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第１章 日本再興を確実にするための新首都圏広域地方計画 

（１）計画の位置付け 

本計画は、国土形成計画法第９条に基づく「首都圏」についての「広域地

方計画」として、首都圏における国土形成の方針及び目標と広域的見地から

必要とされる主要な施策を定めるものである。すなわち、今後の首都圏が果

たすべき役割と目指すべき方向を定め、新しい首都圏の実現に向けた地域の

戦略を明らかにしていくことを目的とする。 

 

（２）計画の対象区域 

国土形成計画法第９条第１項第１号の首都圏（茨城県、栃木県、群馬県、

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県の１都７県の区域を一体とし

た区域）を計画の対象区域とする。 

また、対象区域に隣接する福島県、新潟県、長野県及び静岡県については、

本計画に密接な関係を有すると認められる事項に関して、計画に盛り込むこ

ととし、首都圏とこれらの隣接する４県の区域を一体とした区域を「広域首

都圏」と称する。 

さらに、北関東地域３県（茨城県、栃木県、群馬県）に磐越地域２県（福

島県、新潟県）を加えた「北関東・磐越地域」については、その位置、規模、

都市集積等の状況から見て相当の発展ポテンシャルを有する地域であり、既

に、相互連携の強化や自立的発展に向けた取組もなされていることから、そ

れらの広域的取組を本計画に積極的に位置付け、実効性ある形で推進してい

くこととする。 

 

（３）計画の期間 

国土形成計画（全国計画）は、2050年までの長期を見通しつつ、今後概ね

10年間における国土形成に関する基本的な方針、目標及び基本的な施策を明

らかにすることを目的としている。これと整合を図るため、本計画の計画期

間も、全国計画同様に概ね10年間とし、2050年を念頭に目標年次を2025年頃

に置くこととしている。 

 

（４）計画の役割 

現在、首都圏を取り巻く状況は大きく変貌しようとしており、この概ね2025

年までの計画期間は、首都圏の将来を決する「運命の10年」とも言えるよう

な極めて重要な10年間である。 

第一に、この10年は、ポストオリンピック・パラリンピックの首都圏像を
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描くための10年である。計画の中間年である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。同大会は日本を世界にア

ピールする絶好の機会であり、名実ともにその成功を図ることは首都圏にと

っての重要な責務である。しかし、同大会以降は首都圏では人口減少が加速

すると考えられ、様々な問題に正面から向き合わざるを得なくなる。そのた

め、同大会を成功させるとともに、それを一つの通過点と捉え、同大会を契

機に特に強まると考えられる世界との結びつきをバネとして、人口減少や災

害等様々な課題に対応したポストオリンピック・パラリンピックの首都圏像

を描くことが重要である。この10年間は、それを実現するための大切な期間

であると言える。 

第二に、この10年は、インフラ整備が相当程度進展する10年ということで

ある。北陸新幹線の開業に続き北海道新幹線の開業、さらには2027年にはリ

ニア中央新幹線の東京・名古屋間開業が予定されており、首都圏内外の高速

鉄道網の整備が進展する。また、50年以上にわたって整備を進めてきた首都

圏三環状道路等の高速道路網が2025年には概ね完成する1とともに、国際空

港・港湾についても機能強化が図られる。このような劇的なインフラ整備の

進展は、外国人観光客の増大や、ＩｏＴ（Internet of Things)、自動運転等

の技術革新等と相まって、人の流れやビジネス環境を大きく変え、都市内は

もとより都市と都市、都市と農山漁村等を結ぶ地域構造に大きな変化をもた

らす可能性がある。そのため、首都圏の可能性を開花させ、その発展につな

げていくためには、これらのインフラをいかに徹底的に賢く使うかが強く求

められている。本計画はそのための「インフラを賢く使う手引き書」となる

ものでもある。 

第三に、切迫する巨大災害への備えを万全なものとしなければならない10

年ということである。首都直下地震が今後30年以内に発生する確率は70％程

度と予測されており、計画期間内に首都直下地震が発生する可能性もある。

また、仮に計画期間内に発生しなかった場合にはその後発生する危険性が高

まるとも考えられ、いずれにしろ万全の対策を講じる必要がある。また、近

年の地球規模の気候変動に伴い大規模水災害等のリスクも高まりつつあり、

それらへの対応力も強化する必要がある。首都圏が国際社会の中で大きな役

割を果たすためには、確固たる安全・安心を確立し、国内外から信頼を得る

ことが重要であり、巨大災害への対応力向上は国際社会の中での日本の地位

の維持・発展を図っていく上でも重要な課題である。 

                         
1 ここでは事業中区間は2025年には開通しているものとして記載した。 
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第四に、計画期間は急激な人口構造の変化への対応が求められる10年間で

もある。2015年からの10年間で、75歳以上の後期高齢人口は、首都圏の中で

も東京圏（埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の１都３県）だけで175万人

増加する一方で、生産年齢人口は東京圏だけで約100万人（4.4％）の減少が

見込まれている。従って、人口減少に歯止めをかけ、いびつな人口構造を変

えていくためには、まず出生率の向上に真剣に取り組むことが不可欠である。

しかし、出生率の向上が実現したとしても、当面の高齢人口の急激な増大と

労働力人口の減少は不可避である。そのため、国民一人ひとりの希望が叶い

能力を発揮できる「一億総活躍社会」の実現を目指し、皆が社会参加できる

環境を創り上げることが必要である。しかし、それでも労働力不足が不可避

である状況の中で、持続的な経済成長を確保し、一定の生活サービス水準等

を維持していくためには、生産性の向上が不可欠である。かつて我が国が経

験した高度経済成長は驚異的な生産性の向上がもたらしたものであるが、今

日の我が国の生産性はＯＥＣＤ加盟国中22位と低位な水準にある。生産性の

向上には、規制緩和等に加え、設備革新にとどまらない、技術や人材を含め

た「未来投資による生産性革命の実現」を推し進める必要がある。さらに、

物流などにみられるように、今日ではインフラが生産システムの一部を構成

するものとなっていることに鑑みれば、生産システムの中でのインフラのス

トック効果を 大化させ、社会全体の生産性向上を図っていくことが不可欠

である。 

これらの課題を解決するためには、国はもちろんのこと、首都圏内の個々

の地方公共団体、企業、民間団体、住民等、様々な主体の積極的な取組が不

可欠であるが、それだけでは不十分であり、広域で考え連携して取り組んで

いくことが必要である。そのため、新しい首都圏の構築という共通の目的に

向けて、個々の主体の連携をこれまで以上に強化し、より広域的な視点を持

って広域的な取組を促進していく必要がある。こうした広域的な取組により

様々な課題を解決していくことで、首都圏をより豊かなものとしていくだけ

ではなく、他圏域や日本全体、さらには世界に対して貢献していくことが首

都圏の責務である。 

以上を踏まえ、2014年７月に国土交通省が公表した「国土のグランドデザ

イン2050」や、それを踏まえて2015年８月に閣議決定された国土形成計画（全

国計画）を着実に実行し、進化させることにより、日本再興への流れを確実

にすることが、本計画の役割である。  


