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計画行政の復権のためのノート 

 

今村保雄 

(東京都建設局，明治大学専門職大学院ガバナンス研究科兼任講師) 

 

 この小文は，筆者が 2019 年(令和元年)9 月から翌年 1 月にかけて，明治大学専門職大学院ガバナンス

研究科で主に社会人大学院生に講義をする機会を与えられた際に，それまでの職務上の体験や関連する

文献などから，地方自治体の構想・計画とそれに基づく行政運営などについて，考察した内容の一部をま

とめたものである．なお内容のうち意見にわたる部分は全て筆者の個人的な見解であることを予めお断

りしておく． 

 

1. 地方自治体における構想と計画 

 

 筆者は 1983 年（昭和 58 年)4 月に東京都庁に入都した．1) 以来，実に多くの仕事をてがけさせていた

だいた．  

 東京都職員は，採用されたのち，希望すれば，必ずしも全て叶えられるわけではないが，様々な職場で

働く機会を与えてもらえる．そこには，教育，福祉，医療のようなサービス給付中心の仕事もあれば，道

路・河川・公園の整備・管理や住宅政策のようなハード系の業務を含む仕事もある．これは，総合行政を

担う地方自治体ならではの特長である． 

 また，地方自治体の事務事業には長期にわたるものが多い．例えば道路や河川，公園などの都市基盤整

備は，都市計画手続きに始まり，設計や住民折衝，用地買収等に一定の時間を必要とするため，そのこと

を視野におきながら仕事を進める必要がある．途中で投げ出すことは許されない． 

 こうしたことは，地方自治体の職員に，必要な予算や人員などの資源の確保と配分にあたり，全ての行

政分野を鳥瞰しながら，長い事業期間を考慮の上で決定していかなければならないことを意識させる．

ある分野にのみ着目して行政運営の方針を決定すること，あるいは単年度の予算編成作業に注力するだ

けでは，多岐に亘る長い期間の統一的な政策を欠き，効果的な行政活動を行い得ない．総合的な計画の策

定(Comprehensive Planning)が必要とされるゆえんである．総花的である，とする指摘はあたらない． 

 さらに，特に人や企業が集積する都市では，稠密な空間を最も効果的に快適で創造的なものとしてい

くために，将来の土地や空間の利用のあり方，都市施設の内容と実現するための方策を，具体的に明らか

にする必要がある．ここから有限である土地や空間の利用を効率的に行うための空間計画をつくる

(Spatial Planning)必要が生じる． 

 以上が，地方自治体が各種の計画を必要とする主な理由である．加えてさらに積極的に，科学の発達や

技術の進歩を効果的に活用して行政活動の精度を上げるために計画は必要である，とする意見もある． 

 しかしこれらはいわば行政運営上の理由である．これとは別の視点に立った重要な事柄がある．それ
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は，首長と議会という二元代表制のもと，都市と地域の将来像と実現するための政策の方針，それに基づ

く具体的な事業を，議会を通じて住民に提示し，意見をフィードバックし反映して共有するという役割

を果たすことである． 

 このことは，民主主義国家である日本における地方自治の基本であるともいえよう．そのため，以前は

地方自治法で基礎的自治体である市町村には基本構想の策定と議決が求められていた．また，地域主権

の改革が進む中で，2011 年(平成 23 年)5 月 2 日に「地方自治法の一部を改正する法律」が公布され，基

本構想の法的な策定義務が廃止された後も，条例などに基づいて，引き続き基本構想や実施計画を策定

している地方自治体は多い． 

 

2. 計画行政への批判 

  

 しかしながら計画の策定とそれに基づく行政運営に対しては，歴史的に，さまざまな観点からの批判

がなされている．ここではそうした批判をいくつか紹介する． 

 

2．1 市場経済への信頼と計画経済への疑念による批判 

 

最も古典的な批判は，市場経済への信頼と，経済を統制しかねない計画への疑念に基づく批判である． 

たとえばフリードリヒ・ハイエク 2) は「計画主義者の要求は，単一の計画に従ってあらゆる経済活動

を中央集権化して統制化していくことであり，社会の諸資源を，特定の目的に役立つためにある定まっ

たやり方で，意識的に統制管理していく方法を決定しなければならないということである．」と計画(主義

者)を批判し，また「有効な競争が作り出されることが可能であるなら，他のやり方よりも個人の活動を

発展させていくことが出来，政治権力の恣意的な介入や強制なしに相互調整が可能となる．」 と市場経

済への信頼を表明している．3） 

 

2．2 都市計画(規制)への批判 

 

 次に，都市計画が市場の機能を阻害することで非効率性をもたらし，人々の生活の豊かさを侵害する

結果をもたらしているという批判がある．例えば，イギリスの住宅は既存住宅(中古住宅)が多く，そのこ

とをプラスに評価する向きが多い．しかしこれは，都市計画(規制)法制による新築住宅への規制が厳しい

ためであり，4) さらにそのことで，住宅取得に関する不公平と格差をもたらしているとする批判がある． 

例えば，「都市計画法制は人畜無害な官僚制に見えるかもしれないが，実態はそうではない．これらの

規制は住宅価格を何十億ドルもかさ上げしてきた．そのせいで，住宅を持っていない人は，すでに持って

いる人に多額のお金を払わなければならなくなっている．もしこの社会をもっと公正かつ平等なものに

したいのであれば，この都市計画の規制を緩和して住宅をもっと建設できるようにすべきだ．」とする意
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見がある．5) 

 

2．3 不確実性の時代における計画への批判 

 

 不確実性が増している時代においては，前提となる人口や経済の予測が大きく外れるため，計画策定

の意味はなくなり，もし策定しても人々の不信感をもたらすだけだという批判がある．特にバブル経済

とその崩壊，リーマンショック，大規模自然災害などの大きな変動の後においては，これらを織り込んで

計画をつくることは困難であるとする意見がある．6) 

そもそも政策科学(Policy Sciences)は，「ネジを巻けば針が動く」ものを対象としているわけでなく，人

間の行為(思想や心理を含む)を対象としているため，A を入力すれば B がもたらされる，というものでは

ない．7) このことから，人々の価値観の多様化が進む時代においては，計画の意味が減じているのでは

ないかという批判もある． 

 

2．4 行政運営の現場における計画への批判 

 

 実際の行政運営の現場では，各分野において行政計画が乱立し，わかりづらく総合化を妨げるという

「計画のジャングル」状態が出現して，かえって行政運営を混乱させるという問題もかねてより指摘さ

れてきたところである．8)  

そしてさらには，主に財政部門から，毎年度の機動的な財政運営の妨げとなり，あるいは政策選択の範

囲を狭めるものであるのではないかという批判もある． 

 

3. 計画行政の見直しと変化 

 

 以上のような批判を経て，また民営化(privatization)や地方分権の流れのなかで，1980 年代後半以降，行

政計画のあり方は廃止を含め根本的に見直され，その後さらに，また新たな必要性の流れが生まれるこ

ととなった． 

 

3．1 計画行政の変化 － NPMの導入と計画の廃止・多様化 

 

 国においても，地方においても，1980 年代半ば以降，計画を廃止ないしは策定せずに別の手法を用い

て行政を運営する例が数多くみられるようになった． 

 まず，計画を廃止し，行政運営の行政評価を公表しながら実施して，事業の改善を進めていく「行政評

価」，いわゆる NPM(New Public Management)の一環である．NPMの草分けである Christopher Hood によれ

ば「NPM の特徴」とは，「業績の明示的な基準を指標するために，成功の物差しとしての測定可能なゴー
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ルやターゲットをわかりやすいベンチマークとして設定する．そして結果(output)と統制(control)の関係を

重視して，業績にリンクした報酬や資源の割り当てを行う」というものであり，また「事業を分割し，公

共入札を行うことでコストダウンを図る」というものである．9)  

1992 年から 2002 年の間に進められたミネソタ州インディアナポリス市のゴールドスミス市長の民営

化施策などはこれをベースとしている．さらに，日本においての 2008 年(平成 16 年)の地方自治法改正に

基づく指定管理者制度の導入や PFI の導入などの一連の流れもこれにあたる．これらの変革においては，

競争原理の導入により利用者にとってのサービスの質の向上やコストの低減が図られた． 

次に，小泉政権の発足以来，いくつもの戦後日本の高度経済成長を支えてきた計画が廃止された．これ

は，地方分権の三位一体改革を含む行財政改革として行われてきたものである．主なものでは政府経済

計画，道路整備 5 か年計画，住宅建設 5 か年計画などが前後して廃止された．10) 

 さらに，これまでプロトタイプとして国により推奨されていた「基本構想－長期計画－実施計画」とい

う体系から脱し，或いは首長の任期に合わせた計画期間が設定されるなど，地方自治体ごとに構想や計

画を「カスタマイズ」する例がみられるようになっている．例えば，三層構造を二層構造にする，あるい

は内容を重点方針のみとするなどの例が見られる．11) 

   

3．2 新たに認識された構想と計画の必要性 － 構想と計画の再評価 － 

 

 しかし以上のような変化を経た後，行政計画の存在意義が改めて見直され，必要であるという認識が

広がり始めた．構想と計画の再評価と言ってもよい． 

 

3．2．1 代替手法の限界と新たな構想と計画の登場 

 

 計画に代わって登場してきた行政運営の手法には，先に記した NPMの流れのなかでの「行政評価」の

ほか，現在の政策の方向を確認し，将来それがもたらす結果について分析を行い，政策を検証してより良

い方向に改善する「シミュレーション」，そして，特定の地域地区を指定し，再開発などのプロジェクト

型の計画を示していくという手法がある． 

 しかしこれらの手法は具体性，現実性において優れている一方，総合性や，全体としての「最適解」を

求めることができない面があることは否めない．すなわち，総合計画や空間計画を完全に代替しうるも

のではない． 

 特に，個別の拠点開発のプロジェクトを各地域で繰り広げるだけでは，都市全体としての最適なデザ

インが導き出されないことから，長期かつ全体にわたる構想や計画が必要という考えが持たれるように

なった． 

 ロンドンにおいては，サッチャー時代に広域ロンドンの自治体が廃止されたことで，広域的な計画が

ないままに行政が進められてきた．そのため，総合的な行政運営によってはじめて解決されるべき課題
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が山積し，自由化の結果，鉄道の整備が疎かになり事故の発生やサービスの低下が顕在化するなどの批

判が増加した．そうした後，2000年に「ロンドンプラン」が広域自治体であるGLA(Greater London Authority)

の復活とともに策定された．12) 

東京都においては，総合計画としての計画は石原慎太郎知事のもとで陽の目を見ることはあまりなか

ったが，一方では，三環状道路の整備，羽田空港の再拡張と国際化などを中心概念とした首都圏の広域構

想である「環状メガロポリス構造」が定着し，日本の繁栄を牽引する富を生み出す首都圏構想の基礎とし

ての役割を果たしたのである．なお特筆すべきは，この時期，単に構想を作るのみならず，それを活かす

ために，広域的な自治体同士の連携を図り，あるいは東京選出の国会議員や都議会と協力をして法律の

改正や財源の確保のために具体的に行動することが定着したことである．13) 

その後新たに「2040 年代のグランドデザイン」の策定作業が舛添知事時代に始まり，小池知事時代に

完結した．14) 広域の基本構想としての位置づけという点では「環状メガロポリス構造」を基礎にしな

がらも，新たな視点に基づく方策が打ち出されている．都政において，このなかで示されたいくつかの事

業が具体的に実行されるに至っている． 

 

3．2．2 新たな成長に向けたインフラ整備の観点に立った構想と計画 

 

こうした「新たな構想や計画が登場した」背景には，政府当局者や地方自治体関係者の間で，さらなる

成長のためのインフラを整備する計画が必要であるとする考えが力を持つようになったことがある． 

その淵源は，政府の経済政策などに見られる「フローからストックへ」という標語に集約されている

が，特に 1990 年代に入り，社会資本(インフラ)を整備することで国富を生み出し，生活の豊かさに結び

付けようとする考えが政策的な観点から重視されるようになった．15) 1992 年(平成 4 年)から政権を担

った宮沢喜一は，経済の活力を国民の生活の豊かさにつなげるために，生活関連の社会資本や交通・通信

インフラの整備を進めることを宣言し，「生活大国五か年計画」を策定した．16) 

 この根底には，不況期における需要喚起としてのケインズ型の公共事業投資の退潮した後の，サプラ

イ・サイドから見た生産性の向上や，それを基礎とした国富の蓄積に向けた新たな経済政策に向けた潮

流の変化があった．近未来の少子高齢化社会の到来を念頭に，潜在的な成長力を確保して豊かさをもた

らし，効率的で公正な経済社会を実現することを目指す考え方が生まれたといってよい．17) 

 筆者は 1990 年代に，東京の潜在的な成長力について分析を行ったことがある．18) その中で，（ア)社

会資本の整備は，混雑現象の解消や技術の進歩を都市活動に及ぼすことを通して，成長を都市経済にも

たらす，（イ)混雑現象が過度になるときは，社会資本と併せて，需要面での誘導策等が効果を挙げる場合

がある，（ウ)東京においては民間の設備投資が旺盛なため，比較的長期を要する社会資本整備とのインバ

ランスが生じやすい，（エ)社会資本の老朽化が進んでいるため，その更新と整備が必要となっていること

を指摘した．こうしたことを効果的に進めるためには，基本的な構想と総合的な計画が必要となる． 

インフラの整備が成長に寄与することについては，現在，国土交通省や各地方自治体において，より具
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体的にインフラの「ストック効果」として説明され，広く定着し始めている．都市計画道路の整備による

平均時速の改善や渋滞の緩和，公共交通網の整備による都市間の移動時間の短縮などがこれにあたる．

19)  

 

3．2．3 アメリカにおけるインフラ整備による成長の視点 

 

 こうした日本における成長論と構想・計画の再評価は，多分にアメリカにおける経験が大きく影響し

ていると言ってよい．1980 年代にインフラが老朽化し，「アメリカの荒廃」とまで言われたアメリカの政

府当局が，「ストック重視」を政権の基本方針として本格的に採用したのは，クリントン＝ゴアが大統領

選挙の候補となった 1992 年である．少し長いが引用する．彼らは「1980 年代に，アメリカと世界の競争

相手との投資格差は広がり，合衆国の基礎はがたがたになった．この十年間に，日本とドイツは，道路， 

橋梁，下水道，情報ネットワークや未来を開く技術に，わが国より 12 倍も多い費用を投資した．1996 年

には，われわれの製造業を追い越す脅威となるのは目に見えている．アメリカが遅れをとったのは間違

いない．高賃金の雇用を増やし，軍事防衛中心の経済を，平和時の経済に滑らかに移行させるため，アメ

リカを再建し，世界でもっともすぐれた通信，輸送，環境保護のシステムを発展させる．」という認識を

示し，基金の設置や補助制度の創設，その効率的な運営のための計画策定の必要性を訴えて当選した．

20)   

 この基本方針は，政権が交代したのちも引き継がれている．例えば 2011 年 12 月には，110 名を超える

共和・民主両党の下院議員が超党派で，積極的な投資と計画の改定を求める書簡をオバマ大統領に送付

している．彼らのこの書簡の中で「緊急の経済，交通，安全面での課題に対処するためには，わが国は 6

カ年の十分な財源を措置された，交通基盤整備計画の再改定を必要としていると確信しています．短期

的な財源措置の期限延長だけでは，大規模で意義ある，計画，承認，実施に数年を要する，交通基盤の事

業計画を失敗に導いてしまいます．伝統的な，6 カ年計画の枠組みによって，連邦政府運輸省は，意味の

あるインフラ整備を準備することが初めて可能となります．」と訴えている．21) 

 リーマンショックのような類のない大規模な不況期を除けば，インフラの整備による成長と発展を，

今に至るまでアメリカは求めている．22) 

 

3．2．4 リーマンショックなどからの地域再生を目指した総合計画 

 

 そして，そのリーマンショックが発端となって計画の策定が用いられたケースさえある． 

 リーマンショックにより，アメリカでは，購入にあたり利用した融資が返済不能となった土地・家屋は

膨大な数にのぼった．そのためそうした物件の多くは手放されて二束三文で買いたたかれたがそれでも

市場ではさばききれず，空き家・空き地が増加した．特に五大湖周辺の「ラスト・ベルト(Rust Belt)」地

帯，すなわち鉄鋼産業や自動車産業の企業が数多く立地し，その従業員が住んでいた都市ではそうした
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状況が悪化し，人口は激減して衰退の危機に立たされた．これを放置していては解体につながりかねな

いと，そうした都市では，新たなゾーニングに基づく土地利用の転換や，雇用の確保とコミュニティの強

化を目指した総合計画を，HUD（連邦政府住宅開発省）からの支援で策定し，空き家・空き地の処分のた

めのランドバンクを設立した．23) 土地利用においては居住地域を縮小して緑地に転換し，あるいは空

き地をまとめ買いしてグラウンドとして大学を誘致するなどしている．こうした試みは全米に広がりつ

つある．「市場の失敗」を公共の関与により修復しようとする試みであり，計画も併せて用いられている． 

また日本では，空き家や空き地の増加による地域の活力の減退が課題視されており，議員立法により

2014 年（平成 26 年）には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が実態の調査やそれを基にした空き

家対策の計画策定により多様な事業が開始されている．東京都ではかなり早い段階から取り組みを始め

ている．24) 

  

3．2．5 防災対策の推進のための構想と計画 

   

小泉政権から公共事業費が大幅に削られ始め，民主党政権成立後において一気に加速した．前例のない

公共事業費削減ありきの時代であったのではないかとさえ思われる削減の時代であった．25) 「コンク

リートから人へ」のスローガンが人口に膾炙したこともあって，高速道路ネットワークやハブ機能を持

つ国際空港，総合治水対策のためのダムや護岸などをはじめとするインフラを整備することで国富を蓄

積して国民に還元しようとする考えはなかったように感じられた時代であった．特に，八ッ場ダムの建

設の中止について，担当大臣が，地元自治体や地権者などをはじめとした関係者に対する説明を抜きに

して，大臣就任会見の場でいきなり表明したことなどはかなりの反発を呼び，公共事業費の 3 年分の前

倒しの削減の宣言などもあいまって批判された．26) 

この後，東日本大震災や全国で続いた水害等の自然災害の中で，首都直下地震対策，南海沖地震対策な

どの重要性が認識され，国土強靭化基本法として立法された．そして同法に基づき，国土強靭化計画が策

定され，一定程度であるが，予算へ編成の影響力を持つに至ったのである．27) 

 

4. 問われる構想力 

 

 通観してきたとおり，行政の構想や計画は，さまざまな批判を受け，見直しを経ながらも，その必要性

が改めて認識され始めている．しかし，より積極的に地方自治体の行政運営の「ツール」として生きたも

のとしていくためには，単に形としてだけではなく，構想力に裏打ちされたものをつくる必要がある． 

 筆者は，構想力とは，今ある状況を大きく変えて，理想とする姿に近づけていくための，力強く共感を

呼ぶ意思の力であると思う．ここでは，そのような力を持つ計画行政を創り上げていくための方策につ

いて，筆者なりの考えを示していきたい．  

  

 



（一社）都市調査会投稿論文 

8 

 

4．1 構想力を具体化するもの 

 

役所における「構想」や「計画」は，「ホッチキスで紙をまとめただけ」「各部署の事業のインデックス」

「事業のカタログ」という批判を受ける場合がある．それらは，形は整っているが内容がよく練られてい

ないため，一体感がないためであり，訴求力に乏しい．これは，構想力が欠落しているのか，あるいは表

現されていないかのいずれかによるものである．それでは，構想力に裏付けられたものとするためには，

何が必要なのか． 

 一つ目は，トップの明確な言葉である．長いものでなくても良い．ワンフレーズ・ポリティクスでは困

るが，不特定多数の人たちに向けて，「かくあるべし」という意思を明確にするためのテーマを設定する

必要がある．但しこのことは，そのテ－マがトップの個人的な考えだけで成り立つことを意味しない．初

期の段階からなるべく多くの人々の考えをあらかじめ吸収し，そして言葉に反映させる必要がある．そ

のため，懇談会などの Advisory Committee の設置や，地元自治体や企業などからのヒアリングも用いられ

る．  

 二つ目は，トップの明確な言葉をコアにして，幅広く展開していく力である．コアとなるコンセプトを

繰り返すだけでは意味がない．抽象的なものにとどまっていては行政の構想や計画足りえないからであ

る．その際全ての主要な行政分野の政策を一つの文脈として紡いでいくことが重要である．ここが極め

て肝心なところで，ただ「並べる」のではない．この作業を成功させるためには，サポートするスタッフ

の情熱と力量が問われる． 

 三つ目は，現在そして将来の情勢を正しく把握した上で，課題を明確にする必要がある．課題というの

は，解決すべき事柄である．単なる状況ではない．従って，レベルに応じた違いはあるが，必ず解決する

ための手段と対になって示されなければならない．この段階においては，具体的な事業が主な要素にな

るため，現実性を持った内容として仕上げることが必要である．そのため実務を詳しく体験し，知る者に

よる作業が中心になる． 

 以上の三点を踏まえて，数ある東京都の構想や計画から 3 つの例を紹介する．28) 偉人の言葉にある

通り，将来を見るためには過去を顧みることも有用である．29) 

 

4．2 東京を国際水準にする明確なメッセージを持った都政初の「長期計画」 

 

 戦後二代目の東京都知事，東龍太郎は，もともとはスポーツ医学専門の医師であった．行政にはあまり

縁のなかった東氏は，清潔なイメージを持っていることで選ばれ，東京オリンピック成功への期待を担

って登場した． 

 しかしながら本人には，東京都知事となるからには，東京という大都市の発展を担う者としての責務

を果たしたいという強い意思があった．30) 1960 年(昭和 35 年)都議会第一回定例会の所信表明では，

「私は他の都市に例を見ないこの人口と産業の過度の集中からくるこれら諸問題を解決するため，近代
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的な都市を建設することと，そして都民生活の安定と向上をはかることが，私どもに課せられた最も重

要な使命であると確信いたしておる次第であります．四年後にはオリンピック大会を東京に迎えること

になりますが，それまでにはわが東京を名実ともに国際水準の近代都市として整備することが私の強い

念願でございます．」と述べている．この考えに基づき 3 年後の 1963 年(昭和 38 年)に，東京都初の長期

計画を策定する． 

 その長期計画では東京都が自ら計画を策定する意義を記している．すなわち，「都政の役割は，都民生

活と経済の向上だけではなく国家の繁栄にも貢献することである．東京は都市生活の場であり，活発な

経済活動が営まれているが，過密と公共施設の不十分さ，過度の成長による弊害が生じている．対策は

様々に行われているが，国家規模での総合計画が欠如し，先の見通しがきかず，都政運営に困難が生じて

いる．解決するためには，都自ら首都圏における開発計画を，国の首都圏整備計画に合わせて策定する必

要がある．」というものである． 

この「意義」に基づき，次の 5 つの課題が設定されている．すなわち，「1．過度に成長した人口と産業

の点検と再配置」，「2．都市の更新と市街地コミュニティの再開発」，「3．生活環境と公共施設への投資」，

「4．高基準で近代化された産業施設」，「5．社会保障と教育の振興」である． 

 一方で国の首都圏整備計画は，首都圏全体における機能分担を設定しており，都はこれに沿って道路，

交通施設，市街地などの基盤整備に関する事業を 10 年計画に位置付けるとともに，人口増加に対応する

宅地開発や学校，福祉施設の整備についても計画に位置付けた． 

 そしてこれらの事業に要する事業費を算定し，それをまかなうための財源も明示している．31) 

 このように，現在そして将来の社会の趨勢による都市への人口や企業の集中に対応し，近代的な都市

を建設して都民生活の安定と向上を図り，国際水準にふさわしい都市として日本の発展に貢献する，と

いう明確な意思に貫かれたものが東知事の長期計画であった． 

 

4．3 過密分散と職住近接にアイデンティティを見出そうとした「マイタウン東京構想」 

 

 1979 年(昭和 54 年)に都知事に就任した鈴木俊一は，東京の多摩地域の出身である．内務省に入り「地

方自治法の生みの親」といわれるように戦後の自治法の制定等に携わった．東都政時には副知事として

都政を支えた．都知事に就任直後，財政再建に着手するとともに，二か月後には，都議会において，早く

も基本構想，長期計画策定への意欲を表明した．そして「マイタウン構想懇談会」を設置し，その提言を

受けて 1982 年(昭和 57 年)の年末に「東京都長期計画」を策定した． 

 長期計画の巻頭言で鈴木都知事は「（前略）マイタウンと呼べる東京をつくろうという私の構想につい

てであります．(中略)都民が安心して生き生きと暮らせる東京，そして古くからの東京人も新しく住みつ

いた人も，こここそがふるさとと呼べる東京を育てていきたいというのがマイタウン東京構想の基本的

考え方であります．(中略)東京の都市機能の活力を高めるための都市づくりと日々の生活の場をよくする

ためのコミュニティづくりの二つを，バランスをとって進め，住民の連帯に根差した都民福祉の充実と
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相まって，わが町，わが東京と呼べるようにするのがマイタウン東京づくりであります．(中略) 速やか

に各界の英知を結集したマイタウン構想懇談会を発足させ，マイタウン東京構想の具体的検討に着手し

たいと考えております．」と述べているが，ここに東京出身の知事としての根本的な意思を読み取ること

ができる． 

 これに続き，活力ある高齢化社会の実現，価値観の多様化への対応をはじめとして，経済活力の維

持・発展，そして多心型都市構造の実現という政策の方針を提示している．そしてさらに，都心への業

務機能の一極集中を，新宿や池袋などの七つの副都心に分散して緩和するとともに，東西・南北・環状

方向の道路や公共交通を拡充し，併せて都心居住を図ることで職住近接を実現し，都民一人一人の生活

にゆとりをもたらして地域における生活の豊かさにつなげるというのがこの構想の核心部分である．さ

らに具体的な事業を「安心して住めるまち，いきいきと暮らせるまち，ふるさとと呼べるまち」という

わかりやすい標語のもとに推進して「マイタウン東京」を実現していくこととしたものである．32) 

 

4．4 「くらしやすい東京」と「わかりやすい都政」を発展させた「生活都市東京構想」 

 

 鈴木都政が四期 16 年を満了した 1995 年(平成 7 年)，その後に彗星のように登場したのが青島幸男都

知事であった．青島幸男は日本橋の出身で放送作家となったことはよく知られており「下町の人情と山

の手の知識人を足して二で割った人だ」と評されている．33） 

 公約は「開かれた都政」そして「都市博の中止」だけであった．しかしこの公約だけでは都政の舵取

りはできない．急ぎ都政運営の大方針が必要とされた．34) 

 青島は「無党派層」の支持により当選したため特段の政党の支持はなかった．また鈴木俊一（あるい

は後の石原慎太郎）を支えたようないわゆる「ブレーン」もいなかった．そのため必然的に職員との距

離が最初から近かったともいえる．当選後の 6 月下旬に，総合計画の策定作業に入り，5 か月後の 11 月

には発表を迎えた．「とうきょうプラン 95 － 生活都市東京をめざして」の誕生である．わずか 5 か

月の期間で知事と職員が一体となって仕上げた計画である． 

この計画は 3 か年の実施計画を内容としていた．それとともに都政運営の方針を刷新して都民と都政

の距離を縮めることを打ち出すなど，基本構想としての役割も担っていたといってよい．その中心概念

となるのがサブタイトルにある「生活都市東京」である． 

 「生活都市」について，計画書には次のように記されている．すなわち，「これからは，豊かでゆと

りある，質の高い生活を実現するために，経済を活性化し，まちをつくり変え，東京の活力を高めてい

く－このようにして『生活都市東京』の創造をめざしていく．｣とある．35）ここには，全ての人にと

って耳触りの良い言葉が並べられていたわけではない．質の高い都民生活を実現するために，経済や都

市活動による活力を高める，といったロジックが明快に示されている．言い切っているといってもよ

い．そしてその都民生活としてイメージされている内容も，基礎的な暮らしにとどまることなく，新た

な「生活者の都民」のそれとしての多彩な内容となっている．これを実現するための 252 事業を，「生
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活を守る」「生活を支える」「生活を豊かにする」という政策方針にそって，事業費，財源，地域別を明

らかにしたうえで示している．さらに当時喫緊の課題となっていた防災対策と高齢化対策については，

別途まとめられているなど，野心的な構想そして計画であった． 

 唯一，都市構造については，鈴木都政の「多心型都市構造」を継承しているが，この計画に続いて策

定された「生活都市東京構想」のなかで，新たに都心再開発と，広域的な環状方向の道路や空港機能に

着目した都市構造が示されることになる．この点についての考察はまた別の機会に譲る． 

  

4．5 三つの構想と計画の評価 

 

 以上，東，鈴木，そして青島という三人の都知事の構想，計画を概観してきた．時代背景は高度経済

成長，安定成長，そしてバブル後という違いはあるが，三者とも，都市基盤を整備し産業を振興し，教

育や福祉のサービスを整えて，都民の生活の豊かさを実現し，世界に誇れる都市東京を建設していこう

とする，明確な意思の力があり，具体的な政策の方針を展開している．さらにその政策の方針に基づ

き，課題を明確にして解決するための施策を提示している．みな，構想力に裏打ちされた構想・計画で

ある． 

 

5. 計画行政の新たなステージへ 

 

 政府の官僚，とりわけ国土交通省の技術官僚の間では，日本のインフラ整備の立ち遅れを指摘する意

見が多い．とりわけ，「3．2．3」ないし「3．2．5」で記した生産性の向上や防災機能の強化というスト

ック効果を狙いとした社会資本整備の必要性が指摘されている．36) 

 肝心なことは，目標を設定し，効率的な資源配分と整備を進めていくための中長期的な計画の必要性

も併せて主張されていることだ．37) 

 ここには単に経済的な論理を超えた，日本という国家の将来への憂慮の念が見てとれる．「構想力」に

裏打ちされた計画が必要とされていることを訴えている． 

 国のレベルではすでにこうした議論が盛んになっている．国の官僚は政策形成にあたり，「頭の体操」

という議論を真摯に重ねる，地方自治体，そしてわが東京都庁ではどうであろうか．私自身は，上司や同

僚，部下に恵まれ比較的それに近い環境に身を置き続けていると思う．しかしさらに，この東京というか

けがえのない都市における人々の生活の底上げや，それを支えていくための都市機能の高度化，持続的

な発展をもたらすための都市空間のありかたの視点から，活発な意見に基づく議論を重ね，積極的に提

言し，政策に活かしたほうが良くはないだろうか． 

 現在の状況を踏まえれば，今後人々の暮らしは大きく変わり，都市構造も変化する可能性が高い．特

に，世帯の高齢単身化と，感染症の影響は大きな要素となる．東京という大都市は，集積，すなわち高密

な空間利用をして，高い付加価値を生み出すことを通じて，日本の発展の牽引役を担ってきた都市であ
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る．その基礎(fundamentals)を持続するためには何をするべきなのか，新たな考察と議論を重ねていくべ

きである． 

例えば，世帯の高齢単身化により移動が難しい人々が増加し，単独生活の進行が進む．また感染症対策

においては，ソーシャル・ディスタンシングの日常化が進む．そのため対面での取引や打ち合わせを回避

する行動が増えるなかで，コミュニケーション手段を確保することの重要性が再認識されるとともに，

モビリティをキーワードとした都市施設や交通手段の必要性が高まる．また，経済活動と雇用を維持し，

教育の機会を確保して充実を図ることも大きな課題として認識される．これらを前提としたビジョンと

施策を打ち出していくことが求められる． 

これから，都市の生産性を維持して高めるためには，5Ｇを標準とした通信ネットワークの整備を進め，

併せて都市のモビリティを強化するための補助街路の整備が必要になる．また密集による感染症のリス

クを回避できる，細分化された小規模で身近なサテライトオフィスの学区単位での設置や，あるいはト

レーラーハウスのような巡回できるスペースへの需要が高まることも予想される． 

また，暮らしの面においては新たなサポートに焦点が集まる．特に最近では，都市部においても「買い

物難民」が高齢化や地域の商店の廃止などに伴い増加している．バリアフリー機能が満たされていない

古い共同住宅に住み続ける単身高齢者も増えている．サポートのためには，アウトリーチ，すなわちこち

らから手を届かせるための方策が必要となる．医療や福祉の巡回サービス，移動販売などへの需要が高

まりつつある．38） 

都政は，官民の垣根を超えた連携のもとに，新たな都民生活と企業活動を支えるためのインフラや都市

空間を形成し，または民間の良質な福祉・生活サービスの組み合わせを都民に提供していくこと，または

民間の事業の環境整備や支援を行うことが求められ，将来その傾向は強くなるのではないか．39) 

さらに，近年特に顕著になっている都市型水害に備える調節地や護岸の整備などを内容とする総合治

水対策，そして土砂災害対策を計画的に進めること，直下型地震が発災した時の避難場所，そして大規模

な防災拠点である大規模公園を効率的に創り上げていくこと，そして応急仮設住宅を建設するための空

間を着実に確保していくことなどが重要さを増している． 

こうしたさまざまな課題に応えていくためには，新たな発想に基づく行政の構想や計画の必要性が高

まるものと考える．地方自治体は，分野別の構想や計画ではなく，都市とそれをとりまく圏域の将来像を

掲げて，360 度の分野を統合した構想と計画を生み出していくべきであり，そのなかにはさらに時間軸を

意識した内容を盛り込むことが求められる．一つの分野だけに注力するだけでは統一性と効率性を欠く

ことはすでに述べた． 

 高度成長や安定成長期，またバブル後，東日本大震災後の社会経済状況の変化に応じた構想や計画の

変化を経て，私たちは今再び新たな時代の劈頭に立っている．それを強く自覚して，あらゆる仕事に懸命

に取り組んでいきたいものである． 

（令和２年７月） 
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－注－ 

1) 官公庁に就職することを「入庁」と呼ぶことが一般的だが，都庁の場合は入都と呼ぶ． 

2) ハイエク(2008)など． 

3) もっともハイエクが念頭においていた旧社会主義国の計画経済や，戦時中の統制経済下の計画と異な

り，戦後日本のような自由経済の下での経済計画は，民間主体の市場原理を中心にした経済運営の指針

であるとされる．（宮崎・本庄・田谷 2013） 

4）海外都市情報・地方創生情報(2018)  

5) 英フィナンシャル・タイムズ紙(2014)  

6) 山崎(2003)など． 

7) 薬師寺(1989) 

8) 金・飯田(2003)  

9) Hood，Christopher (1995) 

10) もっとも政府経済計画が廃止されたのち「骨太の方針」という政府の経済財政運営の指針が示される

ようになり，また住宅建設 5 か年企画は廃止されたのち，住生活基本法の制定に伴いさらに住宅政策全

般を対象とした「住生活基本計画」が策定されるようになるなど，時代の変化に合わせて形と内容を変え

てきている． 

11) 大塚 (2017)など． 

12) Greater London Authority (2004)，ロンドンプラン研究会＆青山(2005)．この序文において，リヴィング

ストン市長は「ロンドンの将来に対する私の考え」として，大ロンドン市の解体と不在，総合的な構想の

欠落により一体的な行政運営が妨げられた結果，環境の悪化や都市基盤の立ち遅れが生じたことを記し

ている． 

13) 青山(2004)，青山(2020)など． 

14) 東京都都市整備局(2019)． 

15）経済企画庁に長年勤務し，最後は長官として多くの政府経済計画の策定に携わっていた宮崎勇は，経

済の成長を図り，国民の生活の豊かさにつなげることを重視していた．(読売，2016) 

16)「生活大国 5 か年計画」の策定を進めたのは宮沢喜一内閣である．宮沢は第 123 国会の施政方針演説

において「21 世紀は本格的な高齢化社会を迎える．余力のあるうちに社会の基盤を強化する．」と述べた． 

17) 竹中・石川(1991)は，「社会資本はサービスの向上をもたらし人々の効用を高め，また公共財としての

外部経済効果を通じて，経済全体での生産効率向上に寄与している」とし，「アメリカでは生産基盤とし

ての社会資本の機能が重要視され経済政策に反映している」という新たな政府の役割を指摘している． 

18) 今村(1996)．  

19)「インフラストック効果とは」https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/stock/stockeffect.html  

20) クリントン＆ゴア(1993)  

21) Steinhauer (2011)，あわせて Krugman(2012)． 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/stock/stockeffect.html


（一社）都市調査会投稿論文 

14 

 

22) 図表 1 参照． 

23）前根・清水・中山(2010)，清水・中山(2015)，平・西浦・吉川(2015)参照のこと． 

24）今村（2018）．また，東京都の区市町村への支援は以下のＵＲＬ参照のこと． 

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/kushichoson_taisaku.html 

25）2009 年(平成 21 年)8 月 18 日に発行された民主党の選挙公約「manifesto」には，平成 21 年度の公共

事業予算額 7.9 兆円のうち 1.3 兆円を平成 25 年度までに削減すると明記されており，八ッ場ダムの中止

と大型直轄事業の見直しを行うとしていた．https://www.dpj.or.jp/manifesto/manifesto2009 ちなみに筆者は，

かつて，東京都の都市基盤整備の事業の説明のために，この当時，ある政権与党の国会議員に面会したと

ころ，いきなり「公共事業費なんて削減されて当然なんですよ」と言われて当惑した記憶がある． 

26) 例えば，群馬県公式サイト「民主党政権時の群馬県及び下流都県知事の動き」などを参照． 

https://www.pref.gunma.jp/06/h5210015.html 

27)「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」(平成 25 年

法律第 95 号．国土強靭化基本計画は，同法第 10 条第 1 項に基づき策定される．この計画においては重

点化すべきプログラムが定められ重点的に推進される．https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/ 

28) 図表 2 参照． 

29) 「過去をより遠くまで振り返ることができれば，未来もそれだけ遠くまで見渡せるだろう．」 

“The farther backward you can look, the farther forward you are likely to see.” ウィンストン・チャーチル/Winston 

Churchill 

30) 1959 年(昭和 34 年)5 月，就任直後，都庁の幹部に対して，「東は真っ先に持論の『東京大改造計画』

を取り上げた．『オリンピックを呼んで，これを成功させることも大切です．ですが，それだけでなく，

まひ状態に陥っている東京を近代都市に造り変えることが 急務だと思います．といっても，オリンピッ

クのような大事業がなければとても無理です．私はこの機会に東京を蘇生させたいと考えています．』」

と宣言したとされている．(塩田，2018) 

31) 図表 3 参照． 

32) 図表 4-1，4-2 参照． 

33) 自治体計画研究会(1996)． 

34）青山(2020)． 

35）図表 5-1，5-2 参照． 

36) 大石(2012) 

37) インフラ再生研究会(2019) 

38）今村(2020)． 

39）図表 6 参照． 

 

 

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/kushichoson_taisaku.html
https://www.dpj.or.jp/manifesto/manifesto2009
https://www.pref.gunma.jp/06/h5210015.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/
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図表３ 
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図表４－２ 
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図表５－２ 

 

図表６ 

 

これからの社会変化と都政の役割 


