」は最大の資源
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参考図表２ 農山漁村にある資源の特性
～産業・地域発展の類型とコンテンツの特性～

各地域の産業と都市発展には、いくつかの類型がある。その類型ごとに活用できる資源（コンテンツ）
のタイプは異なる。従って、これら異なるコンテンツを活かすツーリズムモデルは地域ごとに異なる。
（ヘリテージ資源の例）

産業・都市類型 資源の基本コンテンツ 典型地域（事例）

Ⅰ類　鉱山地域型

坑道、軌道(鉱山鉄道)、索道、精錬所、
選鉱所、貯鉱庫、鉱山事務所、高層煙
突、山神社、社宅、企業病院、学校、芝
居小屋、共同風呂など

小坂、石見、佐渡、新居浜、釜石、生
野など鉱山、高島・軍艦島、空知、大
牟田・荒尾など炭山、新津、黒川など
の油田など

Ⅱ類　内陸繊維都市型

蚕種・蚕室、まゆ蔵、製糸場、ノコギリ屋
根工場、路地、食・文化、ファッション、
織姫神社など

足利、桐生、上田、岡谷、諏訪、八王
子、富岡、丹後、西陣　など

Ⅲ類　電源地域型
落差のある水源、発電所、ヘッドタンク、
水路橋、橋梁など

読書発電所、三居沢発電所、八百津
発電所、曾木発電所など

Ⅳ類　港湾都市型

防波堤、運河、閘門、ハネ橋、港湾事務
所、税関、赤煉瓦や石造の古い倉庫・
銀行建物など

小樽、函館、室蘭、八戸、釜石、横
浜、川崎、清水、四日市、半田、神
戸、舞鶴、門司、長崎など

Ⅴ類　大消費都市型
　　（フルセット型）

各種資料館・ミュージアムの集積、伝統
産業から先端産業まで、生活関連産業
の集積など

札幌、東京、名古屋・浜松・大阪、北
九州など（産業観光資源のネットワー
ク化による展開）

Ⅵ類　田園地域型

水車、蚕室づくりの建物など農村景観、
陶器、瓦、和蝋燭、和紙、酒・味噌・醤
油、酢など

遠野（岩手）、勝沼（山梨）、内子（愛
媛）、脇町（徳島）、吉良川（高知）な
ど各地の重伝建の町など
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日本国内及び海外（都市）の拠点ネットワーク

九州 広域圏での拠点ネットワーク

鹿児島市及び鹿児島県内の拠点ネットワーク

集成館（事業）

佐賀
佐賀藩・長崎
造船所

水戸
那珂湊

釜石
大橋高炉

北九州
八幡製鉄所

韮山
反射炉

官営釜石
田中製鉄所

オランダ
ルイク国立鋳砲所

中国・ブラジル
等世界の製鉄所

国内各地の製鉄所

精錬所
（研究機関） 耐火煉瓦

薩摩焼陶工

知覧他の
製鉄炉

郡元水車館
製薬館

（ガラス製造）

参考図表３「鉄」をテーマとしたネットワーク例（技術と人の移転）

http://www2.saga-ed.jp/school/edq10103/onlyhp/kagoshima/dai/kagoshima003.JPG
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/bunkazai/ken/shiseki/12-58/image/12-58.jpg
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参考図表４ 地域ビジネスモデルの要素

●農家民宿などの個別事業のビジネスモデルとともに、これらを包括し活かすための地域全体の事業モデル
（地域ビジネスモデル）が重要。
●これらの地域ビジネスモデルの構築が、交流型の新しいツーリズム成功の鍵となる。

「産業観光推進会議」報告書（0603）より引用

Ⅱ．地域ビジネスモデル ⇒Ⅱ．地域ビジネスモデル ⇒

Ⅰ．個別事業のビジネスモデル

○民宿・体験農園や工房
○農家レストランや直販所
○郷土館などのミュージアム
○グリーンツーリズムに係る企画
旅行商品
○情報コンテンツ制作と流通
○特産品開発 など

Ⅰ．個別事業のビジネスモデル

○民宿・体験農園や工房
○農家レストランや直販所
○郷土館などのミュージアム
○グリーンツーリズムに係る企画
旅行商品
○情報コンテンツ制作と流通
○特産品開発 など

○「組織」「ヒト」
（地域のコーディネート組織や人材
育成）

○「モノ」
（地域ブランドや物語編集など）
○「カネ」
（地域づくりファンドなど）
○「情報」
（コンテンツ・情報基盤整備など）
○「インフラ」
（特に地域内交通＝二次交通）
○「連携」
（地域連携・テーマ連携）
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参考図表５ 休暇改革の経済インパクト
～未消化年次有給休暇を完全取得したら～

■経済波及効果と雇用創出効果

（Ａ）４億日の自由時間の増加による経済波及効果 ７兆４１００億円
（内訳） 余暇消費支出額の増加 ４兆４６００億円

余暇消費増加に伴う経済波及 ２兆９５００億円

（Ｂ）（Ａ）の経済波及による雇用増 ５６万人
上記雇用増加に伴う消費支出及び経済波及効果 １兆８８００億円

（Ｃ）４億日の「休暇」による代替雇用の発生 ９２万人
上記雇用増加に伴う消費支出及び経済波及効果 ２兆５０００億円

経済波及効果の合計 １１兆８０００億円
雇用創出効果の合計 １４８万人

○日本人労働者の年次有給休暇の年平均は１８日だが、実際に取得しているのは半分の９
日。つまり正規雇用４，６００万人（試算時点）が年間９日間(１８日-９日)の休暇を捨てている
計算になる。
○これは年間でみると約４億日（試算時）の休暇量に相当する（４億日の休暇を捨てている）。
○これが全て取得された場合の経済・社会インパクトは膨大である。
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参考図表６ 休暇改革の社会インパクト

■「４億日」のうち２割が「消費型レジャー」 ⇒ １１兆８千億円

■残り８割（３億２千万日）のインパクト＝「社会インパクト」
「休暇（時間）」の再配分（投資）

（１）「癒されたい」（自然・健康欲求） ⇒ 自分の「健康」への投資
（２）「趣味の仲間をつくりたい」（ふれあい欲求） ⇒ 交流の活発化（人と地域の交流）
（３）「自分を磨きたい」（能力向上欲求） ⇒ 自分の「知」への投資
（４）「社会と係わりたい」（社会性欲求） ⇒ 「社会性余暇」（地域への投資）

① 楽しみのための投資 ⇒ 「経済が元気になる」
② 自分への投資 ⇒ 「自分が元気になる」
③ 地域への投資 ⇒ 「地域社会が元気になる」

① 楽しみのための投資 ⇒ 「経済が元気になる」
② 自分への投資 ⇒ 「自分が元気になる」
③ 地域への投資 ⇒ 「地域社会が元気になる」

つまり「休暇改革」は「３つの元気」をもたらす
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