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I. は じ め に

人口は，地域の実態を把握する最も基本的な指標

と考えられ，同時に，その動向を議論することは，地

域の将来像を描く上での出発点といってよい。また，

2005年にわが国の人口が減少に転じた際には，新聞

やテレビなどのメディアが一斉にそのニュースを報

じたことなどから，人口およびその動きに関する社

会的関心は高いと推察される。

一方，第28次地方制度調査会は，2006年2月28

日に「道州制のあり方に関する答申」を小泉純一郎

首相（当時）に提出し，「広域自治体改革のあり方は，

（中略）その具体策として道州制の導入が適当と考え

られる」と結論づけた。そして，具体的な組合せに

おいては，東北地方（青森県，岩手県，宮城県，秋

田県，山形県，福島県）を一つの区域とする案が優

勢となっている。したがって，今後，地域人口を論

じるにあたっては，地域スケールとして地方レベル

を対象とした分析の重要性が高まると考えられ

る 。

以上から，本研究ではまず，東北地方の231市町

村 について，2005年の国勢調査人口を基準に2035

年までの将来人口推計を行い，それをもとに東北地

方の将来人口の動向を分析し，将来東北地方が発展

するための提言を加えた上で，結果をプレスリリー

スした。そして，新聞社の報じ方について傾向を考

察した。

新聞は，真実で質の高い情報を伝えると同時に，社

会におけるさまざまな関心やニーズをくみ取り，そ

れらを発信する役割を担っている（島田，1986）。し

たがって，新聞報道を分析することにより，リリー

スに対してどのくらいの新聞社が記事にしたか，ま

た，記事にした新聞社がリリース内容のどこに注目

したかを分析することによって，東北地方の将来人

口に対して社会がどのような関心を持っているかを

ある程度把握することができると考えられる。

II. 推計方法とリリース内容

推計作業は2008年5月～6月に行い，手法はコー

ホート要因法を用いた。なお，推計上の留意点とし

て，推計項目のうち，出生および死亡は，国立社会

保障・人口問題研究所（社人研）の「日本の都道府

県別将来推計人口（平成19年5月推計）」を参考に，

それぞれ各市町村が存在する県の女子年齢階級別出

生率および男女年齢階級別生残率を適用した。また，

移動は，2000年～2005年の男女年齢階級別生残率よ

り推計される2005年の封鎖人口と同年国勢調査人

口との差から，2000年～2005年の年齢階級別純移動

率を算出し，それを以後も不変のものと仮定した。

推計結果をまとめたリリース内容は以下のとおりで
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ある。

1. 人口動態

2005年から2035年の30年間で人口が増加する

市町村は8つで，これは東北地方全体の3%に過ぎ

ない。一方，30～50%の減少が135市町村と半数以

上（同58%）を占め，50%以上減少する市町村も14

（同6%）に達する。なお，全般的に減少のスピード

は小規模自治体ほど早く，2005年国勢調査で人口1

万人以下の町村に限れば，30～50%の減少が64%，

50%以上の減少が16%となり，約8割の町村で人

口が30%以上減少すると推測される。

2. 高齢化

2005年国勢調査では，65歳以上の高齢者比率が

20%以下の市町村が22（約1割）存在したが，2025

年には消滅すると推測される。逆に，高齢者比率が

50%以上の町村が，2005年の2つから，2035年の23

に増加し，東北全体の約1割に達すると推測される。

なお，ここでは高齢者比率が50%以上の市町村を

「限界自治体」と名付けたが，これは大野（2005）に

ならったものである 。

3. 分布変動

金本・徳岡（2002）は，中心市および就業人口の

10%以上が中心市で就業する自治体で構成される

圏域を「都市圏」と定義している。この定義によれ

ば，東北地方には2005年時点で人口30万人以上の

都市圏が10存在する。最大は仙台都市圏（156.3万

人）であるが，2005年の人口を100とした場合，2035

年の人口は，仙台都市圏が94，他の9都市圏人口の

合計が82であるのに対し，それらに含まれない市町

村の合計は67と推測される。その結果，仙台を含む

10都市圏の人口比（対東北地方）は，2005年の53.6%

から2035年には59.7%に上昇する。すなわち，東北

地方では今後，人口の減少と都市部への集中が同時

に起こると考えられる。

4. 提言

これらの結果をふまえた上で，今後における東北

地方の発展の可能性を考えた場合，一つに，(1)拡

大均衡型から縮小均衡型への開発方針の転換（原，

2007）が挙げられる。これは，ほとんどの市町村で

人口減少，高齢化が一層進展すると推測される中，社

会資本や人的資本の全面的な見直しを行うことで身

の丈にあった地域運営を推進すべきとの主張に基づ

く。また，(2)地域が持つ個性の発揮，地域ブラン

ドの確立（今野，2007）も重要である。これは，数

（人口）の減少を知（技術力など）で克服するという

理念に基づく。さらに，人口の減少と都市部への集

中が同時に起こるとの推測から，(3)拠点性を重視

した地域戦略も必要であろう。具体的には，人口が

多い都市圏の経済基盤を固め，周辺地域をけん引し

ていく構図である。

レポートでは，この3点を考えうる提言として記

した。

リリースレポートは，2008年8月14日に，東北地

方各県の主要地方紙，および山形県に支局等を持つ

全国紙へ配布した。なお，全国紙へのリリースを一

県のみで行ったのは，リリースレポートが東北地方

全域を扱っているため，仮に掲載された場合，同一

紙であれば支局間の報道内容に大きな差はみられな

いと考えたためである。

III. 新聞の報道

プレスリリースの結果，東北6県のうち3県の地

方紙 ，全国紙（地方版）4紙，直接リリースレポー

トを配布していないが他紙の報道により情報を得た

地方紙2紙の，計9紙に掲載された。東北地方の将

来人口に対する地元新聞社の関心は相応に高かった

といえよう。

それらをまとめたものが第1表である。

1. 掲載日と掲載面

ほとんどの新聞社では，リリースの翌日から半月

の間に記事にしている。また，全国紙を除けば，記

事の場所は1面ないしは2面に置かれている。これ
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は，人口に対する読者（社会）の関心の高さを意識

した取り上げ方だと考えられる。

2. 見出し

大見出しでは，「人口動態」関係が5紙，「高齢化」

関係が4紙と，マスコミの関心は2分していた。た

だし，共通事項として，各紙とも見出しには具体的

な数字を示し，特に，高齢化については「限界自治

体」という言葉も使うなど，読者の関心を引く工夫

をしている。

また，9紙のうち4紙では，「分布変動」関係の小

見出しを設けており，人口の都市部への集中を重視

する姿勢もうかがえる。

3. 分析結果について

大半の記事では，III章でまとめた分析結果につい

て一通り言及している。ただし，各紙に共通する点

として，人口動態であれば「2035年時点で人口が増

加する市町村は3%」，高齢化であれば「2035年には

市町村の1割が限界自治体」，分布変動であれば「都

市部に人口が集中」といったように，リリースした

内容から特徴的な数字や傾向を新聞社側で選択して

伝えている。

なお，リリースにあたっては「分析結果は東北地

方を一つの地域単位としており，個別の県や市町村

に言及するものではない」と断ったが，実際には，記

事を掲載した新聞社の半数程度から，発刊エリアの

動向について別途照会を受けた。

4. 提言への言及

リリースレポートの提言については，各紙ともあ

季刊地理学 61-4（2009)

第1表 プレスリリースの掲載状況

地方紙 全国紙

新聞名 東奥日報 河北新報 山形新聞 東海新報 荘内日報 読売新聞 朝日新聞 毎日新聞 産経新聞

発行エリア 青森県 宮城県 山形県 岩手県
気仙圏域

山形県
庄内地方 山形県 山形県 山形県 山形県

掲載日 8/17  9/1  8/15  9/9  8/20  8/17  8/26  8/19  8/17

掲載面 2面 1面 2面 1面 1面 山形版 山形版 山形版 東北版

大見出し
人口増
東北で
8自治体

1割が
「限界
自治体」

1割が
「限界自
治体」に

急速に
減少する
気仙の人口

65歳以上
「40 50%」

に

人口
2035年
全市町村
で減

30年で
東北は
220万人
減と試算

1割が
「限界自
治体」

30年で
人口増の
市町村3%

見出し 分類 人口動態 高齢化 高齢化 エリアの
人口動態

エリアの
高齢化

エリアの
人口動態 人口動態 高齢化 人口動態

小見出し 都市部集
中が進行

都市に
人口集中

都市部に
人口集中 なし なし 仙台圏

集中 なし なし なし

分類 分布変動 分布変動 分布変動 － － 分布変動 － － －

人口動態 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

分析
結果 高齢化 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

分布変動 ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○

発行エリア言及 ○ × × ○ ○ ○ ○ × ×

提言言及 全項目 (3) (2)(3) × 全項目 × (2) × ×

分析結果」「発行エリア言及」で，○は言及している，×は言及していないことを意味する。
提言言及」は，本文中の，(1)拡大均衡型から縮小均衡型への開発方針の転換，(2)地域が持つ個性の発揮，地
域ブランドの確立，(3)拠点性を重視した地域戦略，のうち，言及した番号を示している。
新聞各紙による
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まり深くは言及していないが，(3)の「拠点性」につ

いては地方紙で5紙中4紙がふれている。また，4紙

のうち3紙は，記事に「分布変動」関係の小見出し

を設けており，レポートにある「東北地方の発展に

は，経済基盤がしっかりした『強い都市』を確立し，

それらが中心となって東北全体をけん引する地域戦

略が必要」という部分を引用している。

なお，河北新報は（3）の提言のみ取り上げている

が，これは，同紙が，本社のある仙台市と隣県の山

形市を中心とした圏域の連携を重視している こと

から，（3）の提言内容に反応しやすい下地があった

とも考えられる。

IV. お わ り に

本研究では，社会的関心が大きい「人口」をキー

ワードに，東北地方の全市町村の人口推計をもとに

同地方の将来人口を包括的に分析し，その結果をふ

まえたリリースレポートを新聞社がどう報じたか考

察した。

その結果，以下のような結論が導き出された。

まず，分析結果を「人口動態」「高齢化」「分布変

動」の3点に大別してプレスリリースしたところ，新

聞の大見出しは，2035年に人口が増加する市町村が

全体のわずか3%に過ぎないという推計結果に代表

される「人口動態」関係と，2035年には約1割の市

町村が高齢者比率50%以上の「限界自治体」になる

という推計結果に代表される「高齢化」関係に大き

く分かれ，社会の関心が必ずしも一方に偏っていな

いことが推測された。

一方で，地方紙を中心に，今後都市部の人口比率

が高まるという推計結果に代表される「分布変動」を

小見出しに置き，分析結果に付記した提言から「拠

点性を重視した地域戦略」を取り上げた新聞も目

立った。

したがって，新聞記事の論調の分析から，人口減

少，高齢化の進行という厳しい状況をふまえつつ，経

済基盤が強固な都市圏域を確立し，それらが中心と

なって東北全体を牽引することで東北地方の発展に

結びつけることが重要だとの解釈が可能である。

こうした点をふまえ，今後は，行政，経済界，あ

るいは産官学連携などによる，東北地方の発展に向

けたさらなる施策が求められているといえよう。

付 記

本稿の骨子は，2008年度日本人口学会第2回東日

本地域部会のテーマ報告「地域人口推計の現状と課

題」（日本女子大学）において発表した。

(2009年9月24日 受理)

注

1) このような地域スケールでの研究は，数多い地域

人口研究の中でも，九州地方を対象にした陳（2002），

中国地方を対象にした和田（2005）などにみられる程

度である。

2) 2008年7月1日に福島市と飯野町が合併したた

め，現在は230市町村であるが，本研究では，東北地

方の市町村数は分析時の231のまま変化しないと仮

定して議論している。

3) 大野が定義する「限界自治体」では，高齢者比率だ

けでなく，財政難で行政サービスが困難な状況にあ

るなどの条件も設けている。

4) いずれも，県内での発行部数はトップである。

5) 河北新報社では，2003年11月より仙台市と山形

市を中心とした圏域の連携を議論する「仙山カレッ

ジ」を開催している。これには，仙台市と山形市が，

全国でも珍しく「県庁所在地が隣接している」ことも

背景にあると考えられる。
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