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はじめに（背景・目的）

日本の地域経済は現在様々な課題を抱えている。人口減少、少子高齢化、

東京一極集中化、後継者不足等、持続可能な地方経済を維持・再生して

いくにはあらゆる対策が急務である。さらに、2019年後半から始まったCOVID-

19の感染拡大は全世界に大きな影響を与え、地方に限らず日本全体の経

済においても大きな変革期を迎える転機となっている。

今後、持続可能な地域経済を実現させるための解の一つとして、地域での雇

用創出をどれだけ拡大できるかが重要と考える。雇用、賃金、成長の質と量

を提供できる環境を創出し、地域に魅力的な仕事を増やしていく、そうすること

で地域に住む人々のウェルビーイングにも大きく貢献することができる。ただ、そ

れらを実現するために、地域に多数存在する企業の売上を大きく成長させる

必要があり、人材（ヒト）・製品（モノ）・資金（カネ）・情報（チエ）と

いった資産を最大限に活かして成長させることが重要である。

現在の地域の企業向けの産業振興策の多くは、官公庁や地方自治体、地

元の支援機関が中心となり、限られた予算、ある程度特定されたエリア、組

織・機能単位での支援が中心となっている。しかし、実際に支援を受ける企業

にとっては、行政の限定的な産業振興施策ではなく、より幅広かつ高度な専

門知識、国内外のあらゆる市場に精通したプロフェッショナル人材の支援を横

断的に活用したいといった要望が強い。

デロイト トーマツは、2016年からの6年間で全国各地の地域に入り込み、優れ

た技術やビジネスモデルを持つ中小企業・小規模事業者、スタートアップ等の

事業の成長のために、助言やマッチングだけに留まらない伴走型の実行支援を

積極的に展開してきた*1 。実際に企業側の視点に立ち、地元の各種支援機

関と連携しながら様々な新規事業創出や市場開拓を実現し、新規の雇用

創出・拡大といった地域経済活性化に資する成果を多数生み出してきた。

さらに次のフェーズとして、各地域の支援機関や金融機関等との連携を推進し、

支援機関の横断連携に向けた支援の仕組み構築、また支援人材の育成等

にも積極的に取り組んでいる。

また、デロイト トーマツは全国各地での成果重視型の実行支援を通じ、地域

経済の産業発展の解決手法として、民間の知見を最大限活用した積極的

な官民連携の推進が重要と考えている。全国各地のビジネス動向や事業化

に精通した民間を核とする官民組織をプラットフォームとして推進していくことで、

これまでにはない新たな産業振興施策のあり方を生み出すことが可能になると

期待している。

この参考事例として、英国で導入されているLocal Enterprise Partnership（以

下、LEP）という制度がある。LEPの組織形態は様々であるが、主に地方自治

体と民間企業の協働組織が地域の産業振興を担っており、企画立案から実

行支援までの一連の施策を民間企業が実行するというものである。行政と連

携しながら民間企業が集まり、それぞれの長所を集め新たな価値創出を実現

し発展させていくビジネスモデルは、英国だけに限らず日本の地方創生において

も有効であると考える。

そこで本稿ではまず、英国におけるLEPの導入背景、制度の特長等について整

理を行った。今後、官民連携の推進に向けた戦略立案検討の一助になれば

幸いである。

英国LEP（Local Enterprise Partnership）制度の導入

による官民連携

日本版LEP（J-LEP）の導入に向けた先進事例の概観



英国におけるLEP（Local Enterprise Partnership）制度の概要

◼ LEP（Local Enterprise Partnership）

LEPとは、英国における地方経済の発展を担う複数の地方自治体と民間企

業によるパートナーシップである。Regional Development Agency（以下、

RDA）と呼ばれる地域開発公社に代わる新たな官民連携のパートナーシップと

いわれており、地域経済の活性化のため、実態に沿った優先すべき各種施策

を地域主導で実現することを目的としている*2。

2010年5月に発足したキャメロン政権により、地域産業振興策のアプローチが

トップダウン型（行政主導型）からボトムアップ型（民間主導型）に方針が

変更され、 2010年6月にRDAに代わる組織としてLEPの設置が決定された。

LEPはより効果的な地域経済支援を目的として、行政区域単位でなく実質

的な経済圏単位を重視し、産業振興施策の企画立案から実行支援までを

担うことになる。RDAは政府によって設立され、行政区域に沿った政府主導の

組織であった。一方で、LEPは主に地方自治体と民間企業とのパートナーシップ

であり、特にビジネス面における連携推進が大きな特徴であるといえる*3。

2010年よりLEP設立の募集を開始し、当初62団体からの募集があった。そのう

ち最終的に24団体がLEPとして認定され、その後15団体が追加認定され、39

のLEPが存在していた。その後1団体の合併等もあり、現在は38のLEPが設置さ

れ、労働市場や経済規模を反映する機能的な経済エリアとしてLEPの対象区

域を設定している。LEPの設立における承認条件として、以下の4点が要件とし

て定められている*4。

➢ ビジネスにおける産業界からの支援（Support from business）

➢ 経済圏としての地理的条件の優位性（Natural economic geography）

➢ 地方自治体からの支援（Local authority support）

➢ 付加価値と熱意（Added value and ambition）

また、LEPの構成メンバーのうち半数以上は民間の企業が加入すること、代表

者は民間企業出身者とすることも設立の必須条件としている。

◼ LEPの役割

2010年10月に発表されている地方経済成長白書（Local Growth White 

Paper）では、LEPの設立における重要事項として以下3点について明記されて

いる*4,5。

➢ 地域への社会およびビジネスのシフト

（Shifting power to local communities and businesses）

➢ 地域の成長に資する建設的な投資（Increasing confidence to invest）

➢ 地域課題解決の集中投資（Focused investment）

また、一般社団法人自治体国際化協会（CLAIR）が公表する”英国の地方

自治（概要版）2019年改訂版”によると、LEPが担う役割として次のようなも

のが挙げられている*6。

➢ 政府が優先事項としている開発事業への参画

➢ 社会基盤整備と事業実現のための支援、コーディネート

➢ 地域成長ファンドに対する助成の調整、申請

➢ 新たな成長産業のハブを運営するためのコンソーシアム組成等支援および

実行支援

➢ 地域の企業に対する規制改革の先導

➢ 各種事業における資金調達および配分（てこ入れ）の支援

➢ 各種事業の推進における資金面、非資金面両面でのインセンティブ制度

の検討・設計

➢ 地域の雇用推進に係る支援（雇用主、ジョブセンタープラス*、訓練提供

者と連携した失業者支援等）

* 労働年金省が設置する職業斡旋所
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LEP（Local Enterprise Partnership）とは

出所：The LEP Network Ltd
図1：LEP ロケーションマップ*7

出所：一般社団法人自治体国際化協会の資料に基づきトーマツにて作成
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LEP制度の特長

LEPの特長として、主に次の4点があるといわれている。

◆ 民間企業が主体となる産学官金連携組織

LEPは、民間企業が主体となって経営を行う産学官金連携のプラットフォームと

いわれており、民間企業からの関与メンバーが組織の運営を行っていくことが前

提となる。また、その多くが任意団体であり、法人格が必要な場合は、法律に

従い独自に取得する必要がある。さらに、運営においてボードメンバーの半数を

民間セクターからのメンバーで構成すること、そして代表者は民間企業出身者

の就任が規定として定められており、地域の現実の経済実態に即した戦略・

計画の策定、事業の実現性や、組織運営における費用対効果の向上が期

待されている。

LEPでは、従来のトップダウン型（行政主導型）といわれるRDAとは異なり、

組織組成や意思決定において地方自治体をはじめとする行政組織は関与し

ないことになっている。当時RDAでは、民間企業出身者も地域組織に参加し

てはいたが、大半の財源は政府からの予算拠出であったこと、そして意思決定

組織メンバーの任命権を有していたのが国務大臣だった等、実態として官側に

よる影響力が大きいという実態があった。このような状況では、予算拠出の大

元である政府が考える戦略・計画が優先されることとなり、地域の経済実態

を一番理解している地方自治体や金融機関等の意見を反映することが難し

い。各地域における課題解決に必要な施策の実態とは異なり、民間のノウハ

ウを活かした公共事業・サービスの提供が難しい状況であったと考えられる*6。

現在、各LEPが公表する組織概要においては、約70％以上のボードメンバーが

民間企業出身のメンバーとなっており、民間のノウハウを最大限活用した公共

事業・サービスの展開が積極的に行われていると推察される*3。

◆ 行政単位ではない経済圏域ごとのエリア設定

LEP Networkによると、英国では現在38のLEPが設定されている*7。その圏域

設定においては、自立的な運営を優先するとともに各地域の実態に沿った本

質的な課題解決を目指し、各地方自治体とその地域の民間企業をはじめと

する構成団体によって、自発的経済地域（Natural Economic Areas）と呼

ばれる実質的な経済圏域を設定している。これには政府からの関与も行われ

ない。

LEPでは地域の経済実態を踏まえ、地域全体を経営するために適切な圏域

設定を行い、それぞれの課題等に沿った施策を立案し、実行に移していくこと

が求められる。そのため、実際にLEPの圏域がオーバーラップしている地域も多数

みられ、行政区画単位での圏域とは異なることがわかる。（図１）

LEPの導入によって、従来の地方自治体が認識する産業振興の対象圏域と、

実態経済圏域が合致するようになったことから、従前よりもより現実に沿った戦

略の策定や実行、つまり自走できる産業振興の実現が可能となっている。

また、LEPの圏域設定において法人税の免除や設備投資の減免措置等が受

けられるエンタープライズ・ゾーン*8 （Enterprise Zone 以下、EZ）制度も存在す

る。EZは、特定の産業において一定の競争力を有する分野（金融、バイオサ

イエンス、自動車、再生可能エネルギー等）を対象にしており、現在はほぼ全

てのLEPにEZが設定されている。EZの申請はLEP側から政府に対して実施される

ものであり、政府による審査の上EZの設置が決定される。EZ設置の主なメリッ

トとして次のようなものが挙げられる*7。

➢ 法人税全額免除 ※免税となる対象規制、金額上限有り

➢ 企業の設備投資における減免

➢ 計画における許可手続きの簡素化

➢ EZ内のインフラ整備等における政府からの優遇措置

EZ導入によって、新規の雇用創出や企業立地、また一定数の民間投資が実

施されているといわれている。

◆ 行政に依存しない資金調達・管理

資金管理においては、LEP自体で管理を行うのではなく、LEPを構成する代表

の地方自治体が別会計で管理を行い、LEPに参画する地方自治体のうち1団

体をLead Local Authorityとして指名する。政府からの助成金等においても

Lead Local Authorityが管理を行う。そのためLEPの規模に関係なく運営におけ

る安定的なガバナンスも担保することが可能な仕組みとなっている*9。

LEPの運営に係る財源については、原則として参画する地方自治体や民間企

業等の構成団体によって拠出され、運営することが定められている。しかし、設

立当初は参画する民間企業等の賛同を得ることが難しく、資金調達が円滑

に進まないLEPが多かった。

そのため、英国政府は2011年に設立支援を目的とした約500万ポンドの助成

制度を実施している。さらに、2012年9月には各LEPにおける戦略計画の立案

から実行力の向上を目的とした約2,500万ポンドの資金提供も行われた*4。こ

れは、2014年度までの複数年に亘る支援となっており、政府からの要件を満

たすLEPからの提案事項を対象にしたものである。これらは、あくまでLEPという組

織の立ち上げから運営を軌道に乗せるまでの一時的な措置であり、基本的に

は自己調達、独立採算であるという本質は変わらない。

各LEPは独自で各種事業を展開し行政に依存しないビジネスを展開する。一

例として、リバプールを拠点とするLEP（Liverpool City Region）では、会員制

の導入による一部運営資金の確保等が行われている。また、会員のグレードに

応じた会費制度を実施するといったLEPもある*3,10。

一方で、各LEPの個別プロジェクトの実施については、政府から地域成長基金

（Regional Growth Fund）という助成制度も存在する。地域成長基金は、

地域の雇用創出を目的とした事業を補助するものであり、LEPだけでなく民間

をはじめとしたその他の団体も助成の対象となる。この地域成長基金は、あく

まで特定プロジェクトの運営資金であり、LEPの組織運営に関する用途は対象

外となる。

さらに、地方成長基金（Local Growth Fund）という助成制度もある。これは

経済戦略に係る施策を対象にしたものであり、各LEPが提出する計画内容に

よって助成規模が変わってくる。

どちらの成長基金も、資金調達が困難な状況で申請が可能な制度である。

その上、助成以上の民間資金を担保するといった、厳格な利用条件が決めら

れている*3。要するに、LEPの活動において活用可能な助成金はビジネスにおけ

る競争的資金としての意味合いが強いと考えられ、それぞれのLEPが戦略的に

計画・実行を行っていくことが求められる。LEPは地域の産業振興施策にコミッ

トし続けると同時に、その維持運営のために持続的な成長が重要であるといえ

よう。

◆ 客観的評価の導入

LEPでは、政府に対して毎年度各プロジェクトのアウトプット、目標の達成状況

といった事業成果に関する報告を行うことが義務付けられている。この評価シ

ステムは、LEP制度導入後の2013年に始まり、各LEPの説明責任や透明性を

評価するために行われる。毎年度、策定された計画に対してどの程度目標を

達成したか、成果創出に貢献したか等、独立した第三者評価機関が評価を

行い、ビジネス・イノベーション・技能省（BIS：Department for Business,

Innovation and Skills）へ報告される*3。

また、政府においても、資金、インフラ、生産性等の分類が行われ、分類ごとに

評価を実施し、最終的に統合した結果としてイノベーション力の判定を実施す

る 。 判 定 基 準 に お い て は 、 Ideas 、 People 、 Infrastructure 、 Business

Environment、Placeといったカテゴリー等に基づいて評価が実施されている*11。

LEPの特長



LEP導入における社会・経済の影響

実際のLEP制度導入後、以下のような効果が発現しているという報告がある。

まず、従来のRDAとは異なり、LEPを組成する関係団体間での直接調整が可

能となったため、運営効率の向上がもたらされたといわれている。

実際にLEPの予算計画値は、RDA時の予算実績値と比較して2～3倍の規模

となっており、一部のLEPにおいては計画値を上回る実績が確認されている*13。

LEPの運営に従事する人材は、ビジネスや産業振興施策の豊富な経験・ノウ

ハウを有する人材が集まり、一定の報酬を得ながら活躍の場を広げている。こ

のことから、LEPの政策が地域の産業振興における雇用創出や優れた支援人

材のキャリアパス形成等において、一定の効果をもたらしているといわれている。

また、2020年に発表されたLEPの実態調査*12においては、全てのLEPにおいて各

地域の本質的課題を深く理解していると回答しており、実際に84％のLEPがそ

れらに基づいた戦略策定およびKPIの設定を行っている。さらに、各地域のス

テークホルダーからのコメントを交えた毎年のモニタリング、レビューも実施されてい

る。民間主導による組織運営の変革を通じて、実際に関与する団体・メンバー

の意識も高い傾向にあるといえる。

一方でいくつかの改善点も指摘されている。当初、政府はLEPの組織体制を

厳密に規定しなかった。そのため、民間企業が主体となって戦略等の策定を

推進することとなり、行政、NPO等の各種メンバー視点に沿った地域における

課題感の共有、メンバー間の意思疎通が十分ではなかったといった意見がある。

また、民間企業からは各種産業分野別での助言が中心となったことから、産

業分野の横断的な連携機能が限定的であるとの指摘もある。さらに、LEP内

でのプロジェクトにおける基金の配分、意思決定の透明性と説明責任、また

費用対効果の測定についても改善の必要性が求められている。

日本版LEP（J-LEP）の実現に向けて

以上、本稿では英国におけるLEP設立の背景、特長について取りまとめを行っ

た。こうした参考事例は、今後の日本の産業振興施策を検討するうえでの足

がかりになり得る。

従来からの産業振興施策は、官公庁主導、行政区域単位、官公庁予算に

依存した財源、事業実施後の評価が定性的であるなど、改善すべき点が多

い。右肩上がりの経済成長が続いていた時には有効であった産業振興施策の

あり方を、今後厳しさを増していく経済環境を見据えて、自由度や弾力性を

高めていく方向に見直していくべきなのであろう。

その解決策の1つとして、日本版LEP（J-LEP）の導入は効果的な選択肢にな

る可能性があると考える。

しかし日本版LEPの実行においては、英国LEPをそのまま日本に導入すればよい

というものではない。英国において産業振興施策の主体と考え方が官公庁主

導のRDAから民間企業主導のLEPに移行した背景と教訓をよく研究し、日本

の産業振興施策のあり方の検討に活かすことが重要である。

我が国にもDX（デジタルトランスフォーメーション）、GX（グリーントランスフォー

メーション）、RX（リージョナルトランスフォーメーション）といった、社会変革の

波が押し寄せている。地域産業振興施策にもスタートアップ、イノベーション、ア

クセラレーションといった新しい要素が入り始めている。

この機を逃さず、従来からの公平で成功前提のクローズドな面もある産業振興

施策をトランスフォームしていくべきであり、英国LEPのような事例を参考に日本

なりの解を追求していくことが必要である。
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