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第３節 首都圏の現況と課題 

（１）人口減少・少子化と労働力不足 

１）生産年齢人口が減少し、労働力不足が顕在化 

我が国の総人口は、2008年をピークに既に減少局面に突入している。しか

し、広域首都圏ではいまだ人口減少期には至っていない。これは、広域首都

圏の人口の７割近くを占める東京圏の人口がいまだ増加しているためである。 

これに対し、東京圏以外の広域首都圏では、2001年をピークに人口減少に

転じており、これらの中には、先に述べたように住民の生活の維持が困難と

なるエリアも発生する懸念がある。 

一方、生産年齢人口について見ると、広域首都圏では1998年から既に減少

が始まっている。東京圏でも2000年をピークに減少が始まっており、本計画

の計画期間である2015年から2025年までの10年間で約100万人（4.4％）の減

少が見込まれている。この影響は、社会を支える介護、建設、運輸等様々な

分野で既に顕在化し、産学官の間や大企業と中小企業の間で労働力の取り合

いになっている。 

このように我が国の経済・社会の根幹を揺るがしかねない危機的な状況は、

経済が成長軌道に乗るほど深刻化すると懸念され、今後日本経済全体を成長

軌道に乗せるためには、供給制約の軛（くびき）となる深刻な人手不足を解

消することが重要になる。 

 

２）全国でも低い出生率 

広域首都圏における生産年齢人口の減少をもたらしている背景には出生率

の低さがあり、広域首都圏の合計特殊出生率10は1.31、東京圏のみで見ると

1.24と、全国平均の1.42を下回っている。特に東京都は1.15と、全都道府県

で も低い。仮に、今後、全国の出生率が人口置換水準といわれる2.07まで

回復したとしても、回復後の数十年間は総人口の減少が避けられない。また、

出生率が回復する時期が遅れるほど、将来維持できる総人口は少なくなる。

国全体で「50年後に１億人程度」の安定した人口構造を保持するためにも、

「希望出生率1.8」の実現に向けて、特に東京圏では、他の地域以上に出生率

の向上に向けた努力が求められる。全国で見ると、出生率が高いエリアでは

女性の就業率11も高く、また女性の労働力率12は通勤時間が長いと低下してい

                         
10 合計特殊出生率は、厚生労働省「人口動態統計（2014年）」、総務省統計局「人口推計（2014年10月1日現在人口）」

を基に算出。 
11 就業率とは、「15歳以上人口」の中で、「実際に働いている人」の割合。 
12 労働力率とは、「15歳以上人口」に占める「労働力人口」の割合。「労働力人口」は、15歳以上の人口のうち、「就業者」と
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ることから、職住が近接する働きやすい環境を作ることが重要である。 

 

３）空き家戸数急増の懸念 

広域首都圏では、前述したようにいまだ人口減少期に突入していないにも

かかわらず、空き家の戸数で見ると、総数で約329万戸と、既に大量の空き家

が発生している。広域首都圏の世帯数が減少に転じると推計される2019年以

降、空き家戸数が更に急増することも懸念される。 

今後、高齢化が進行すると、高齢者が持ち家を処分しないままサービス付

き高齢者向け住宅や介護施設等に入居するなどにより、空き家が更に増加す

る可能性もある。戸建て住宅の空き家を子育てしやすい環境づくりに役立て

るためにも、円滑な住み替えや有効活用に加えて、空き家や中古物件の流通

を促進することが重要である。 

 

４）都市における農地問題 

かつて首都圏の都市内やその縁辺部には、農地や豊かな二次的自然13が多

数存在しており、それらは、農産物の供給だけでなく、通風・採光や防災の

機能に加え、人々の生活に潤いを与え、都市に「ゆとり」をもたらす機能も

果たしていた。それら農地等は、高度経済成長期を経て宅地等に転換され、

それ自体は人口増加に対する都市の発展として一定の意味を持っていた。し

かし、そういった状況の中でも、都市農業との整合性を図りつつ、都市に「ゆ

とり」等をもたらすものとして、生産緑地などの形で、都市内や縁辺部の二

次的自然はかろうじて維持されてきた。 

ところが、近年、営農者の高齢化や後継者不足によって、これら農地が急

速に失われていく懸念が生じており、特に、生産緑地については、買取りの

申し出が可能となる期限が今後、次々と訪れることから、生産緑地の指定が

解除され、宅地化が進展してしまうおそれもある。その一方で、人口減少に

より、都市内に虫食い的に空き地・空き家が増加し、適切に管理・活用でき

ない懸念も生じており、結果、都市の荒廃を加速するおそれがある。 

これらの問題を一体として捉え、都市農地の適切な保全を図りながら、空

き地・空き家の活用を考えていくことが重要である。例えば、農地が都市に

潤いをもたらす機能を維持しながら、空き地・空き家を市民農園やビオトー

プ、防災活動のための拠点等として機能転換を図る等の取組を進めていくべ

                                                                     
「完全失業者」を合わせたもの。 

13 管理された森林、農地、里山、里海等の自然をいう。 
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きである。 

 

（２）異次元の高齢化の進展 

１）東京圏における高齢人口の加速度的な増加 

広域首都圏の高齢化率は全国と同様年々上昇しているが、首都圏の高齢化

率は全国よりも常に低位に推移していることから、一見、高齢化問題は首都

圏では深刻でないように見える。しかし、実際は首都圏こそ全国のどの圏域

よりも高齢化に関して大きな問題を抱えている。 

今後の高齢人口の増加ペースを、東京圏と東京圏以外の広域首都圏に分け

て見ると、東京圏以外の広域首都圏は全国を下回っているのに対して、東京

圏は全国を大きく上回っており、深刻な高齢者問題を首都圏にもたらす可能

性がある。例えば、要介護の割合が高まる75歳以上の後期高齢人口を見ると、

日本全体では2015年の1,646万人から、2025年には2,179万人へと533万人増加

する。このうち、東京圏の増加数は175万人で全国の約３分の１を占める。東

京圏におけるこのような高齢人口の劇的な増加は、介護施設の不足等という

問題を招くおそれがある。2025年には、全国で不足する介護保険施設約63万

人分のうち、約３割に当たる21万人分が東京圏に集中すると推計されている。 

首都圏が抱える高齢化の進展はこれにとどまらず、更に深刻なのは2025年

以降である。東京圏以外の広域首都圏では2025年から高齢者の人口が減少し

始めるが、東京圏では2025年以降、高齢者の人口が加速度的に増加し、2050

年まで増加が続くと見込まれる。そのため、東京圏における高齢化の進展は、

東京圏以外の広域首都圏とは比較にならないほど深刻な問題となっていくお

それがある。 

 

２）コミュニティ無き高齢化 

首都圏における高齢化問題は、このような高齢人口の増加という量的な面

ばかりでなく、質的な面でも首都圏固有の深刻な問題をもたらすものと考え

られる。 

第１に「コミュニティ無き高齢化」の問題である。東京圏で増大する高齢

者のうち、特に男性の大部分は、サラリーマンなど被雇用者として会社を中

心に社会とのかかわりを持ってきた方々である。そのため、組織を失って生

業も家業もなく、社会との接点が薄れて生きがいを見いだせない高齢者が急

速に増大する「コミュニティ無き高齢化」とも言うべき状況になるおそれが

ある。 
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健康寿命が延び、人々の価値観が多様化する中で、健全な社会を形成して

いくためには、「コミュニティ創生」等をとおして高齢者の社会参画を積極的

に促進し、社会で元気に活躍して力を発揮できる仕組みをつくっていくこと

が極めて重要である。 

 

３）高齢者単身世帯の増加 

第２の問題は、高齢者単身世帯の増加である。高齢者単身世帯の割合が高

まると、家族や配偶者による介護や見守りが期待できず、社会全体での負担

が拡大するおそれがある。 

高齢者単身世帯は今後全国的に増加すると見込まれるが、高齢世帯総数に

占める高齢者単身世帯の割合が現在、全国で も高い東京都は、2035年にお

いても全都道府県中第１位を依然維持し続けると推計されているなど、首都

圏においてこそ深刻な問題であると言える。 

 

（３）巨大災害の切迫 

１）Ｍ７クラスの地震の切迫 

南関東では、これまで200～400年間隔で発生しているＭ８クラスの海溝型

地震（直近は1923年大正関東地震）の間にＭ７クラスの地震が数回発生して

いる。Ｍ８クラスの地震が直ちに発生する確率は低いものの、Ｍ７クラスの

直下地震が発生する確率は今後30年以内に70％程度と推定されている。 

また、これとは別に、活断層によってＭ6.8以上の地震が今後30年以内に発

生する確率は、関東全域では50～60％と評価されているなど、首都圏は巨大

地震がいつ起こってもおかしくない状況に置かれている。 

首都圏には人口・資産が集中しており、首都直下地震による経済的被害は

95.3兆円14と見込まれるなど、極めて甚大な被害が予想されている。特に東

京圏には、我が国の政治、行政、経済の中枢機能が集積しており、これら中

枢機能がシステムダウンすることは許されない。首都直下地震により、これ

らの中枢機能に被害が及んだ場合、我が国全体の国民生活や経済活動に支障

が生じるほか、世界にも影響が波及することが想定される。したがって、首

都圏の防災力を向上させることは、我が国だけでなく世界に対する責務でも

ある。 

そのため、Ｍ７クラスの地震が起こるということを前提にして、国民の命

                         
14 出典：「首都直下地震の被害想定と対策について（ 終報告）」2013年12月 中央防災会議首都直下地震対策検討ワー

キンググループ 
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や経済活動を守るとともに、首都圏に集積する中枢機能を守る対策を講じな

ければならない。 

 

２）頻発する風水害・土砂災害等 

近年、地球温暖化にともなう気候変動の影響は、水災害分野において既に

顕在化しつつあり、１時間に50ミリを超える豪雨が増加しているなど、雨の

降り方が局地化、集中化、激甚化している。そのため、風水害、土砂災害の

頻発、激甚化も懸念される。低平地が広がる首都圏の中でも特に、人口・資

産が集積し高密度な地下空間の利用が進んでいる東京の東部低地帯等のゼロ

メートル地帯や内陸部の低地については、高潮や大規模な浸水等に襲われる

と壊滅的な被害を受ける可能性があるなど、経済社会への打撃は計り知れな

い。雨の降り方が変化していること等を新たなステージととらえ、首都圏の

経済社会に重大な影響が及ぶ水害等のリスクを認識したリスクマネジメント

を行い、防災・減災対策に取り組むことが必要である。一方で、気候変動に

よる無降雨日の増加や積雪量の減少が予測されており、利水面でも将来の渇

水リスクが高まることが懸念されていることから、水資源の安定的な確保の

ための対応が不可欠である。 

さらに、首都直下地震、巨大津波、火山の噴火等の大規模自然災害等が発

生するおそれも指摘されているところである。このため、ハード対策とソフ

ト対策の両面を効果的に組み合わせ、重点化を図りながら防災・減災対策を

率先して進め、これら巨大災害に対して万全の備えを図ることが不可欠であ

る。 

また、台風による大雨・暴風など激しい気象現象が起きている中で規模の

大きな地震が発生するなど、複合型災害の可能性を考慮した対策を考えてい

く必要がある。 

特に、首都圏、なかでも東京圏の国際競争力を強化し、国際的ビジネス拠

点としての確固たる地位を確立するためには、ソフト・ハード両面にわたる

防災・減災対策が万全に施され、国内外から安全・安心面で信頼を得られる

ことが大前提となる。特にソフト対策については、対策の実効性を高めるた

め、平時から訓練実施やＢＣＰ（事業継続計画）策定の促進、備蓄の確保等

に取り組むことが重要である。 

 

３）ユニバーサルな避難誘導 

首都圏では、ＭＩＣＥや国際的なイベントなどが頻繁に開催され、2019年
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にはラグビーワールドカップ、2020年には東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会の開催が予定されている。このように多くの外国人が集まる中で

首都直下地震や大規模水災害が発生する可能性もある。首都圏が世界中から

多様な人材等を惹きつけ、国際競争力を維持し、日本経済の牽引役であり続

けるには、安全に、そして安心して滞在できる環境を構築する必要があり、

特に、発災時に多言語による外国人の避難誘導ができることが不可欠である。 

また、障害者の避難誘導に関しても同様の課題があり、外国人、障害者の

方々まで視野に入れたユニバーサルな避難誘導のシステムを構築していくこ

とが重要である。 

 

４）インフラの老朽化 

我が国の社会資本整備は着実に進められてきたが、高度成長期以降に集中

的に整備されたため、今後20年間で建設後50年を経過する施設の割合が加速

度的に高くなり、老朽化が急速に進むと見込まれる。2012年12月に発生した

中央自動車道笹子トンネルの天井板落下事故を契機として、社会資本の老朽

化問題に対する国民の認識と不安が高まっている。今後、既存の社会資本の

維持管理・更新(メンテナンス)に係る費用の増加が見込まれることから、社

会資本に求められる幅広い役割を果たしていくためには、行政や国民、民間

企業等の多様な主体が一丸となって、予防保全の考え方に基づく措置による

施設の長寿命化等の戦略的な維持管理・更新を進め、メンテナンスに係るト

ータルコストを中長期的に縮減・平準化し、投資余力を確保していくマネジ

メントを徹底していくことが重要である。本格的な人口減少社会の到来を見

据え、必要性のなくなった社会資本は廃止、除却等の対応を図るとともに、

必要な社会資本についても、更新等の機会を捉えて、社会経済状況の変化に

応じた機能転換や集約・再編等の規模の適正化を図ることも必要である。 

生産年齢人口の減少に伴い、社会資本整備の担い手となる労働力不足が懸

念されることから、技術研究開発の成果も活用し、社会資本整備を効果的か

つ効率的に進める必要がある。道路、下水道等の社会資本の多くは市町村が

管理を行っているが、技術面、人員面で課題が多く、このような市町村がい

かに持続可能なメンテナンス体制を構築するかが重要である。 

また、アジア諸国においても、現在集中的に整備されているインフラがや

がて老朽化していくことから、先に老朽化を迎える我が国のメンテナンス技

術は、アジア諸国に対するアドバンテージとなる可能性がある。そのような

視点に立ち、先進的な技術・ノウハウ・制度等の研究開発を推進する必要が
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ある。 

 

（４）国際競争の環境と日本の地政学的な位置付けの変化 

１）量的な面での存在感の低下 

日本は、2003年の時点では、ＧＤＰ（国内総生産）でアジアにおいて首位

に立つなど、圧倒的な存在感を持っていた。しかし現在、ＧＤＰは中国に抜

かれており、ＩＭＦによれば、2018年には中国の半分以下になると予測され

ている。さらに2028年にはインドにも抜かれるとの試算もある。 

この背景には、ＧＤＰ成長率(2014年)がアジア24カ国中23位と低迷してい

ることがある。ＧＤＰがアジアでトップの中国は、ＧＤＰ成長率は鈍化して

いるものの日本より高水準を維持しており、2027年にアメリカを抜いて世界

一の経済大国となるとの試算もある。その時点で中国はＧＤＰが日本の３倍

にもなる経済大国となり、量的な規模でみた場合のアジアにおける日本経済

の存在感は低下せざるを得ない。このようなことから、量的な存在感を土台

にした従来型の成長発展モデルは成り立たず、質で勝負していくなど新たな

成長発展モデルを構築していく必要がある。 

 

２）質的な面での存在感も低下する懸念 

しかしながら、量的な存在感の低下に加えて、質的な面でも日本の存在感

が低下してしまう懸念がある。一人当たりＧＤＰは引き続きアジアで上位で

はあるものの、シンガポールや香港との差が拡大し、韓国に追いつかれると

予測されている。アジア・オセアニア地域における外資系企業の統括拠点数

ではシンガポールや香港などに後れを取っているほか、日本、中国、韓国、

シンガポール、オーストラリア５カ国のアジア等地域内総計に占める国際会

議シェアを見ると、日本は約20年間で約半分に大きく低下している。 

もともと地政学的な観点でも、日本は「Far East(極東)」に位置すると認

識されており、ＡＳＥＡＮ諸国等へのアクセスに優れるシンガポールや、中

国等へのアクセスに優れる香港に対し、立地の点で比較劣位にある。また、

物流面においても、上海港や釜山港などでは基幹航路（北米航路及び欧州航

路）が増加または横ばいであるのに対して、我が国の港湾においては減少傾

向にある。仮に基幹航路の我が国港湾への寄港が消滅する事態になれば、国

内立地企業の生産活動などへの悪影響も想定される。 

 



-29- 

３）アジアの成長の取り込み 

これまで見てきたように、中国を始めとするアジア諸国の急激な経済成長

（アジアダイナミズム）は脅威であり、日本はこれら急激に成長するアジア

諸国の中に埋没しかねない状況である。しかし、このことは一方で、日本が

巨大な成長マーケットに隣接していることを意味しており、大きなビジネス

チャンスが日本にもたらされているともとらえることができる。 

そのチャンスをとらえるためには、首都圏が先頭に立ち、積極的にアジア

諸国とのヒト、モノ等の移動を促し、アジア地域における経済の活性化を促

進させ、その活力を日本国内に取り込むことが重要である。 

その第１は観光産業であり、中間層が成長しているアジアからのインバウ

ンドを首都圏全体で取り込む必要がある。しかし、外国人旅行者の受入数

（2013年）は、日本は世界で27位、アジアで８位と大きく出遅れている。爆

発的に増加するアジアの観光客の受け入れには、体制の充実が必要である。

入国外国人全体の約半数が利用する成田国際空港（成田空港）及び東京国際

空港（羽田空港）の更なる機能強化や、横田飛行場の軍民共用化に向け、関

係省庁など関係者と連携しながら取組を積極的に推進し、あわせて、リニア

中央新幹線で首都圏との近接性が高まる中部国際空港や首都圏に位置する茨

城空港を始め、福島空港・富士山静岡空港等広域首都圏内の地方空港の利用

を促進する必要がある。 

第２は、活発な投資が行われているインフラ産業である。世界のインフラ

需要は、2030年までに現在と比べ73％程度増加が見込まれている。その４割

をアジアでの需要が占めると言われ、巨大なマーケットに拡大していく可能

性が高い。しかし現状では、アジア地域における世界の上位225社の売上高

（2010年度）で、日本のシェアは約10％に過ぎず、技術面やアジア諸国との

距離的な近さのアドバンテージを活かし切れていない。2020年東京オリンピ

ック・パラリンピック競技大会を一つの契機として、官民連携のもと、日本

の「強みのある技術・ノウハウ」を 大限に活かして「質の高いインフラ」

技術の海外展開を強力に進め、世界、特にアジアの膨大なインフラ需要を積

極的に取り込むことが重要である。 

 

４）アドバンテージがある分野に対する資源の集中 

一方、存在感が低下したとはいえ、日本のアドバンテージもまだ数多く残

っている。ライフサイエンス、ロボット、航空宇宙及び環境等の先端分野で

は、激しい競争の中、日本はアジア諸国に対して比較優位を保っており、引
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き続き他を凌駕する競争力を有している。 

日本が比較優位を保っている得意分野に資源を集中することによって更に

磨きをかけ、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を一つの契

機として、わが国が有する高い技術力を世界に発信し、量ではない質の面に

よる国際的な存在感の向上を図っていくことが重要である。首都圏は、日本

の中でもこれらの分野における一大集積地であることから、他の地域とも連

携しながら率先して競争力強化に取り組まなければならない。 

 

５）ＩＣＴやクリエイティブ分野での国際的地位の低迷 

ところが、世界経済フォーラムの「The Global Information Technology 

Report」によると、これらの分野に不可欠なＩＣＴの国際的な競争力ランキ

ングで、シンガポール・香港・韓国が上位を占める中、日本は15～20位付近

に低迷し、ＩＣＴ企業の時価総額ランキングにおいても、100位以内に日本企

業は入っていない。 

また、日本は研究者の集積はあるが、世界の研究者との交流機会が少なく、

また世界大学ランキングにおける日本の大学の順位は低迷しており、国際空

港の利便性等ビジネスの容易性や研究者の待遇、職場における英語使用等の

ビジネス環境等、クリエイティブな活動を支援する環境が十分整っていると

は言えない状況にある。海外機関から日本の国立大学に異動した研究者に対

する調査では、「能力向上の機会」や「知的挑戦の機会」、「研究設備に関する

支援」の満足度が異動前と比べ減少していると指摘されている。 

イノベーション、デザインといった知識集約型の産業が今後発展していく

ためには、文化や人材を世界規模で引きつけられるようなクリエイティブな

活動を支援する環境が重要であるが、これらの観点から国際競争力を有して

いるとは言い難い。今後は、このような側面も含めた国際競争力の強化が課

題である。 

 

６）いずれアジア諸国も直面する課題への対応 

日本は他の国に先駆けて超高齢化が進展し、さらに、巨大災害のリスクや、

高度成長期を経て大量に整備してきたインフラの老朽化といった問題にも直

面している。これらの課題は、アジア諸国も同様に抱える、またはいずれ直

面する課題である。 

これらの課題を解決できなければ、日本の存在感がますます低下すること

は避けられないが、逆に解決力を磨くことができれば、アジア諸国に対し比
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較優位を保てる可能性がある。 

 

７）極東地域における我が国の地政学的な位置付けの変化 

また、日本を取り巻く地政学的な変化についても考慮する必要がある。 

まず、アジア諸国は、急速に成長する中でエネルギー需要も急速に増加し、

インドネシアのように原油輸出国だった国が輸入国に転じている。これにと

もない、近隣の産油国であるロシアの販路が欧州からアジア方面にシフトし

ていく可能性がある。国際的なエネルギー構造の変化として、ロシアとアジ

アとの結びつきが強まり、ロシア対アジアの軸が形成されると、その中間に

位置する日本の地理的有利性が向上し、地政学的に有利な状況になる可能性

がある。 

次に、世界の工場としてアジアでの生産量が増え、アジアと欧州との貿易

量が拡大する可能性がある。そのような状況の中で注目されるのが「北極海

航路」である。航路距離が欧州と極東を結ぶ代表的な「南回り航路」（マラッ

カ海峡、スエズ運河経由）の６割程度であり、海賊多発海域を回避できるこ

となどから、国際貿易航路の新たな選択肢となる可能性が高まっている。南

回り航路では日本は航路の終端に位置していたが、北極海航路では日本の日

本海沿岸は中継基地となる可能性があり、また、日本海も新しい役割を担っ

ていく可能性がある。 

 

８）世界とのネットワークの充実 

激化する国際競争の中で、日本の存在感を維持、発展させていくためには、

前述のようにインバウンド観光やイノベーション、デザインといったクリエ

イティブな産業の振興が重要である。そのためには、これまで以上にヒト、

モノ、カネ、情報や文化など様々な分野で世界とのネットワークを充実させ

ていくことが不可欠であり、国際的視点に立った人流・物流面でのネットワ

ークの更なる充実が必要である。 

 

（５）拡大し多様化する観光 

１）宿泊旅行市場における観光・レクリエーション需要の掘り起こし 

日本の宿泊旅行市場において、関東地方は延べ旅行者数の約３分の１を占

める巨大市場であり、旅行の目的別に見ると、そのうち約６割を観光・レク

リエーションが占めている。景気にも左右されるが、これらの観光・レクリ

エーション需要を掘り起こし、地域資源や観光資源を巡る広域観光周遊ルー
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トを設定するとともに、国内外に対するプロモーションを促進していくこと

が重要である。 

 

２）アジア地域での旺盛な国際観光需要の取り込み 

一方、世界の国際観光市場(インバウンド)は、アジア地域での大幅な伸び

を中心に、2010年の９億４千万人から2030年には18億人に倍増する見込みで

ある。その後も、2050年に向けて、特にアジアを中心とする新興国の経済成長

が見込まれることから、これらの国々の旺盛な国際観光需要を積極的に取り

込んでいくことが重要である。我が国への外国人旅行者の受入数は、円安の

進展と相次ぐビザ緩和もあって、2015年には約1,900万人を大きく超え、2011

年の622万人から４年間連続して拡大してきている。これに伴い、外国人旅行

者の旺盛な消費によって経済が活性化する一方で、東京での宿泊施設の逼迫、

銀座等での観光バスによる渋滞の発生等の問題が生じている。富裕層等新た

な客層の訪日への関心喚起やリピーターの定着を目指し、高級宿泊施設、自

然、温泉、美食、ショッピング及び文化体験等、広域首都圏の観光資源を

大限活用し多面的なニーズにこたえることと併せて、東京等に集中する観光

客を首都圏全域に分散化していくことが重要である。 

 

（６）食料・水・エネルギーの制約・環境問題 

１）食料自給率の低迷 

我が国は食料自給率が低く、食料の多くを輸入に頼っているのが現状であ

り、首都圏においても食料自給率が低い水準となっている。 

一方、首都圏は農業産出額が全国１位であり、日本全体の農業産出額の約

５分の１を占める大生産基地である。同時に、首都圏は大消費地でもあるこ

とから、その好条件を活かし、地産地消を推進するとともに、産地直送や多

様な消費者ニーズに対応した農林水産物の生産、消費者が参画する農業等の

消費地と直結した取組及びそれらを通じて国産の農林水産物の消費拡大につ

なげる取組等が、食料自給率向上を図る上で重要である。 

 

２）荒廃農地、必要な施業が行われない森林等の問題が顕在化 

人口減少及び高齢化による担い手の不足等から、中山間地域等生産条件の

厳しい地域を中心に、荒廃農地、必要な施業が行われない森林等の問題が顕

在化している。首都圏における荒廃農地の面積は2013年に43,346haあり、こ

れは東京23区の面積の約７割に相当する。 
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農山漁村においては、荒廃農地や必要な施業が行われない森林等により、

食料の安定供給だけでなく、国土の保全、水源涵養、生物多様性の保全等の

多面的機能の発揮に支障を来す事態が懸念される。 

農地は、農業活動による継続的な利用を通じて良好な管理を図れるよう、

農地利用の集積・集約化を進めていく必要がある。また森林は、首都圏の総

面積の約５割を占めており、戦後に植林した森林が本格的な利用期となって

いるなど、豊富な資源を有している。森林の適切な整備・保全を図りながら、

国産材等の利用を本格的に進めることにより、森林を持続的に管理していく

ことが重要である。一方、山村では世代交代の際に境界情報が十分に継承さ

れないこと等を背景に境界確認に必要な情報が喪失しつつあるため、施業集

約化による森林整備を推進するためには、所有者の特定と境界の明確化が課

題である。 

 

３）エネルギーのクリーン化・分散化・再生 

首都圏はエネルギーの大消費地であり、首都圏外の広域首都圏に立地する

発電所からも電気を調達している。そのような中で原発事故が発生したこと

を踏まえると、首都圏はエネルギーのクリーン化、分散化及び再生可能エネ

ルギー利活用等にも積極的に取り組んでいく必要がある。 

そのためには、業務・家庭部門、運輸部門及び産業部門等の各部門におい

て省エネ・創エネを促進する必要がある。業務・家庭部門においては、耐震

化と併せて建築物・住宅等の省エネルギー化を強化する。運輸部門において

は、自動車単体の対策を進めるとともに、渋滞解消や公共交通の利用促進な

どの交通流対策を進める必要がある。また、物流分野での物流拠点の集約

化、モーダルシフト等を目指す。産業部門においては、更なる省エネルギーを

進めるため、コージェネレーションシステム15等効率の高い設備への更新や

エネルギー消費の平準化及び下水熱等未利用エネルギーの活用も課題となる。

さらに、業務・家庭、運輸及び産業の各部門を含めた都市・地域全体でエネ

ルギーマネジメントを推進し、エネルギー効率を高めることも重要である。 

特に、業務・家庭、運輸及び産業の各部門いずれにも活用できる新しいエ

ネルギーとして期待されているのが水素である。水素は、利用段階で温室効

果ガスの排出がなく環境負荷低減に大きく貢献できるだけでなく、化石燃料

改質、電気分解、副生水素利用等の多様な製造方法が可能であり、再生可能

                         
15 コージェネレーションシステムとは、天然ガス、石油、LPガス等を燃料として、エンジン、タービン、燃料電池

等の方式により発電し、その際に生じる廃熱も同時に回収するシステム 



-34- 

エネルギー等との組合せによりエネルギーの安定供給に資する可能性がある。

さらに、非常時対応にも効果を発揮することが期待される。水素の製造から

貯蔵、輸送及び利用に至るサプライチェーンの構築が必要となることから、

長期的かつ総合的なロードマップに基づき着実に技術開発等の取組を推進し、

水素社会の実現へ向けた環境づくりを進めていくことが重要である。 

 

４）地球温暖化と生物多様性の損失の懸念 

国際社会は2015年の「ＣＯＰ21（気候変動枠組条約第21回締約国会議）」に

おいて、2020年以降先進国と発展途上国、すべての国が協調して温室効果ガ

スの削減に取り組む新たな枠組みである「パリ協定」に合意した。首都圏は

全国のＣＯ２排出量の約３割を占めており、地球温暖化対策を率先して進め

ていく必要がある。そのためには交通、産業、生活のそれぞれの分野で地球

温暖化対策に取り組むことが必要である。 

地球温暖化対策に資するため、カーボン・ニュートラル16認証等を通じて

木質バイオマス発電の利用促進や省エネ設備の導入等を推進する。また、住

宅だけではなく公共施設等の木造化・内装等の木質化やオフィス等での木材

の活用、ＣＬＴ（直交集成板）やセルロースナノファイバー等の研究開発の

取組を推進するなど、国産材を始めとする木材の活用を促進するとともに、

森林の適切な整備・保全を図りながら、ＣＯ２吸収源として森林を持続的に

管理していく必要がある。加えて、中小企業等の省エネ設備の導入や森林管

理等を促進するため、温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとして

認証するＪクレジット制度を活用することも重要である。 

我が国でも生物多様性の損失が広汎に進んでおり、首都圏においても、過

去の開発・改変による影響の継続、良好な河川環境の喪失、樹林地等の緑地

の消失・分断化、里地里山等の利用・管理の縮小及び耕作放棄地や必要な施

業が行われない森林等の問題の顕在化等により、今後も更なる損失が懸念さ

れる。このような生物多様性の損失は、食料や木材の安定供給、水源の涵養

や国土の保全等の暮らしを支える生態系サービス（自然の恵み）に大きな影響

を及ぼすとともに、地域の魅力の喪失にもつながる。 

生物多様性をどう維持していくかは重要な課題であり、河川、緑地、農地

及び森林等における生物多様性の保全を含む多面的機能を持続的に発揮させ

                         
16 カーボン・ニュートラルとは、地球温暖化対策の代表的手法の一つであるカーボン・オフセットの取組をさらに深化させた

ものであり、事業者等の事業活動等における温室効果ガス排出量の全部を他の場所での排出削減・吸収量でオフセット

(埋め合わせ)する取組。あるいは、温室効果ガス排出量の全部がオフセットされた状態を指す。 
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ることが重要である。そのため、都市と農山漁村の対流を通じて、将来にわ

たり担い手を確保するなど、農地の確保・管理、森林の整備・保全を行うと

ともに、河川環境の保全・再生、緑地の保全・創出等により緑地を適正に配

置し、河川を基軸とした生態系のネットワーク形成の推進に首都圏が先進的

に取り組むことが必要である。 

 

５）海洋や農山漁村における戦略物資の活用 

我が国のエネルギー自給率は６％程度であり、また、カロリーベースの食

料自給率も39％程度と外国に大きく依存しており、エネルギーや食料の安定

的確保という点では脆弱である。経済面に加えて外交面でもアジアで一定の

自立を確保していくためには、国際的戦略物資である食料、水、エネルギー、

ＣＯ２吸収源としての森林の持続的確保が重要である。 

これら戦略物資の多くは農山漁村に眠っていることから、都市と農山漁村

の対流による農山漁村の活性化を通じて、首都圏全域で戦略物資の活用を図

っていくことが重要である。 

日本の広大な排他的経済水域（ＥＥＺ）等には、海洋エネルギー並びに海

洋鉱物資源が豊富に存在していることが解明されてきており、その開発・利

用は我が国の自立に大きく貢献できる可能性を秘めている。首都圏は、陸域

の面積では全国の約10％に過ぎないが、伊豆諸島、小笠原諸島等の島しょ地

域を有していることから、海上交通の安全確保、海洋資源の開発及び利用、

海洋環境の保全等に重要な役割を果たしている。特に、沖ノ鳥島及び南鳥島

は、特定離島として、我が国の領海、排他的経済水域（ＥＥＺ）等の保全・

利用に関する活動について重要な役割を担うことから、両島における拠点施

設の整備が重要である。また、沖ノ鳥島においては、国土保全上の観点から、

海岸法に基づき人為的な損壊等を防止するための行為の規制等を講ずるとと

もに、海岸保全施設による侵食防止の措置等が重要である。 

 

（７）劇的な進歩を遂げるＩＣＴの積極的な活用 

１）ＩＣＴによる社会環境変化の加速 

技術革新は、これまでも人々の暮らしや社会に大きな変革と進歩をもたら

してきた。特に、近年その進化が著しいＩＣＴ分野においては、コンピュー

ターの処理能力が飛躍的に増大しており、すべてのヒト、モノ等がモバイル、

ウェアラブル端末等の様々なデバイス等でネットワークにつながり、クラウ

ド等ネットワーク自体も進化する時代が始まっている。さらに、ＧＰＳ、ジ
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ャイロ17等の測位技術の向上により、すべてのデータに位置情報がタグ付け

され、Internet of Things(ＩｏＴ)と呼ばれる、ネットとリアルの融合が進

んできている。 

このように、今後もＩＣＴの劇的な進歩とともに、交通、医療、教育及び

防災等、幅広い分野において技術革新が進展すると考えられる。 

これらを現時点で正確に予測することは困難であるが、新しい技術革新を

我々の暮らしや社会の向上に役立てていくことが重要である。例えば、交通

分野や防災分野、さらには立地条件が不利な地域でのビジネス創出、在宅勤

務等、ＩＣＴの劇的な進歩の成果を社会全体で活用するために、その足かせ

とならないような社会面・制度面での対応が課題である。 

 

２）ＩＣＴの積極的活用にともなうリスクへの対応 

ＩＣＴに頼れば頼るほど、セキュリティを総合的に高めていく必要がある。

不正や犯罪等に対して安全安心なＩＣＴのシステムを構築するほか、サイバ

ーテロへの対応や災害時のレジリエンス（粘り強くしなやかな対応）、特にイ

ンターネットのエクスチェンジポイント18やデータセンターの分散化等でリ

ダンダンシーを高め、強靱な環境にしていくことが重要である。 

 

３）ネット接続環境と位置情報の精度向上 

今後進展するネットとリアルの融合では、あらゆるヒト、モノ等が屋内外

を問わずどんな場所でもネットにつながる環境と高精度な位置情報が重要と

なってくる。特に、ヒト、モノ等の移動をともなう交通、防災及び観光等の

高度化を図っていく中で、これらは極めて有用である。このためＷｉ-Ｆｉ環

境や位置情報の高度化に向けた基盤整備を図る必要があり、特に位置情報の

高度化には、電子地図の整備等を始め、ＧＰＳの電波を受信できない室内や

地下街などの屋内環境においても、高精度な位置情報をシームレスに取得で

きる環境整備が求められる。  

                         
17 歩数を推定する加速度センサや、相対的な方位を推定する角速度センサ等をさす。 
18 インターネットは、多数のインターネットサービスプロバイダ（ISP）が相互に接続して構成されており、それらのISPが相互に

接続し、データを交換する機能をインターネットエクスチェンジポイント(IX)という。 


