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 司会 皆様大変お待たせいたしました。それでは定刻になりましたので、「みんなで考

えよう関東の未来を・国土形成計画シンポジウム」を開会させていただきます。私、本日

司会進行を務めさせていただきますフジモトカオルと申します。どうぞよろしくお願いい

たします。それではまず開会に際しまして主催者を代表し国土交通省、関東地方整備局長、

中島威夫よりごあいさつを申し上げます。 

 局長 ただいま御紹介いただきました、国土交通省の関東地方整備局長の中島でござい

ます。本日は「みんなで考えよう関東の未来を・国土形成計画シンポジウム」を開催しま

したところ、多数の方にお集まりいただきまして大変ありがとうございます。また、基調

講演をしていただきます森地先生、そしてパネルディスカッションに御出席いただきます

小林先生、中井先生、村木先生、森野先生、横島先生におかれましては、お忙しい中を御

出席いただきましたことを主催者を代表いたしまして厚く御礼申し上げます。また開催に

当たりまして協賛を務めていただきました社団法人日本経済団体連合会、関東商工会議所

連合会、社団法人土木学会関東支部、社団法人日本都市計画学会初め、多くの皆様方に御

協力を賜りましたことをこの場をお借りして厚く御礼申し上げたいと思います。 

 御承知のとおり、関東地方は中世以降鎌倉、江戸に幕府が開かれてからは日本の中心地

域として、江戸時代には五街道の整備であるとか、あるいは利根川や荒川のつけかえ、利

根川の東遷など天下普請と言われる公共事業によって江戸の人々の暮らしと文化を支えて

きたわけでございます。また明治に入りましてからは、横浜港を玄関とした欧米諸国との

交流が始まりまして、新橋・東京間の鉄道開通や荒川放水路の整備によりまして、近代日

本を形成する礎となりました。 

 その後、関東大震災、あるいは戦災の復興を経まして、戦後は東京湾岸を中心として我

が国の最大規模の工業地帯を形成し、東京を中心とした高速交通ネットワークの整備によ

りまして、我が国の経済成長を支えてきたわけでございます。このような、先人の方々の

英知と努力によって現在の関東地方は政治・経済・文化の中心地であり、また世界有数の

高度な都市圏となり得たものであります。 

 これまで５次にわたる全国総合計画、このもとで国土の均衡ある発展、これを掲げて我

が国は着実に歩みを進めてきたわけでございますけれども、戦後 60 年たちまして、今の国

土がどのような状況に置かれているか、これを改めて考えてみますと、今後人口が減少し、

少子高齢化がいっそう進むことは確実でありますし、一方では国際化、情報化、これが進

みまして価値観が多様化していくということも確実であろうと思います。 
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 そうした中でもう一度国土計画を考えてみようということになりまして、全国総合計画

法、全総法が全面的に見直しをされ、改訂されたわけでございまして、国土形成計画とい

う新たな計画をこれから策定していこうということになったわけでございます。 

 この国土形成計画の大きなポイントでございますけれども、圏域ごとに国と地方公共団

体、経済団体、これらが相互に連携、協力して策定する広域地方計画、これが制度化され

まして国と地方の共同によるビジョンの実現を図るものということになっているわけでご

ざいます。関東地方は日本のシンボルである富士山を初めとする山々に囲まれ、広大な関

東平野には首都圏を支える食料供給地としての農地、また日本、世界の中枢である首都東

京を始めとする都市圏、その先には海岸があり、太平洋があり、また我が国最南端の沖ノ

鳥島、これまでも含めまして広大な、豊かな国土であるわけでございます。 

 今後計画づくりにおきましてはこれまで築かれてきました社会資本や文化資源、あるい

は観光資源、こういうものを有効に活用しまして、歴史や文化を踏まえたこれからの関東

地方の役割とそれを果たすための方策を考えていくことになります。そして、このすばら

しい関東地方をこれまで以上にすばらしい地域として後世に引き継いでいくことが私ども

の役割でもあろうと考えているところであります。 

 本日のシンポジウムを通じまして、より多くの方々に私たちが暮らす関東地方の今を見

つめ、将来の関東の地方の姿がより豊かで夢のあるものになるよう、考えていただく契機

になればというふうに思っております。簡単ではございますが、主催者を代表いたしての

あいさつとさせていただきます。本日は大変ありがとうございました。 

 司会 どうもありがとうございました。皆様、御静聴ありがとうございました。それで

は続きまして基調講演へと進めてまいりますが、御準備が整いますまで今しばらくお待ち

くださいませ。……大変恐れ入りますが準備の方に少々お時間がかかっているようでござ

います。今しばらくお待ちいただきますよう、お願いを申し上げます。 

 皆様、大変長らくお待たせいたしました。それでは基調講演、「新たな時代における国

土形成計画」と題しまして、政策研究大学院大学教授、森地茂様より御講演をいただきた

いと存じます。それでは森地教授、どうぞよろしくお願いいたします。 

 森地氏 御紹介いただきました森地でございます。きょう、こういう機会を与えていた

だきました皆様、また御後援をいただいた諸団体の方々に厚く御礼を申し上げたいと思い

ます。御承知のとおり昨年の 12 月に国土形成計画が施行されまして、議論はどんどんして

いるのですがなかなかマスコミ等で取りあげられる機会もそう多くなく、時間ばかりがた
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っていくことで、なるべくたくさんの方々に内容を御承知いただき、また次の広域地方計

画に備えていただきたいというのが我々計画に携わっている者一同の願いでございます。 

 そんなことも含めてきょうは、前段でこの計画作業に入る前からいろいろな議論をいろ

いろな場所でしておりました。そんな話、時代背景に対する認識と言っていいかもわかり

ませんが、そんなものを４番目まで、それから５番目で６月、先月論点整理がされ、今、

秋の中間とりまとめに向かってスケルトンを議論しているところですが、どんな議論をし

ているかというのが５番目でございます。それから６番目と終わりにというところは私の

個人的な意見も含めて申し上げたいと思います。早速始めたいと思います。 

 まず「新しい時代とは」ということで、新しい時代というのは何なのかと、ついこの間

までは「21 世紀の」というようなことが言われておりましたが、国土計画という観点で言

いますと、国民に不安を与えるような諸状況があります。例えば人口減少、生産年齢人口

比率、働く人の比率が減ってきて経済は大丈夫かという話、所得は、豊かさは保てるのか

という話があります。 

 それから東アジアの経済成長に対して相対的に日本の競争力が落ちるのではないかと、

こんな御心配もあります。財政制約でいろいろな地方、中央の財政的な制約、あるいは年

金の問題、こんなこともございます。それから、このところ災害多発時代にまた入ったの

ではないかと……。ちょうど戦後地震とか洪水とかが多発した時期がありました。それと

同じような災害多発期に入ったのではないかとか。あるいはそれに地球温暖化がかかわっ

ているのではないかとか、こんなこともあります。それから、もろもろのことがあるので、

それに対応して制度改革をしなければいけないのは明らかですが、制度改革自身がいろい

ろな行動、活動をしておられる方にとっては環境条件が変わることになりますし、どうい

うふうに変わるのかという不安感もあります。そんなことをもろもろ考えて、国土の経営

とか地域経営の大転換期にある。これが基本的な認識でございます。 

 国民に不安感を与える諸条件に対応しなければいけないのですが、基本的にこの国土形

成計画で考えていますのは、人口減少とか生産年齢人口比率が低下するということについ

て、１人当たりの生産性を高めて何とか豊かさを確保したい。世の中には、もう十分豊か

になったから、このままでいいではないかと言われる識者もおられますが、御承知のとお

りエネルギーも食料も大半のものを海外に依存しているこういう国でございますから、何

とかそれを買えるだけの外貨を獲得できるような豊かさを持っていなければいけないわけ

です。 
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 それの手段として圏域構造を変えて何とか対応できないだろうか。つまり小さなコミュ

ニティーでもうコミュニティーを維持できないとすると、もう少し大きな枠組みで何とか

ならないだろうかとか、あるいは競争するのに一つの県ぐらいではなかなか国際競争に打

ちかつということが難しいので、もう少し大きめの圏域で対応できないだろうかとか、い

ろいろな意味の圏域構造の改変であります。 

 それから、東アジアの経済成長、日本の競争力、この問題についてはもともと例えば北

海道と台湾と韓国と、こういう比べをしたときでも明らかですし、ヨーロッパ諸国と比べ

ても明らかですが、日本の九州とか四国、中国とか中部とか、こういうエリアというのは

ヨーロッパの１国以上の経済規模を持っておりますし、ついこの間までは北海道の方が韓

国とか台湾よりは明らかに高い経済力を持っておりました。 

 ちなみに私は京都で生まれましたが、小学校でまだ講和条約前ですが、小学校の先生か

らアジアには豊かな国がたくさんある、マレーシアとかフィリピンとかいろいろな農産物

がとれて豊かな国があるけど、この国は何もないからみんな一生懸命働けと、こういう教

育をされたのを覚えております。今各地域で何となく大変だ、大変だという議論で、どう

も前向きな話になってないところを何とかしたい。その手段は北海道から沖縄まで納沙布

岬から一番南端の波照間島まで 2200～2300 キロあります。根室の方の納沙布岬から与那

国、西の端ですが、この距離も 2200～2300 キロです。斜めにこの国は存在しているわけで

すが、この 2200～2300 キロ四方というのは大体中国やアメリカの半分ぐらいの面積です。 

 そのときに、モントリオールの、あるいはボストンの政策とカリフォルニアの政策だと

か、ボストンの政策とフロリダの地域政策が同じということはあり得ないわけで当然この

国もそれぞれの地域の戦略が違うだろうと。そういうことを多様に展開していき、できる

ことなら制度的に違う枠組みをもっていったらどうかというのが一つの解でございます。 

 それから財政制約については当然効率性を向上させるとか、ちょっと特殊ですが、社会

資本の老朽化にどう対応するかという新たな課題も出てまいります。それから災害多発時

代、地球環境問題については何でもかんでも役所ではなくて、いろいろな社会的仕組みを

変えていく、そういうことで対応していこうではないか。こんなことが内容の要点であり

ます。 

 ちょっと釈迦に説法かと思いますが、バックしまして戦後の国土計画の課題と成果は何

だったかというのを私なりに整理しますと、一つは需要追随。都市へ人口が集まったから

住宅をつくらなくてはいけないとか、自動車がふえたから道路をつくらなくてはいけない
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というものから一番最後の地域格差是正まで、そのときどきにそれぞれの努力がなされて

きて、その結果が世界で奇跡といわれた高度成長、あるいはその後のオイルショックです

とかあるいは環境問題ですとか、あるいはバブルの時代ですとか、いろいろな時代を何と

か乗り切って豊かで地域格差の少ない国をつくってきた。こういう歴史かと思います。 

 しかしながら 1985 年のプラザ合意、為替レートのルールの変更でございますが、これを

契機に全く今までの地域整備の、あるいは地域の活性化のシナリオが崩れてしまいました。

それまでは公共投資をすれば農業も漁業も、あるいはいろいろな２次製造業もそこへ立地

し、流通も業界が変わり、観光も変わり、いろいろな意味ですべての人たちが民間を含め

て投資をし、活動を活性化させて、それが地域が成長して所得格差がなくなる。こういう

モデルでございました。今、中国で行われているモデルもほとんどそれに近いものでござ

います。これは中国の人が言うのですが、唯一の違いは使っているお金が外国のお金を中

心に回っているところだけが違って、あとは日本と同じビジネスモデルですと、こういう

ことを中国の方が言われます。 

 しかしながらプラザ合意で 240～250 円していたドルが半年の間に 80 円台までに急騰い

たしました。３倍になりました。これですっかり将来に対するシナリオが書けなくなって、

産業界はこぞって海外に生産拠点の移転をいたします。部品工場まで含めて移転をしてま

いりました。結果的には地域経済の先ほど申し上げたシナリオが成立しなくなった。この

苦しみの 90 年代であったかと思います。 

 逆にいいますと、欧米とか発展途上国は地域づくりのシナリオをずっと模索をしてまい

りました。アメリカはレーガンさんが大統領になられた 81 年からクリントンさんが何とか

立て直すまで約 15 年間かかっております。イギリスの場合は我々が子どものころ、最も豊

かな国だと言われていたところがどん底になってサッチャーさんから今の首相までの間に

何とかまあまあいけるようになるのに 25 年かかっております。そういう大変苦しい中で、

しかも将来の地域開発の、あるいは国会運営のシナリオですから、正解が算数のようにあ

るわけではなくて、あれがいいかこれがいいかという議論の中で選択しなくてはいけない

という社会でございます。それをやり遂げて、そのシナリオが間違ってなかったところだ

けが何とか豊かさを保っている。こういう時代に入りました。第１次オイルショック以降、

あの時もこの国は先が見えないことで大変な尽力がされたわけでございますが、その後ず

っと割合幸せな時代、地域づくりのシナリオが単純に見えた、こういう時代を過ごしてき

たというふうに見ることができるかと思います。 
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 その中で国土計画の役割というのは大きく分けると２つあったと思います。一つは国土

の課題とか将来像を、縦割りを離れて、縦割りというのは役所だけではなくて民間の方々

も含めて国全体をオーバーオールに議論するような場というのはあるようでないものでご

ざいまして、この国土計画の議論がその場として大変有用な意味を持っておりました。例

えば環境重視の社会とか国際化ですとか情報化ですとか、今では当たり前の言葉でござい

ますが、全総を契機に共通認識になりました。また例えば４全総の中で地方の空港も国際

的に開かれたものにしようと、こういうことが全総の中でうたわれて、直後に各知事さん

たちがそういうふうに動かれて、あっという間に 15 も国際空港ができあがりました。国際

的に開かれたエアラインのネットワークが築かれました。そういう国土の曲がり角みたい

なところにあるシナリオを出して議論のたたき台を出し、それでもって国論が一つにまと

まっていき、それに向かって努力していくという機能を果たしてまいりました。フィジカ

ルな空間計画というよりはむしろ国土全体の活動も含めた、そういうシナリオづくりであ

るかと思います。 

 もう一つの機能は土地利用ですとか拠点開発とか社会資本整備とかという機能で、特に

新全総まではこの意味合いが非常に強かったわけでございます。この両方に非常に大きな

批判がありまして、前者に対しては抽象的でそんなことをやっても具体的に国が何をして

くれるのかわからないではないかという批判が主として地方にございます。東京では逆で、

そんな計画をつくるからまたむだな公共投資が起こるではないかと、こういう批判をされ

る方がいらっしゃいました。 

 しかしながら基本的にはその２つが相まって国土計画としての機能を果たしてきたわけ

です。それに加えて一番下にありますように、国土の均衡ある発展というこのコンセプト

に対して開発主義ではないかとか、あるいは画一的な社会をつくったではないかと、こん

な批判もありました。そんなもろもろを含めてこの時代の中で今までの全国総合開発計画

の法律を変えて新たな国土計画のスキームをつくろうではないかと、これが第５次５カ年

計画、新しい国土計画の結論でした。それを受けた今でございます。 

 この絵は一番左端が北海道、一番右端が沖縄です。この１本１本の柱が一つの県に相当

しています。それから横軸が人口です。例えばこれが北海道の人口です。縦が１人当たり

の所得ＧＲＰです。したがって面積がそこの生産額に相当しています。それからこの上の

線が全国の都道府県別の平均でして、上から 70 年、85 年、2000 年と時代を追って人口が

横に延びてきて、所得も上に上がってくるということです。それから右端にあります 0.27、
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0.19、0.16 というのは所得格差をあらわす指標でして、これは確実に減少をしています。 

 この絵もよく御覧になるものかと思いますが、黄色い方が今申し上げました地域格差の

指標です。ジニ係数とも呼ばれます。この白い点々が３大都市圏への転入超過量でござい

ます。純流入量、要するに人口の増加量です。ごらんいただきますようにほとんど所得格

差と比例して若干のタイムラグを追いながら今に至ったと言っていいかと思います。若干

この辺で乖離が起こっております。今の格差をあらわしたのが上の黄色い線ですが、それ

をちょっと分解をしまして下の細かい数式が出ていますが、一番下の紫色はブロック間の

格差であります。九州とか関東とか近畿とかの格差。それからブルーの真ん中の線がブロ

ック内の県間の格差です。福岡と鹿児島とかというような格差でございます。 

 先ほどの 80 年代から所得格差と３大都市圏への流入がちょっと傾向が違ってきました

と、所得格差がやや上がっているのにといったその原因はここにございまして、80 年以降、

つまりプラザ合意以降の格差はむしろブロック内の格差として顕在化してきているという

ことです。新たな大都市問題というのがそういうところに出ている。都道府県別のデータ

だからこの中には入ってないのですが、北海道の人口の半分が札幌都市圏に来たなどとい

うのはその典型かもわかりません。 

 そこで我々が考えるべきことは、そのエネルギーつまり地域ごとに違う戦略をとってい

こうとすると、その中心都市の国際的機能を強めて競争力を高めなければいけないという

一面と、そこで所得格差が出てくることをどうしようかという一面、この２つの問題をど

う解いていくのか、こういう問題がございます。また後ほどこの点について触れたいと思

います。 

 それから、人口減少については世の中で出生率の回復方策が盛んに議論されます。どう

すれば出生率を回復できるかということはもちろん重要ですし、国土計画としても対応し

なければいけないのですが、加えて既に人口が減少、生まれてくる子供が少なくなった、

その影響をどうやってこなしていくのかという問題があります。例えば総需要が減少する。

人口はもうこれから 20 歳の子どもはつくれないわけですから、人口が減るのはしょうがな

い。そうすると総需要の減少に対して所得水準をどう維持し、1 人当たりの生産性をどう

向上するのか、こんな問題もあります。 

 それから、産業界の労働力とかあるいは人材の不足をどう補うか。あるいは、我々の身

の回りのケアをするようなサービスの水準をどうやって維持をすればいいのか。あるいは、

中山間地あるいは大都市圏の郊外部でもコミュニティーが崩壊してしまう。世代の混在す
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るコミュニティーが崩壊してしまうことをどう解くのか。あるいは国土管理能力が低下す

るのをどうするのか。こういう問題一つ一つに具体的に答えを出す必要があります。 

 これは生産されたものを売っておられる農家の人口です。1960 年頃は 1500 万人おられ

ましたが 2000 年にはそれが４分の 1を切って 390 万人。なお深刻なのは 390 万人の半分以

上は、つまり 200 万人は 65～80 歳。150 万人が 50～64 歳で、49 歳以下は 40 万人しかおら

れない。こういう状況です。新規参入者は毎年約 9000 です。仮にこの方々、1万人の方が

40 年間一生働いていただくとすると累積量は 40 万人ですから、今の状況が続きますと楽

観的に見てもこの国土の農業をやる方々は 40 万人、こういう時代を迎えざるを得ない、こ

ういうことになります。もうその状況はきておりまして、2004 年の統計が発表されてござ

いますが、この４年間で既に 360 万人に、30 万人の減少をしております。 

 言いかえますと 65～80 歳の 200 万人の方、80 歳を超えて農業、農家のおじいさん、お

ばあさんも入れてでございますが、80 を超えて農業をやっている方は統計的にはごく少数

になっておりますので、確実にこの減少がくる、こういうことでございます。そういうと

きに食糧自給率とかということ以前に、田畑を守るようなことができていくのか、あるい

は水田をつなぐ水路はそれぞれ維持ができるのか、こういう問題に我々は対応していく必

要があります。 

 ちょっと急ぎますが、次にアジアの経済現象についてです。ここでは２つのことだけ申

し上げたいと思います。１つは日本だけではなくてアジアでも少子高齢化が進み、人口減

少は着実にこれから顕在化をいたします。特に労働生産年齢人口比率はもう待ったなしで

す。つまり働く人の比率は急減をいたします。先にこちらからお見せした方がいいかと思

います。中国は１人っ子政策があと 10 年もちません。それからタイは手元のデータがなか

ったのでここに入っていませんが非常に早く、もう子供を生まなくなってきています。韓

国は日本以上に少子化ですし、インドネシア、マレーシア、フィリピン、こういうところ

もあと 30 年はもたない。こういうことでございます。 

 それは何を意味するかというと、生産年齢人口が減れば貯蓄率が減少して、民間資金を

通じた民間の投資の増加率は減少に向かいます。それから、政府の方も、政府はお年寄り

対策のいろいろな支出項目が出てまいりますので当然のことながら投資的経費は割けなく

なります。官民の投資増加率は低下をいたします。もちろん中国の貯蓄率は今信じがたく

高いですから、すぐどうこうということはありませんが今の勢いは間違いなくなくなって

まいります。それを我々はどう思うかというと、仮に中国の意思決定者、あるいはプラン
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ナーの立場に立ちますと、残された期間の中で、つまり非常に高い成長率のある中で何を

していけばいいのか、こういう判断になります。ほかの諸国も同じでございます。日本は、

アメリカの経済が悪くなったら日本は大変だという人はいても、日本はうれしいという人

はいないのと同じで中国の経済が悪くなりますと当然日本にとっても幸せではないわけ

で、アジア全体としてどう安定的な成長が続けられるかということが観点になります。 

 もう一つの観点は水平分業の展開であります。かつては低技術水準、低付加価値の産業

から順次発展途上国に移転しますというのが定説でありました。したがってこの国でも重

厚長大型産業はもう必要ないとか、もう将来がないとかという意見が大層を占めておりま

した。今起こっていることは全くそうではない状況であります。具体的には生産機能が海

外移転し、欧米企業が海外に直接投資をし、途上国においても先端産業の立地が世界で初

めてこの東アジアで進んでまいりました。これはその例ですが、1990 年に１兆円弱だった

電子部品の交易額は 10 年の間に５倍になりました。しかも、その方向は日本から一方通行

だったのが両通行に変わっています。こんな格好で、現実にはいろいろな意味での集中と

分散が起こっています。 

 これもよく申し上げるのですが、今ハノイにはいろいろな日本の企業が立地しておりま

す。10 年前には日本企業はベトナム政府の要請にもかかわらずみんなホーチミンに行って

ハノイには工場を立地しなかったわけでございます。ところが今は立地しております。そ

の要因は中国に第２工場をつくるのか、つまり最初につくった工場は満杯になって第２工

場を中国の中につくった方がいいのか、カントリーリスクを避けてハノイにつくって中国

の南部に供給した方がいいのか、こういう選択であります。それぞれの国に、マスメリッ

トを求めて集中させるということと、しかしながら余り集中させて、ＳＡＲＳですとかエ

ネルギーですとか、政治的なカントリーリスクに対応できないのはまずい、こういうこと

があります。 

 それから、重厚長大のところも決してすべてが海外に移転していっているわけではなく

て、同じ鉄鋼、あるいは同じ石油のファイナリーでもどういう部門はどこに立地させるか

という選択をそれぞれの企業はされる、こういう時代になってございます。最近になって

また日本に工場立地をするような回帰が起こっているのもその一例です。特に先端系のと

ころは人件費率が非常に低いですから、かつてのような人件費が安いから何でもかんでも

海外へ行かなければという、そういう構図にはなってない、こんなこともあります。 

 そういう中で、では日本はどうするかです。それは申し上げましたように全国一律では
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なくて地域ごとの戦略展開をしようと。アジア市場と地域の競争力を何とかしていこう。

そのために、しかも人口が減る中で地域が自立する、あるいは地方分権という世界中の流

れの中で、２層の広域圏、こういうコンセプトを出しました。 

 一つは、国際競争力を持ち、自立していくために広域地方圏を形成していこう。もう一

つは都市的サービス、農村人口等の問題や人口減少問題もあり、もうちょっと広めの生活

圏域で我々の生活を支えようではないかと、こういう発想であります。具体的には地域ブ

ロックというのは将来の道州制をイメージすることになるかもわかりません。これは全く

一致するものではありませんが、大体人口 600 万～1000 万人以上で、半日ぐらいで行き来

できて、ヨーロッパ１国に当たるぐらいの規模を持っていこうと。もう一つが広域生活圏

で、市町村合併の意義と一致しておりますが、今の市町村合併よりもうちょっと大きめの

エリアで広域連携していくことが必要ではないか、こんな発想でございます。それから１

時間圏ぐらいに入らない、１時間、人口 30 万～50 万ぐらいといっておりますが、それに

入らない自然共生地域もこの２つ目の広域生活圏としてどう再構成していこうかと、こう

いう議論であります。 

 圏域構造の改変というのは意味が明らかでありまして、ローマ帝国だシルクロードだＥ

Ｕだ、あるいは高速度交通整備ですとか航空ネットワーク拡大ですとか規制緩和ですとか、

もろもろございますが、信長の時代の楽市楽座から始まって圏域の構造を変えることによ

って新たな経済の発展がされ、あるいは文化が創造されるというのは人類の歴史そのもの

であります。 

 高速交通体系を欲しいという議論は昔から、つまり江戸時代の街道から今の高速道路ま

でずっとあるわけですが、それは何もその物が欲しいわけではなくて、この圏域構造を広

めることによっていろいろな改変をしていきたい。こういう人々の知恵だったわけであり

ます。 

 地域自立というと、今まで自立できなかったのにどうやって自立するのかと、こういう

話もありますが、もちろん独立国をつくるわけではありません。何とか自立に向かってい

こうと、こういうことでございますし、独自の戦略をとることによって今まで以上の活動

の領域が広がるではないかと、活動のレベルが上がるではないかということであります。

例えば、今まで政府主導が強かったわけですけれども、地域の活性化にいろいろな人がか

かわるようになったのはこの 10 年ぐらい、特に神戸の地震の後、ボランティアですとかＮ

ＰＯですとか、こういう方々の活動が大変重要になりましたし、いろいろな商売をしてお
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られた方がその仕事を通じていろいろな展開をしようという、こういう意欲も強まってき

ている、そういう意味からは多様な主体が参画されることによっていろいろな展開がある

ではないかと、こんなことであります。 

 ちょっと脱線いたしますが、よく産業は大企業がどこかに来て工場をつくってその地域

が栄えるのだというような錯覚をした議論がときどきございますが、そうではなくて、な

ぜ山形が機械産業が非常に強いのか、福井がなぜ強いのかというのは歴史をさかのぼって

昔呉服産業があり、織機の産業があり、そういう伝統を踏まえていろいろな人材がい、い

ろいろな企業があって、そこにまた新たな展開があると、こういうものであります。 

 そういう歴史を持たないアジアの諸国の苦しみというのはなかなか我々からはわからな

いですが、向こうに住んでみるとそういうことの重みがものすごくよくわかります。つま

り、多様な主体とか蓄積というのは大変貴重なもので、その貴重なものを持っている地域

とか国は世界中そうたくさんあるわけではないわけであります。そういうのをうまく生か

してやっていくという道がまだ余地としてあるではないか。 

 あるいは新たな市場、今までの競争に乗ってなかった市場、例えばアジアの市場がそう

でございますし、価値観が変化することによって生み出された環境とか高齢化とか安全・

安心とか、いろいろな事業が展開をされつつありますし、もちろん技術革新が開くような

バイオとか情報とか、いろいろな市場もあります。アメリカなどの状況を見ていますと技

術革新が開いた市場というのも、何も大それた医薬品とかだけではなくて、あんま機だっ

たりペンキを落とす薬であったり、いろいろなものが相まって展開をされているわけで、

そういうことを考えていきますと、非常に単品で部品的なものであっても世界的なシェア

を持っているような、こんな事業展開が、昔のアセンブリ中心の事業展開から変わってい

る、こんな状況もございます。 

 広域地方圏の独自性ということで、基本的には差別化された計画である必要があります。

例えば北海道の方には、私はよく「アジアの宝、北海道」というコンセプトで、すべての

ことをもう一回見直したらいかがですか、観光とか食料だけではなくて、かつてのクラー

ク博士の北海道大学にあこがれた若者たちがいた、あるいはいろいろな新たな展開が今も

されております。それを東京に比べてではなくて、アジアの宝としての北海道というコン

セプトでもう１回すべてを組み直したらどうか。 

 あるいは中・四国については、アジアでも特有の内海を持つ地域という全体コンセプト

で、その中からいろいろなことを発想してはどうかと。もちろん全体コンセプトだけでは
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なくて、それをブレークダウンして、全国同じ問題だけど対応策は独自だとか、あるいは

その地域特有の課題があるとか、その地域独自の地域戦略があるとか、あるいは計画をつ

くるプロセス自身にも独自性があるとか、いろいろな意味でそれぞれのほかの地域と違う

計画が競われることになります。特に重要なのは、先ほども申しましたが、圏域内の地域

構造をどうするか。拠点都市の国際競争の中での牽引力と一極集中問題をいったいどうい

うふうに解いていくのかと、こういう問題がございます。 

 ぜひこの関東圏でもほかの地域と全く違う計画が、しかも全国計画と違って地図上でこ

こにこういう戦略をとって、ここをこうするからという、そういう話ですとか、あるいは

ほかと違う法制度を中央官庁に要求するとか、何か文字どおりこの地域が違う展開を、過

去と違う展開を、それから近隣諸国とも違う展開をしていく、そのシナリオをもう１回つ

くり直す初めての機会だと、こう御理解をいただきたいと思います。 

 これは、かつての県の計画とは全く違います。県の計画がそれぞれありますが、どちら

かというとそういうグローバルに、自分の地域が全く独自に発展していこうというシナリ

オが必ずしもあったわけではなくて、どちらかというとキャッチアップするところが多く

て、特殊な提案はほんの少数に限られていた。 

 これは医療施設でございます。左側が市町村単位でＡが大都市、Ｅが過疎地であります。

縦棒が人口当たりの医療施設の数です。大都市は人口当たりは少ないけれども立派なもの

がある。過疎地は非常に少ない。それから折れ線は 10 年間でどれぐらい増減があったかで

ございます。過疎地のＥの地区ではちょっとしかない医療施設がどんどんつぶれていって

います。ところが、市町村単位でとりませんでそれぞれの市町村から１時間で行けるエリ

アをとりますと、それが右側になります。こうやりますと、大都市から過疎地まで大体同

じぐらいのサービスがあり、10 年間ですべてのところは増加傾向にあります。これは医療

施設でございます。 

 それから裁判所だとか学校、図書館、商業施設、文化施設とかいろいろなものについて

同じような絵をつくりましたが、すべてについて１時間圏ぐらいであると何とか高いサー

ビス施設が維持され、それが増加傾向にあるということがわかりました。一つの傍証には

過ぎませんが、これをもって人口 30～50 万で１時間圏ぐらいのところで発展のシナリオ

が、生活圏の再構成ができないだろうか。これが一つの仮説でございました。その意図す

るところは個性と魅力ある町と生活環境をもって、人口定着とか誇りの持てる町をつくっ

ていこうではないか。先ほどの人口の減少にこれで対応しよう。それから高次の都市的な
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サービスを確保しようではないか。高次医療とか教育、文化、商業とか娯楽もあります。

基本的にはこの規模は人口 30～50 万は平均的な県庁所在地でありますから、そこには大学

もあれば商業施設も娯楽の場もあるということでございます。それから自治体の経営力、

財政力、人材、経営戦略、こんな問題もあります。 

 それで全国をくくってみますと、この赤のところで大体面積の半分ぐらいがこの赤のエ

リア、１時間圏に入ります。そのエリアからはずれる人口は、大体５～10％ぐらいであり

ます。では残ったこの５～10％、面積が半分のところはどうするのかということになりま

すが、問題は高齢化率 40％の集落の平均人口は 50 名ぐらいであります。高齢化率という

のは大体上限が半分ぐらい、40～50％であります。そうして、消滅していく、つまり集落

がなくなっていくのが大体 20～45 戸ぐらいの集落は消滅していくという、こういう研究成

果がございます。したがって条件不利地域と言われるこの過疎地をこれからどうしていく

のかというのも大変重要な課題であります。 

 ヒントはここにありまして、左上が 65 年、右下が 95 年、10 年ピッチで書いて、縦軸・

横軸は自分の町に住んでいてよその町で働いている人、あるいはよその町に住んでいて自

分の町で働いている人の比率です。つまり、就業と居住の広域化をあらわしています。点

の色は大都市から小都市への集落までの区別ですが、御覧のとおりものすごく広域化をし

ています。実態として市町村単位は意味を余りもう持たなくなっている、こういうことで

あります。 

 これは北海道の計画の時につくったものでございますが、人口は少なくても都市機能が

集積しているような地域があります。例えば北見市、網走のちょっと西側ですが、そこは

人口 10 万ですがほかの市町村、都道府県庁があるところよりも立派な都市施設を持って集

積を持っております。それから２番目の人口は少なくても農業生産性などの高い地域、例

えば帯広。北見もそうですが、農家の１戸当たり粗収入は 1000 万を超えて 2000 万などと

いう世帯もあります。東京で働くサラリーマンよりはるかに豊かであります。 

 それから人口と無関係に活力ある地域、例えばニセコ町、ここはかつて１万人の人口が

5000 人ぐらいまで落ちたのですが、今海外投資で土地ブームが起こっております。温泉に

行きますと外国の人が多いぐらいでございます。こういうような展開をしているところも

ありますし、新規定住者も含めて今まで関係ない人たちがそこに住んで農業をやっておら

れる方が元の住民の半数を超えているという集落も出てきております。ちなみにヨーロッ

パでは逆都市化と称して、日本の都心回帰と全く逆のことが起こっております。ヨーロッ
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パでは都心に住むよりも田舎に住んだ方が豊かな生活ができるではないかというのが社会

的なトレンドになっています。こういういろいろな動きの中で、今まで条件不利と言われ

ていた地域の展開の可能性をどう見出していくのかということであります。 

 新しい国土計画はもう御承知のとおり、全国計画ともう一つ広域地方計画をつくること

にその一番の眼目があります。しかもそれを策定する時期は社会資本重点計画と同じ年で

あります。したがってこの２つを整合させてつくることが我々に課された課題であります。

なぜなら、社会資本計画を地域の発展方向と無関係につくったとすると、それは何のため

の社会資本整備だということになりますし、国土計画の方、広域地方計画の方も社会資本

計画と無関係につくったのでは何をやろうとしているのかわけがわからないではないか

と、こういうことになりますから、２つは全くの両輪でございます。しかもそれを策定す

る時期は極めて短い間にやらなければいけないという、厳しい状況にあります。 

 国土審議会の今の論点ですが、計画部会と圏域部会の２つが設定され、私の担当してお

ります計画部会はここにあります５つの小委員会を構成しています。それぞれの小委員会

に専門家の方が入っていただいて議論を重ねているところでございます。 

 この中で、新時代の国土計画として国民の不安感という、こういう話を記述し、さらに

国土利用を再構築する、そういう機会なのだと、国土の歴史的な蓄積、あるいは個性のあ

る地域、あるいはうまくなかった蓄積、こういうものをもう１回考え直す絶好の機会にし

ようではありませんかと、これがうたいでございます。それから当然のことながら量的拡

大から質的向上ですが、社会資本の新設中心からアセットマネジメントへ。アセットマネ

ジメントというのは、アメリカとかのものではなくて、この災害の多いところ、あるいは

既存不適格施設がたくさんあるところで、いったいどこにどういうふうにお金を配分しま

しょうか、こういう問題であります。 

 それから、従来からこの国は問題を解決する、つまり道路が混んでいるとか住宅が足り

ないとか、問題を解決することでうまく回ってまいりましたが、これから我々はこういう

３つの視点で考えてはどうか。国家とか地域の戦略型投資は何なのか。これなくして栄え

た文明はないはずであります。それから問題解決型投資は当然やっていかなければいけな

い、こういう部分もございます。それから安全な国民生活を維持するための投資、これは

防災もありますし、小学校の耐震基準をちゃんと満たしてないではないか、こんな問題も

あります。お金は限られていますから、これ全部安全が第一だなどというわけにはいかな

いわけでして、この選択をどうするかということ自体が我々に課された課題でもあります
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し、この配分をどう考えるかというところにその地域、地域の特色があるかもわかりませ

ん。後ろ向きの解決ばかり投資したときに一体どういう将来が描けるのか、こういうシナ

リオ間の論争があってしかるべきであります。それから、都市と地方の互恵関係とか地域

間の共生をどうするか、こんなことも問題になります。 

 各分野の検討事項にかかわる主要論点としては先ほど言いましたように人口減少のもた

らす課題、あるいは各種都市のあり方、いろいろなレベルの都市のあり方とか、いろいろ

な都市をどんな個性で伸ばしていこうとするのか、地域ブロックの中でそこにどんな役割

を課すのか、こういうことを具体的に描く必要があります。 

 ライフスタイル・生活関係のところでは価値観の多様化ですとか、多様なライフスタイ

ルの選択可能となるような、そういう社会、あるいは多業とか２地域居住とか多選択社会

とか多様な交流、あるいは２地域居住人口とか交流人口とか情報交流人口とか、こういう

いろいろな人々をエンカレッジして、あるいはそういう人たちに参画してもらって地域の

次なるシナリオを考えようではないかと、こんなことをうたっています。 

 例えば今回の計画は北海道は対象外ですが、例えば北海道でいいますと、北海道にはた

くさん農産物、水産品の素材があります。これを中国でいろいろな格好で加工したものに

して売るというマーケットがあるとすると、中国の人たちが彼らの好む味つけでいろいろ

な製品を開発することが必要だと、これは当たり前のことであります。そういう、いろい

ろな交流を通じて次なる展開があるではないかということであります。 

 それから産業・東アジア連携関係、これについても、例えば都市、環境、エネルギー、

海洋など共通の問題解決のためのプラットフォームをある地域でつくって、それを通じて

アジア全体の交流が起こるような、そういう戦略はあるだろうかとか、あるいは情報収集

とか発信とかオピニオン形成機能みたいなことはあるだろうか。例えば国際的に通用する

ようなシンクタンクをある地域が持つというのはどうかとか、いろいろな意味での議論が

あります。 

 しかも国際競争力の強化には、拠点都市が集積して強くなければいけない。あるいは産

業集積が多様でなければいけない。あるいはブロック内の地域がそれぞれに個性的で多様

でなければ魅力的ではない。国際競争力のある新商品とか新技術の開発を続けるような基

本戦略もなければいけない。その競争力というのは国内外の人たちがその地域で投資する、

その投資のしやすさ、「投資環境の競争力」というのは何だろうか。あるいは人々が行き

来する「交流環境の競争力」とは何だろうか。どこの国の人でも住んだらあしたから病院
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に行ったら診てもらえる、あしたから学校へ行ったら教育してもらえるような「居住環境

の競争力」はどうだろうか、こうやってブレークダウンをしていきませんか、こんなこと

であります。 

 活力維持については地域ブランド、あるいは観光、その他各種の地域資源を特定をしよ

う。例えば神奈川県でいうと、鎌倉に住んでいる人とか、あるいは横浜の今までの海外貿

易の集積とか、相模原のいろいろな機械工業の集積とか、そういういろいろなものを見極

めたときに、ほかの地域に対して何が自分の県が強いのかということがわかってくるでは

ないか。それを活用したときに一体どんな展開がなされるのか、こういう議論であります。 

 それから地域自立社会関係のところは民間主体の重視で地域資源の活用とか域外の「人

財」活用、あるいは地域金融とか資金の循環をどういうふうに考えていくのか。この国は

政府系の金融機関はだんだん縮小していくような議論をしておりますが、ヨーロッパ、ア

メリカは全く逆でして、地域金融をどうやって強化するかという議論をしています。当然

のことながら人の交流と並んでお金の貸出先をどうやって確保するかということが関東以

外のところでは大変重要な課題でもあります。 

 それから国の役割も画一的な支援で平等にではなくて、地域間で競争してもらって、い

いところにはたくさんの支援をするような、そういう仕組みを新たにつくっていく、こう

いうことがこれまたヨーロッパ、アメリカでは行われております。こういうことと、要は

底上げ的な国の役割のバランスをどういうふうに取っていくのか、こんなこともあります。 

 それから、国土基盤関係では、先ほど申しましたような、災害に強いしなやかな国土で

すとか、シームレスアジア、あるいは都市機能集積のための交通体系、さっきの圏域構造

を変える一つのキーは交通のサービスです。それから持続可能な国土管理のところでは、

耕作放棄地ですとか消費資源の海外依存、国土の質的劣化、そういうことに対して多様な

主体が国土経営に参画するような仕組みを考えましょうとか、あるいは、沿岸域について

も海岸侵食に対する総合的な土砂管理、漂流漂着ごみなど海洋環境、あるいは国境離島を

含めた海洋権益の確保の問題、データ収集その他の問題、あるいは国際的格差縮小と国内

格差、ブロック内格差拡大の問題をどう考えていくのか、こんな問題も大変重要な課題と

なります。 

 圏域部会はもう御承知かと思いますが、こんな格好で結論が出ました。東北は新潟、福

島以北で、また関東は山梨と北関東３県、それから１都３県がなっていますが、この北関

東３県と新潟と福島を少し色を変えて、それぞれ分科会をつくり、この５県で圏域を独自
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の戦略展開の場としてはどうですかということがメッセージとして込められています。そ

れから北陸と中部、これは別々の地域が各知事さん御希望でしたが、合同の協議会で戦略

をお考えになってはいかがですかと。四国・中国についても同じ様にメッセージとして入

っています。圏域部会の中での議論として日本海側と太平洋側に両方に展開できる、こう

いう構図の方がシナリオを書きやすかろうと、こんなこともございました。広域地方圏に

ついては先ほどから申し上げましたのでとばしますが２、３、例としてこんなことも御理

解いただきたいと思います。 

 左側の小さな絵はヨーロッパで日帰り可能な都市のペアを赤で結んでいます。日帰り可

能とは朝、自分の住んでいる町を出て相手の町に行って６時間活動して、会議とか遊びを

やってその日のうちに帰ってこられる。そういうペアでございます。ヨーロッパのほとん

どの都市間、500 何 10 都市のペアがそれになっていますが、アジアの方は右にあるような

格好でしかまだ展開されておりません。 

 これについてはバックグラウンドとしてローコストキャリアといいますが、小さなエア

ラインが小さなジェット機を使って航空産業界に旋風を巻き起こしています。アメリカ、

ヨーロッパでそういうことが起こっています。大体 80～100 人乗りぐらいのジェット機で

航続距離が 300 キロ、最高速度が 800～900 キロ、ジャンボぐらいの機能を持っているもの

であります。これをどんどん自由に飛ばしてハブアンドスポークと言われるネットワーク

を志向していたメガキャリア、大企業に対応していこうと、こういうことであります。今

半分以上のシェアをローコストキャリアが占めるようになりました。 

 ちなみに、アジアでもシンガポール、それからタイ、マレーシア、こういうところは国

家を挙げてこういう戦略展開をするためのエアラインの創設をやっております。もう間も

なくこのアジア地域もヨーロッパ、アメリカのような格好になろうかと思います。大体オ

ーダーでいいますと年間 15 万人ぐらいのお客が往復でいるとしますと、日本だと飛行機が

飛ぶか飛ばないかという感じであります。１便飛ぶか飛ばないか、こんなところでありま

すが、15 万人いればヨーロッパ、アメリカだと５～7便飛びます。それぐらいの高頻度で

飛ぶと人々はもっと動くようになりますし、いろいろな交易も始まる。こういう社会が間

もなくまいります。 

 それからもう一つは、海運ですが、かつては北アメリカとアジアの基幹ルートは太平洋

側を通っておりました。したがって南側、太平洋側の日本の各都市はそのメリットを受け

ておりました。その船がちょっと寄れば東京、横浜だということであります。仙台に幹線
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ルートの船がとまるのもこの経路にあるからです。ところがこの数年間で様相ががらっと

変わってまいりました。メーン航路がもう一つできまして、津軽海峡を渡って釜山、上海、

大連に向かうルートであります。つまり日本の両側に世界の幹線のルートができあがりま

した。しかも、日本海側の港を回って中国のいくつかの港を回るような、こんな航路がま

た新たに誕生したりしております。 

 こういう中で物流業界も全く違う動きをして、例えば釜山に中継基地をつくるとか、あ

るいはデマンドマネジメントとかサプライチェーンマネジメントとか言われるように、今

までのものを運ぶというよりも、資材調達から支払いまで全部請け負うような、そういう

業態がサードパーティー・ロジスティクスと称して世界中で展開をしております。 

 日本では港運業界がどうしたなどという議論がずっと盛んにされておりましたが、今世

界中で港湾業界がコングロマリット化しております。世界中の港湾運営を一つの企業が多

国にわたってやるとか、船会社がその分野に展開するとか、船会社もものすごい勢いで合

併を繰り返しております。こういう非常に大きな流れの中で日本だけが無関係であるわけ

はないわけでして、当然のことながら小さくは北関東自動車道とか外環とか圏央道で物流

の基地の動態が変わってまいりますし、あるいは新潟港と那珂湊とそれから東京湾、こう

いうところで一体どういう使い方がされるのか、こんなことも違ってくるはずでございま

す。 

 それから、自立地域社会の形成、これについてもここにありますようないろいろな展開

がされています。今から広域地方計画、もちろん全国計画はもう秋には中間取りまとめで

す。今からすぐにでも広域地方計画をつくり出していただきたいわけですが、最悪のシナ

リオは全国計画と同じようなキーワードが並んだような、抽象的な広域地方計画ができる

ことであります。これはほとんど意味をなしません。より図面上で、具体的な問題、地域

独特の問題を特定し、その問題をどのレベルまで解決するのかという目標を設定する、こ

ういう作業をしていただくことが必要なのではないかと思っています。 

 もう一つの最悪のシナリオが、各都府県の計画の合冊的なものです。首都圏整備計画が

典型です。県間の調整がつかないからといって各県の計画をとじたようなものをつくった

のでは、これは広域の地方計画としては機能いたしません。当然のことながら各地域の計

画は同時に進行してまいりますので、どの地域の計画が魅力的で戦略として正しいかとい

うのが国民の目にさらされることになります。そういう中で最も活力があり、人材も豊富

なこの関東の広域地方計画がお手本になるような、そんな計画をつくっていただければと
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思います。必ずそれは抽象的ではなく、戦略が地図の上におりていて、社会資本整備計画

と連動していて、しかもそのベースにはきっちりしたデータ分析がある。人口動態ですと

か、産業構造ですとか、生活行動ですとか。あるいはその地域に応じた具体的計画は地域

支援策が特定され、その活用が描かれ、地域の将来像が、皆さんがそれに向かって頑張ろ

うということになるような、そういう計画であるべきだと思っております。 

 特に、この北関東と南関東を一致させるかさせないかという議論はいろいろな議論がご

ざいました。圏域部会の中では先ほどの日本海側と太平洋側が一体になったような地域と

いうこと、そういう観点もございますし、将来のことをにらむとこの新潟まで含んだと仮

定する関東というのは巨大過ぎて、ほかの地域とあまりにバランスが悪いではないかと、

こんな議論もございました。 

 その中で、この巨大な中で東京にばかり目が向いて、東京を中心の地域展開をすること

がこの北の地域にとっていいことなのかと、こんな議論もあって、２つに分けた圏域構造

を目指してはどうか、そこで文化的な、あるいは経済的な核をつくり、それの発展方向を

目指したらどうかと、こんな議論もございました。 

 結論から言いますと、関東ということで先のような区割りになりながら、場合によって

は東北の南の方とも一緒になって違う展開も描くようなことをやってはと、示唆としてそ

ういうものが出てまいりました。もちろん広域地方計画は国と地方が一緒になってつくっ

ていくものですから、どういう御議論が東北、あるいは首都圏の協議会でなされるかとい

うのはこれからですが、今までと違うような戦略展開が出てくればと思う次第でございま

す。 

 なお、圏域については隣接する地域は域外でも参加できるということになっています。

例えば栃木が東北の圏域に入っていくことも可能です。何度も申し上げますが独立国をつ

くるわけではありませんし、当然隣接するところは隣接するところとそれぞれの局面に応

じて連携をすることが重要ですから、これは自由にやっていただく。ただし、法定の計画

としての区域はこのエリアで決めますと、こういうことになっています。ぜひこの辺の柔

軟さと、それから将来に対する不確定性と、それからそういうことをちゃんとシナリオを

書けなかった地域が国際的にどういうことになっているかということをよくお考えをいた

だきまして、ぜひ地域の将来のためにいい計画をおつくりいただけますようにお願いをし

たいと思います。若干時間を残していますが、用意したお話は以上でございます。どうも

御静聴ありがとうございました。 
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 司会 森地先生、どうもありがとうございました。また御講演中機械のトラブルにより

まして画面が大変見づらかったと思います。森地先生、また御来場の皆様、運営事務局を

代表いたしましたお詫び申し上げます。大変申しわけございませんでした。それでは、森

地先生、どうもありがとうございました。皆様拍手でお送りくださいませ。どうもありが

とうございました。 

 さて、それではこれより休憩をはさませていただきたいと思います。次回のセッション

は 15 時よりパネルディスカッションを実施いたします。どうぞお時間になりましたら御着

席いただきますようにお願いをいたします。なおお手元の資料の中にアンケート用紙が入

っておりますので、恐れ入りますが御記入をいただきましてお帰りの際に受付までお持ち

いただきますよう、お願いいたします。それでは次回、15 時になりましたらスタートいた

します。お時間までに御着席いただきますよう、お願いを申し上げます。（休憩） 

 それでは皆様たいへん長らくお待たせいたしました。パネルディスカッション「新しい

関東のかたちをさぐる～関東の目指すべき方向～」に移らせていただきます。それでは本

日お話をいただきます５名のパネリストの皆様を御紹介させていただきます。まず初めに

横浜国立大学大学院工学研究院教授でいらっしゃいます小林重敬様です。本日、小林様に

はコーディネーターをお務めいただきます、よろしくお願いいたします。次に千葉大学工

学部助教授でいらっしゃいます村木美貴様です、よろしくお願いいたします。次に東京工

業大学大学院社会理工学研究科教授でいらっしゃいます中井検裕様、よろしくお願いいた

します。そして、都市ジャーナリストであり日経広告研究所主席研究員でいらっしゃいま

す森野美徳様、よろしくお願いいたします。そして前市立高崎経済大学地域政策学部教授

であり、またＮＰＯ法人環境システム研究会理事長でいらっしゃいます横島庄治様、どう

ぞよろしくお願いいたします。また各出演者の詳しいプロフィールにつきましては、どう

ぞお手元のプログラムをごらんくださいませ。それではこれより進行をコーディネーター

の小林教授にお任せいたしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

小林氏 それではこれからシンポジウムを始めさせていただきます。多くの方、お集まり

いただきましてありがとうございます。きょう最初に私から若干趣旨説明をした上で４人

のパネラーの方々から 10 分ほどお話をいただき、その後討論するという形で進めさせてい

ただきたいと思います。それでは、私の話を始めさせていただきます。お願いいたします。 

 きょうの目的でございます。私なりに考えまして３つほどあるかと思っております。１
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つは国土形成計画の策定に当たって将来の国土のあり方を考える、そういう場にしたい。

ただこれについては既に森地先生から国土形成計画についてかなり突っ込んだお話がござ

いましたので、それをもってある程度かえられるのではないかと思います。これからのシ

ンポジウムの役割はむしろ下の２つであるように考えています。１つは広域地方計画を我

々国土審議会で議論している中で、今回の広域地方計画というのは先ほど森地先生のお話

にもございましたけれど、自ら律し、自ら立つ気概を持って描いてほしい、独自の戦略に

基づく特色ある地域の形成を考えてほしいと、そういう場にできたらしたいというのが２

点目でございます。さらに広域地方計画区域内の各地域の間の交流連携、さらに地域を越

えて周辺地域、各ブロック間の相互交流、連携、そういうことを考える、そういう場にし

たいとも思っております。パネリストの方々からそれにかかわるお話をいただく予定でご

ざいます。 

 次から３枚ある資料は、皆さんのお手元の資料の中で「日本学術会議・大都市をめぐる

課題特別委員会」というのを 2005 年に開きまして、東京大都市圏を中心に議論し、それを

私がまとめたものを紹介するような形で私見としてお話しするものでございます。最初に

これからの大都市地域の構造と構成でございます。大都市地域が先ほど森地先生のお話が

ございましたけどグローバル化の流れでアジアに対抗する競争力を持つ、そういう地域ブ

ロックとして成長している、そういう経済的な側面が一つあると思いますが、それを考え

るためにここで若干難しい言葉で表現しておりますが、比較的限定的な調整の場として公

共圏を構築する、そういう仕組みが必要であると考えます。要するに皆さんさまざまな自

治体、住民が今までは必ずしも一体となった公共圏として意識していなかった、そういう

単位を公共圏として構築する、そういう試みをするという必要がある。その時に恐らく大

きなテーマとしては持続可能性という議論があるのではないかと思っております。 

 それともう一つ、これも森地先生のお話の中にありましたが広域の生活圏域の議論です。

大都市地域はそういう形で大きな枠組みとして議論されればされるほど、自らよって立つ

地域を見つめざるを得ない。そういうことがなければ全体としての広域の地域ブロックも

成り立たない。そういう単位を生活圏域として設定しておりますが、そこではその地域力

を高めるための官民の力を統合する仕組み、新たな公をになう主体の創出というようなも

のが重要ではないかと思っております。テーマは参加と協働であるというふうに考えてい

ます。 

 そういうことを考えた上で、ここでは持続可能性という議論にからんで大都市地域の議
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論をするときに、私なりに考えると分節化計画というのが一つ大きなテーマとしてあるの

ではないかと考えます。それは、大きな自然あるいは小さな自然が関東圏にはさまざまな

形である。そういう自然地形など自然のあり方をまず考えてみる。あわせて鉄道網、道路

網の人工的な仕組みがある。特に関東圏は世界に恐らく冠たる発達した鉄道網を持ってい

ます。それから、これから恐らく整備される道路網も含めて、道路網も一定の枠組みであ

る。そういう自然的な力と人工的な力、それをうまくかみ合わせて分節化するという仕組

みが持続可能性の中には必要ではないか。 

 分節化した上でそれぞれの単位をうまくネットワークさせている、そういう構造計画が

必要ではないかと思っております。それはいろいろな表現がとれるわけですが、そこに書

いてありますように適正規模の機能都市のネットワーク形成、あるいは近年の都市計画法

・建築基準法改正の中で議論された、多機能集約型市とかコンパクトシティというような

ものを考えて、それをネットワーク化するという議論。さらに、今までネットワークとい

うと何となくある限られた圏域の中でネットワークするという議論になりがちですが、む

しろオープンエンドにネットワークをして、場合によっては周辺区域との関係をとる。さ

らに各ブロック間の相互の交流を積極的にやるというような、そういうネットワーク構造

計画をあわせて考える必要があるのではないかというように思っております。大変雑ぱく

な議論ですが、取りあえず今回のシンポジウムの目的と、私が今考えている広域ブロック

計画、あるいは生活圏圏域にかかわるお話をさせていただきました。 

 それでは、私の話しはこのぐらいにさせていただきまして、これからパネリストにお一

人 10 分ほどお話をいただくということにさせていただきたいと思います。お座りになって

いる順にお話しいただきますが、最初に村木さん、お願いいたします。 

 

村木氏 千葉大学の村木と申します。よろしくお願いいたします。私は広域計画の必要性

ということで、今までイギリスのことを比較的勉強することが多かったものですから、イ

ギリスの取り組みを中心に関東のことというのを考えてみたいと思います。まず最初に、

５～６年前になりますが、国土交通省の方から欧米の国土計画についての調査研究をする

ということで私の方にイギリスのことを調べるようお話がきたのですが、イギリスには実

は国土計画というものがございません。これはロンドンを含みます９つの広域都市圏が個

別につくっている計画、これが国土計画のかわりになっているということが１つございま

す。それから、現在の政権を握っているブレア氏ですけれども、中央集権から地方分権化
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してきて、広域の単位意味がとても大きくなっているということがございます。 

２つめに、広域計画策定主体の中で、非常に複数の計画がつくられています。これはも

ちろん都市計画、国土計画ももちろんですけれども、例えば広域のエネルギー計画、広域

圏の中でどれだけのエネルギーを供給し、そして受容していくのか。もしくは、交通計画、

商業立地について、または廃棄物など、さまざまな分野について広域圏を一つの単位とし

て計画づくりというのがされております。 

 ３つめに県レベルの都市計画から広域レベルの都市計画ということで、これまた都市計

画においても広域の単位というのが非常に重要視されてきております。これがちょっと教

科書じみていて申しわけないのですけれども、我々が一般的に都市計画の講義等で説明す

るとき従来言われていたのは、国がつくる計画をもとに地方自治体がつくる計画というの

が下の方に出てくるわけですけれども、イギリスの都市計画の特徴というのは、基本的に

県がつくるストラクチャープランと市町村の計画であるローカルプラン、この２層性でで

きているということが今まで言われておりました。 

 しかしこれが 2004 年になりますと、ストラクチャープランがなくなり、地方自治体のつ

くる１つの計画になったということが大きな変化としてあるわけです。ストラクチャープ

ランはいったいどこに入ってしまったのかと申しますと、これが広域計画、ここに書いて

あるのはＲＳＳというものがございますが、その中に県レベルの計画がすべて含まれてし

まった。こうやって広域圏計画の位置づけというのが非常に大きくなってきているわけで

す。 

 これは東部イングランドの広域圏計画ですが、まず一つ、ここが県レベルの計画にかわ

って、県という一つの枠組みを若干超えるような形で小都市圏というのが形成されていま

す。この小都市圏別の計画、これが非常に重要だということが言われます。それからもう

一つ、このあたりを見ていただくとわかるのですけれども、ここが圏域の境なのですが、

圏域を超えて、この紫で書かれているこのエリア、これが一つの生活圏を形成しているの

で、東部イングランドという圏域を超えた小都市圏が形成され、その中での計画づくりの

重要性ということが議論されているわけです。 

 また、細かい計画内容の中でいかに広域計画が重要なのかということが、イギリスのプ

ランニングをやっていますといろいろ遭遇することがあるのですけれども、例えば商業立

地のことを考えてみますと、小都市圏単位でやはりこの商業立地についても調整がされま

す。小都市圏の中で中心都市というのは基本的には一つという考え方がイギリスにはあり
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ます。 

 それ以外の都市というのが、都市の規模や機能において各都市の階層というのが小都市

圏の中で決められています。これは今便宜的にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄというふうにつけましたが、

それぞれがさまざまな役割を果たしているわけです。例えばここにＢという都市の中で階

層を壊すような大型商業施設の開発申請があった場合は、どう取り扱われるのかと申しま

すと、これは都市の階層性を壊すので基本的には認められない。こういうことがまずは考

えられるわけです。ただし市場のコントロールにもなりますので、本当にその需要がある

のかどうかを判断した上で最終決定はされるわけですけれども、開発においてはこのよう

な形で商業立地においても小都市圏での計画の考え方というのが非常に重視されます。 

 さらに例えば低未利用地などにつきましても、集計の単位というのが都市圏別になって

おります。これは９つの都市圏別に低未利用地の状況を見たものですけれども、最も多い

のが例えば北西部であり、そこについては補助金もＥＵのものなどが非常にたくさん投入

されるというような状況がございます。 

 例えばそれ以外には国の補助金をたくさん入れていく、再開発をした方がいいと思われ

るようなエリアがどこに存在するのか、これをイギリスでは衰退度ということで低所得者

がどれだけいるかとか、バンダリズムの状況、さまざまな指標を元に衰退度の状況という

のをあらわしておりますが、例えば北西部には非常にこういったものが多いというような

データが出ております。 

 これが都市圏別にまた同じように地図が構成されておりまして、最も衰退度が大きな北

西部など見ますと皆さんから見て左側の図にありますように、色が濃いところほど非常に

衰退したエリアが多い。ここの中でどのようにここに再生を行っていくのか、これが都市

圏の中で討議され、これに対処するためにどのような計画を全体の中で考えていくのか、

これは１つの市町村、もしくは県レベルで対応できることでもなく、都市圏での対応とい

うような形になっているわけです。中心の 30 キロ圏の人口について１キロメッシュのデー

タをお持ちしたものなのですけれども、やはり東京を中心に昼間人口はどこにたくさん歩

けているのかといえば、青く色が濃いところに昼間人口が非常に多くなっているというこ

とがわかります。反対に夜間人口は、考えてみてもわかりますように、現在都心回帰が起

こってきているとはいいながら、やはりドーナツ状に人口が外に集積しているのがわかり

ます。この比較というのを見ますと、都心と郊外、つまり両側に人口の違いというのが非

常に見えてくるように思います。 
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 では、これは今の人口の状況の移動だけを見たものなのですけれども、各都市の中でど

れだけの人が移動しているのかというものを見たものがこれになります。白いところは、

市町村合併で私のＧＩＳのデータ等の問題で欠損値が出ているので白いところが複数あっ

て申しわけないですけれども、これで見てもおわかりのように、東京を中心とした市町村

で自区内の就業率がどの程度あるのかといいますと、やはり例えば千葉だったら外側、茨

城。外側に行けば行くほど自市区内の就業率というのが高まっております。 

 では、どれだけの人が移動しているのか。就業人口の移動を次にお見せしたいと思いま

すが、オレンジが５～10％、黄色が 10%以上の移動を表しています。東京都心に向かって

はこのくらいのエリアのところからオレンジ５～10%が非常に多く、人口移動というのが起

きています。これ以外のところでは例えば埼玉、千葉、横浜、こういったところがハブに

なるかと思いますが、それ以外のところにも土浦とか筑波、成田、茂原、もしくは京葉の

臨海部に就業人口の移動というのが見られることがわかります。それ以外も多くのところ

に就業人口の移動というのが見られることがわかってきます。 

 しかし県を超える移動というのがどれだけあるのかというものを見てみますと、これは

非常に限られておりまして、東京都心以外では柏とか埼玉の端の方、このあたりで若干際

だったものが見られますが、それ以外は余り県を超えるような人口の移動というのはない

ように見えます。 

 これは千葉県内の生活圏のつながりというものを市町村の合併について見た、修士論文

の学生のものを一部拝借してきたものなのですけれども、生活圏という観点で考えると市

町村同士のつながりというのが結構あるように見えるのですが、市町村合併というのを見

ると必ずしもそのとおりに合併が進んでない。つまり生活圏と合併というのは余りうまい

具合につながってないエリアというのも存在するわけです。さらに行政サービスなどにつ

いて見ていきますと、こんな感じにオレンジのところが、例えば消防とかごみ処理など一

部住民組合等で行政サービスをやっているところですが、これまた圏域を超えた合併、も

しくはばらばらのものというものが生じてしまっているというようなことがございます。 

 こうしたことから考えていきますと、まず合併状況と生活圏の相違というのが、例えば

今の千葉を見ただけでもあるわけです。これは千葉県を見ただけですけれども、これを超

えるエリアまでも考えてみますと、市町村もしくは県を超える広域計画の必要性が非常に

高いのではないかということを思うわけです。 

 ２つ目に、イギリスは広域計画の中に小都市圏の計画というのを持っていました。この
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考え方を参考にしますと日本でも例えば県を超えるような計画、もしくは県内部で市町村

を超える計画、小都市圏の計画の必要性というのが非常にあるだろうということを思いま

す。３つめに、今大型商業施設の立地の話というのがいろいろなところで議論されている

と思いますが、こういったことを考える際におきましても、広域での土地利用や開発を考

える上で広域都市圏計画の重要性というのが非常に高いのではないかというふうに思うわ

けです。以上です。 

 

小林氏 どうもありがとうございました。それでは続きまして中井さん、お願いいたしま

す。 

 

中井氏 中井でございます。コーディネーターの小林先生の方からきょうのシンポジウム

の目的の一つに、特色ある地域形成というお話がございました。恐らく関東地方全体とし

ての特色をどう出していくかということと同時に、それぞれの関東地方の中の地域にまた

それぞれの特徴をどうもたせていくか、そういう大きな話と小さな話が有機的にどうつな

げていけるかといったあたりが肝心な点なのではないかと思いますけれども、その一つの

キーワードがやはり環境というようなことなのではないかと考えております。今、前に出

ておりますのは 1996 年にできましたニューヨークの大都市圏計画なのですが、ここでは３

つのｅというのがビジョンとなっておりまして、equity、economy、environment です。 

 これは今現状でこの３つのｅがそれぞれよろしくないということを表現しているわけで

すけれども、これに５つのキャンペーンという構成になっておりまして、そのうちの一番

最初に greensward というキャンペーンがあります。つまり環境を保持することによって最

終的には少しこの３つのｅを近づけつつ、３つのｅの内容を変えながら生活の質を高めて

いこうというようなストーリーだてになっているわけです。この３つのｅの中でやはり最

後のｅ、つまり環境のｅというのが地域を特徴づける。同時に他の地域との連携をしてい

く。そういうときに非常に重要なキーワードとしてあげられるのではないかと思っており

ます。 

 これがニューヨーク大都市圏の環境についての広域の計画図です。非常に大きな緑だけ

がここでは強調されていますけれども、実は計画書の中ではそれぞれの都市内の小さな緑

も強調されています。これを実際の衛星写真に重ね合わせたものが次でございまして、こ

れがその衛星写真です。真ん中に小さくマンハッタンが見えますけれどもマンハッタンは
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かなり茶色になっておりまして、ここは市街地の部分が大きい。ただ見てわかるのは周り

に大きな緑が視認できるような塊としてここではきっちりと保全がなされているというあ

たりだろうと思います。 

 これはロンドンの方なのですけれど、真ん中の白く抜かれているところがいわゆるロン

ドンの市街地です。この外側について、これはいろいろな環境資源がどうなっているかと

いうのをあらわした図なのですけれども、ピンク色や赤色のところというのは、例えばラ

ムサール条約ですとか、あるいは優良な農地、それから自然景観の優れたところというこ

とで既に国の方で相当程度の保全の手当がなされている地域です。こういうところを少し

ずつ束ねて重ね合わせていきますと、この地域の環境の全体像、環境計画の全体像という

のが見えてまいりまして、それが次のこういう形で、ここで緑色のハッチがついていると

ころが非常に強く環境として保全をしていくところ、つまり地域の大きな特徴を示してい

る部分ということになっていくわけです。 

 これはロンドンの周りの有名なグリーンベルトの図ですけれども、これと同じ縮尺での

衛星写真をかぶせてみますと、こういう形になります。かなり、緑が全般的に分布をして

いるということが見てとれるのではないかと思います。これからしばらく衛星写真が続き

ますけども、すべて同じスケールに合わせてありますので、少し注意をしてごらんいただ

きたいと思います。これは先ほどのニューヨークの、大都市圏の衛星写真です。これもス

ケールは同じです。 

 これが関東ということになります。随分とその写真の中身といいますか、イメージが相

当違うということがおわかりになろうかと思います。もちろん地形や河川といった、そう

いう特徴も加わるわけですが、これで大体 4000 万人ぐらいの人がこの中に住んでいるわけ

です。ほぼ同じ人数が住んでいるということで、これはブラジルのサンパウロなのですけ

れども、真ん中はかなり市街化が進んでいるにもかかわらず外側の緑というのは比較的き

っちりと保全ないし維持されている。もちろん公共交通機関の発展ですとか１人当たりＧ

ＤＰの違いとか、そういうことはありますけれども、こういう衛星写真を見ているとやは

り関東、日本の中心であり日本の経済エンジンでもあるところの大きな意味での自然をど

う保全していくかということがやはり地域を特徴づけ、かつ競争力を上げていくために非

常に重要な要素ではないかと思うわけです。 

 これが一応今までのところ、いろいろなところで紹介をされている首都圏における水と

緑の保全の、大きな計画ということです。ここでは保全すべき大きな自然環境として比較
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的塊としての森林が残っているところとか河川が取り上げられているわけです。 

これらを見ながらいろいろと考えてみますと、どうも環境というよりは我々が今回、国

土形成計画の地方ブロックのものを考えていく上では、もう少し大きく amenity という言

葉でこれをとらえていった方がいいのではないか。そのときに、小林先生のスライドにも

ありましたけれども、大きな amenity 形成と小さな amenity 形成というのがありそうだと

思います。大きな amenity というのは保全すべきやはり大きな自然環境、大河川ですとか

森林、それから里山とありますけど、これは里山の連なりという意味です。それから大き

な塊としての農地、首都圏には農地がたくさんありますので大きな塊としての農地、それ

から色々な地域に見られるいわゆる大景観、パノラマと言われるようなものです。こうい

うものをきっちりと保全をしていくということが手法を特徴づけ、かつその中の地域へそ

この特色を還元していく一つの有力な手法だと思うわけです。 

 ここではどんなことを考えていけばいいか。先ほどのこれを見ますとわかりますように、

随分ばらばらにこういうものができている。やはり水と緑をどううまくネットワークさせ

ていくかということが重要になるわけですが、そこでは missing link という考え方がやは

り有効なのではないか。つまり、ネットワークで最後にとぎれているところです。ここに

ついては積極的にこの種の計画で保全し、ネットワークを完成させていくということが大

事だろうと思います。 

 もう一方、この大きなamenityとは対照的に小さなamenity、これはどちらかというとは

ぐくみ創造すべき身近な空間質のことでございますけれど、例えばまちなみの景観ですと

か都市内の中小河川、市街地の中に残る緑、公園や住宅の中の緑、あるいはにぎわいとい

ったような、町に活気をもたらすような風景があります。そこで大事なことは参加と協働

だと思うのですけれども、いくつか例を見ていただいた方がよろしいのではないかと思い

ます。 

 これは東京の呑川という中小河川の代表的なものですけれども、少し緑を意識しつつ、

実はこれは不法係留船なのですけれども、こういうものをどう位置づけていくかというの

はいろいろな議論のあるところですが、これよりもう少し地方の方に行きますと、これは

栃木ですけれども、こういう都市内の河川を使いながら身近な amenity を高めていこうと

いう試みがなされています。 

 都市内の緑ということで幹線道路をこういう緑で豊かにしていくということも非常に大

事なわけですし、次は東京都区内に残された貴重な斜面緑地です。こういうものを保全し
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ていく。あるいは、このような住宅の緑です。これはかなり極端な例ですけれども、これ

も身近な amenity 。最後に、こういうほんの小さな家の周りの緑などもこの地域の特徴づ

けということにつながっていくのではないかと思います。 

 それから、にぎわいということです。こういうあたりを少し今回の国土形成計画という

ことで強調しながら考えていく。世界的にもそういう動きにあるわけですし、今回の国土

形成計画、ぜひそういうことのいい機会になる、あるいはしたいというふうに思っており

ます。以上です。 

 

小林氏 ありがとうございました。それでは続きまして森野さん、お願いいたします。 

 

森野氏 森野でございます。私は少しこれからの国土形成計画を関東ブロックで考えると

きの地域の経済とか産業を中心にお話ししたいと思います。まずそもそも論みたいな話で

すが、20 世紀の国土計画と今議論している国土形成計画の一番の違いは、20 世紀の、特に

新産・工特に代表される最初の国土計画は工業社会の国土計画だった。これからはむしろ

知識情報社会というものを前提に国土形成計画を考えるべきであろうと考えています。 

 森地先生のお話と重複するかと思いますが、産業構造自体も製造業のウエート、シェア

がぐっと低くなってきてまいります。これからの首都圏の地域経済を考える場合、まずこ

の首都圏、東京を中心とした１都３県は知識情報社会のヘッドクオーターであるというこ

とを大前提にお考えいただければと思います。真ん中の、ちょっとこれは間違いがありま

して、ＩＣＴの誤りです。こういう新しい産業の中枢であり、それから観光立国のゲート

ウエイだというふうに考えるべきだと考えています。 

 しかも、今「観光立国」と言われていますけど、単なる観光客をふやすということでは

なくて、いろいろな違った文化を持った人たちが混じり合うことによって新しい価値創造

とか文化創造、これがこれからの観光立国の大きなテーマです。と同時に、日本人、例え

ば私が茨城県の大洗海岸に行くとか、そういったこと自体が、頭脳とか心の休息となり、

逆に知識情報社会における明日の活力の源泉にもなると、考えるべきだと思います。そん

な中で今、エコツーリズムとか体験型ツーリズムとかいろいろありますけれども、まち歩

き観光とかこういったものが重要になってきている。そういう空間を、これは横浜ですが、

どういうふうにつくり出していくかということが一つです。 

 それから、これから関東の地域計画を考えるときにいくつかの従来の国土計画と違う切
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り口というのを考えていただきたいと思って３つほど挙げました。一つは、例えば京浜臨

海の石油化学コンビナートなどがありますが、ここでつくられているいろいろなプラスチ

ック製品とかそういったものは非常に、4000 万人が住む大消費地に近い産業です。こうい

ったものはなかなか他の地域には移転しにくいということを、重要なポイントとしてお考

えいただきたいということです。 

 それからもう一つ、関東を考えるときに、茨城県あるいは千葉県というのは北海道に次

いで農産物の出荷額の高い農業県でもあります。これは言うまでもなく東京という大消費

地向けに非常に単価の高い野菜とか花卉とか果物を供給している。そういう意味で重要な

ところなのですが、と同時に先ほどの中井先生のお話のように amenity を確保する農地で

もあるわけです。そういう意味で関東圏の計画を考えるときに、この高付加価値農業とい

うものの位置づけをぜひ議論をしていただきたいというのが２点目です。 

 ３点目、これについてはきょう森地先生のお話の中で国際的な水平分業の話がありまし

た。これまでの日本の、例えばひたちなかの港湾とか、それに派生する関東自動車道など

は一つの一番わかりやすい例かもしれません。従来型の物流機能というのはもっぱら輸出

を主体に考えてきていました。ところが、今、部品も日本へ輸入して、国内で完成品をつ

くるということもあったりします。もう一つ具体的な例を挙げると、東京港というのはも

っぱら消費物資のための港です。横浜というのはもっぱら輸出のための港で、その結果、

今、横浜港と東京港の優劣がはっきりあらわれているわけですけれども、そういう形でな

るべく輸入の方が従来型の工業国家日本の輸出のための国際物流機能ではなくて、もう少

し消費地立地型の輸入主体の物流機能ということをぜひお考えいただきたい。一つの問題

提起です。 

 これは「道の駅」の写真ですけれども、こういうような形で農業を身近に感じてほしい。

それからもう一つ、大都市の繁栄というのは地方に依存していることは言うまでもないこ

とですが、東京圏というものを考えるときに原発は福島や新潟、あるいは水道の水源は茨

城県とか栃木県、あるいは食料も先ほど言った通りに茨城県や千葉県から来ています。人

材も地方からたくさん来ています。そういった関係性というものが今首都圏の中、両方を

考え合わせなければいけない。 

一番最後に自立地域社会ということを考えるときに、基調講演の方にもあったと思いま

すけれども、「新たな公」というか、コミュニティーをどういうふうに機能させるかとい

うことが大事だと思います。そういう中で、この後は皆さんのお手元に資料がペーパーで
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配ってありますけれども、５万弱ある集落の中で 2100 が消滅する。そういう時代を迎えて

います。 

 これは津和野の奥の方の 13 世帯の集落です。こういった集落でもこういうふうに、リー

ダーが今の集落営農のようなものを先駆的に独自にやっていて、13 世帯でも非常に生き生

きとやっています。こういうような独自の歴史とか美しい自然、そういったものを守りな

がら新しい自立する社会というものが今生まれています。 

 ここで何をこれから考えていただきたいかというと、一つは「東京対地方圏」、これは

４全総的な図式ですけれども、そういうような対立図式で何かものごとを考えるのではな

くて、いくつもの矛盾する要素をいかに包み込むか、そういうような形でこれからの計画

を考えていくべきだろうと思います。日本の奥行きの深い地域文化、そういったものをき

ちっと見ながら、その価値観を共有して世界に発信していく。それを作るための地域の自

立ということを考えていくことがこれからの国土形成計画あるいはブロック計画にとって

重要なテーマかと考えております。以上でございます。 

 

小林氏 ありがとうございました。それでは続きまして横島さん、お願いいたします。 

 

横島氏 横島でございます。よろしくお願いいたします。今３人の皆さんに海外の視点も

含めて首都圏を分析していただきましたが、３人の皆さんどなたも触れていない地図が実

は関東地方なのです。きょうは「考えよう、関東の未来」ですから、私は関東という地域

全体に少しこだわってお話をさせていただきたい。しかも、私は住まいも勤めも社会活動

もすべて 10 年前に群馬県の高崎に移しました。その 10 年間の体験で最大のものは、東京

の中から見る首都圏と外から見る首都圏は全然違っていたというのが実感でございまし

て、その体験談という形でお話しするのがよろしかろうと、こう思って少し泥臭い話をさ

せていただきます。 

 実は関東地方というと、山梨県が入りません、１都６県です。首都圏という法律上の地

域設定でいいますと山梨を含めた１都７県です。もう一つ、東京圏という言い方がありま

すが、これは１都３県であります。これがごちゃごちゃです。国の審議会の資料を見まし

ても東京圏の資料が首都圏の資料に化けていたり、首都圏と言いながら関東地方だったり、

場合によっては定義すらあいまいで、いかに識者が首都圏と東京圏をごちゃ混ぜに考えて

いらっしゃるかということについては、私は田舎からは憤っているのです。もうちょっと

 31



厳密に考えていただきたい。首都圏の中の群馬、栃木、茨城というこの北関東３県は東京

圏と全く違う状況にある。したがってこの３県の違いを切り分けて語らないと関東地方の

将来は語れないと、こういうふうに私は位置づけております。 

 ではこの３県がどういうふうに違うのかということですが、人口的にいうと首都県全体

で 4200 数 10 万人ですが、このうちの３県人口はたった 700 万人、６分の 1です。そのく

らいわずかなのですが、面積的にはほぼ同じ。それだけでも特徴ははっきりするわけです

が、例えば東京から見ていると首都圏とひとくくりですが北関東３県にはないものがたく

さんあります。東京圏にあって３県にないもの。地下鉄がないです。夕刊の配達地域は非

常に狭いです。翌日配達の郵便が届かない地域が圧倒的に多いのです。駅前のビルは建っ

てますがせいぜい 10 数階が限度です。50 階級は一つもありません。こんなふうに考えて

いくと、この３県というのは同じ首都圏の中でも全然違う地方なのです。 

 しかも、今森野さんがちょっとお話しいただきましたけど、ここから東京圏に、特に東

京にさまざまな補給が行われております。食料にしても労働力にしてもその他電力、水、

いろいろなものが全部行っているわけですから、極端なことを言えばちょっと言葉はきつ

いですけれども、この３県は東京及び東京圏のどうも植民地みたいな感じだと私は思って

います。語弊があったらお許しいただきたいけど私は 10 年の生活実感から植民地的だと思

っています。関東の将来の中でこの３県の将来を考えるならば植民地からどう独立するか、

脱却するかという視点がないと、ことは全然解決しないというふうに私は考えております。 

 というのは、この青い線３本は右から常磐自動車道、東北自動車道、関越自動車道です。

関越道は高崎で分かれて上信越自動車道に行きますが、すべては東京への幹線でありまし

て、放射状にはかなり整いましたけれども、横の道はないのです。そこで今つくられてい

るのは北関東自動車道ですが、この赤い線は単なる環状道路、３県をつなぐ道路というだ

けの意味なのでしょうか。私はこれは全然違うのではないかと思っているのです。 

 では青い線を消してみましょう。こういう道路が３つの県をつなげば、この３県を結ぶ

横軸は実は３県が連携して独立できる決定的なツールになると分析できるわけです。 

 この今青いところが供与部分で赤いところが工事中のところですが、この３県の道路が

結ぶことによっていくつかの可能性を拾ってみますと一つは医療の連携です。３県はそれ

ぞれに大学病院の立派なものを持っております。専門性も豊かですが幸いというべきでし

ょう、専門性が全部違います。そこで、この茨城、栃木、群馬の３県の国立大学系の病院

を横に連携することによって３県は３つの総合病院を同時に持つことができるわけです。
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森地先生の医療連携で１時間圏という移動距離による医療の充実という問題が指摘されて

いましたが、まさにその典型的なケースがこの北関東自動車道だと思います。 

 このほか、物流にしても観光にしても、あるいは教育問題にしても、この地域は３県と

も非常にユニークな国立系の大学、国・公立大学のほかに私立大学も次々に進出しており

ますから、何もすべて子どもたちを東京にやらなくてもいい時代は実は来ているのですが、

通学できないという実態からやむを得ず東京に行っていることもあるわけです。そこに北

関東自動車道を載せてみますと、教育圏も変わってまいります。福祉にしても文化・芸術

にしても、あるいはその他の観光圏にしても、この横軸を単なる移動のための道と考えな

いでそこに地域が今までなかったものを生み出す力として見た時に、随分使い方が変わっ

てくるという感じを私は持っております。 

 その意味では首都圏の中の北関東３県は東京に近づこう、東京と仲よくしよう、東京を

利用しようという考え方をやめて、３県で独立し、連携して３県で共有していこう、３県

で本当に足りないものがあったとすればそれは何かを考えていこう、今あるものをつなぐ

ことによって３県が補いあえるならば、それはそれで活用していく、こういうふうな独立

意識を持つことで全然違う地域形成ができる。今回国土形成計画法の中で広域地域計画が

示されました。そして３県プラス福島、新潟という新しい域が設定されつつありますが、

私はこの考え方に大いに賛成ですし、こうでなければならないと思っております。もう少

し細かい話もございますが、後ほどの議論の中で具体的なお話をさせていただきたいと思

います。以上です。 

 

小林氏 ありがとうございました。大変ぴったりと 10 分ずつお話をいただきまして、計

画どおり進んでおります。そういう意味で、討議する時間がございますので、少しずつお

話をさせていただきたいと思います。今お話の順と逆に問題提起をされた横島さんの方か

ら少しお話をいただきたい。私の方から最初話題を提供して、もし話が進めばどんどんパ

ネリストの方、手を挙げていただいてお話しいただければと思います。一つは、先ほど恐

らく森地先生のお話にあったと思うのですが、今回の国土形成計画の中で一つの考えのポ

イントは人口をどう考えるかということです。４つの人口という話を国土形成計画の中で

言っております。 

 一つは定住人口、もう一つは２地域居住人口、２地域に住む、そういう居住人口、３番

目は交流人口、４番目は情報交流人口。４つの人口を人口としてカウントし、さまざまな
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国土形成にかかわる指標として考えていきましょうということになっています。単純に考

えますと先ほど横島さんがおっしゃった北関東と東京圏との関係を考えてみると、例えば

２地域居住というようなコンセプトはかなりぴったりしているのではないかという議論が

成り立ち得るのではないかと思いましたが、しかし、どうも横島さんの御意見はそれとは

違うような意見にも聞こえたので、その辺、もし御意見があればいただきたいと思います。 

 

横島氏 地域居住がしっかりしているかどうか、そういうことですか。そういう趣旨です

ね。群馬県というのは決定的な農業県だったと思います。栃木もそうです。茨城もそうで

す。そして今農業は衰退の一途でありますし、そこに新しい工業地帯が入ってきています

けれども誇り高き農業国なのです。その伝統の力の中で新しい工業に対応している。その

意味では非常に土着性が強くて、単なる東京の植民地としての惨めさだけに泣いていると

いう弱さはないのです。非常に意識の強い過疎地といいましょうか、農村地帯ですから、

私は独立して定住する意識は十分あると思います。しかも、中核都市になる地方都市がし

っかり育っていますから、その意味ではうまく手を述べれば３県はうまく交流できるし、

それぞれの地域の独立性も保てる。あるいはコンパクトシティーも十分に可能な種地が、

高崎もそうですし、後ほど時間があればお話ししたいと思いますけども、すばらしい駅前

開発などが進んでおります。 

 例えば大型商業施設の郊外化から中心化へというのは町づくり３法の一つの目玉です

が、具体的な名前で恐縮ですが、ヤマダ電機という大型店の本社が高崎の新幹線の駅前に

移ってくる。これは大阪に続いて全国２つ目のケースですが、この変化はものすごく大き

いです。それが中心市街地の活性化、あるいはコンパクトシティーにかなり大きなインパ

クトを与えるのだというような意味を見ますと、今コーディネーターの小林さんがおっし

ゃったような可能性は十分過ぎぐらいあると私は現地で信じております。 

 

小林氏 ありがとうございました。実はヤマダ電機は横浜のＭＭ21 に立地したいというお

話がありまして、その議論をしたときに本社を持ってこないかと持ちかけて断られた経緯

があるように聞いております。 

 

横島氏 高崎と取りっこをしたのですかね。では私の方が勝ったということですか。 
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小林氏 そうです。そういう企業が実はあることが、ある意味で関東全体を考えるとき極

めて重要ではないかと思っております。北関東はそういう元気な企業がかなりあるのです。

それでは次に森野さんに若干お聞きしたいのですが、森野さんの中で観光の議論がありま

した。先ほど私が申し上げました４つの人口のうちの交流人口というのがまさに観光なの

ですね。あるいは情報化社会でいうと情報交流人口というような人口をカウントして地域

全体としてどうあるかということを考えるという、そういう計画になっているのですが、

そういう考え方については森野さんの立場からどうお考えでしょうか。 

 

森野氏 考え方はそれでいいと思うのですけど、今までの観光を考えるときに、その観光

客が来てそこでいくらお金を落とすかと、そこだけで議論をしていたのだろうと思います。

例えばちょうどたまたま手元に数字があったから言うと、鎌倉の観光客は人口 17 万のとこ

ろに 1800 万人来るのです。そこで 1人当たりで使うお金は 2963 円ということなのですが、

多分これはそんなに使ってない。多分そのあと交通費か何かが入るのだろうと思います。

何を言いたいかというと、例えばその地方に行ったときに 1800 万の人が鎌倉に来て鳩サブ

レーを買ったりして落とすお金よりも、何となく鎌倉はいいところだなということで鎌倉

の住宅地の価格が異様に高いというふうに、その結果、そこに移ってくる人は横浜の戸塚

区より高いお金を出して鎌倉に住んでいる。したがって固定資産税も高く入るところです。 

 それから、例えば私は長野県の飯田という町が大好きでよく行くのですけど、これから

の時期ですと、なしとか桃とか、秋はリンゴを飯田から買うとか、そういうふうに単なる

人の行き来に派生して、そこの物産を買うとか、そういうふうに次の産業、地域にお金を

落とす仕組みへと、交流人口とか情報人口とか、それを活用をしていくということがこれ

から地域の自立には重要なのかというふうに思います。 

 

小林氏 今、鎌倉のお話が出ましたけど、実は今年の春に群馬県の六合村というところに

私は行きまして、六合村の赤岩集落を「重要伝統的建築物群」という、国の指定をすると

いうことで、その指定のための調査に行きました。村長さん以下お迎えいただいたのです

が、大変頑張っておられまして、赤岩集落はもともとは養蚕を中心とした集落であった。

よく伝建地区を行きますと空き家がたくさんあるところが多いのです。その空き家対策を

どうするかというのが一つのテーマになっているのですけど、赤岩地区にはほとんど空き

家はありませんということでした。村長さん以下集落の方がいろいろな物産をつくって、
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いろいろな拠点をつくって頑張っていらっしゃる。こういう村もあるのだなと感心してま

いりました。そういう地域は恐らくこれからの交流人口とか、場合によっては定住人口の

議論に恐らく結びつくだろうと思います。 

 村長さんにお話を聞いたところ、六合村というのは軽井沢の先なものですから、何人か

定住したいと言ってきた人がいるけど、何世帯かが退散した。なぜ退散したかというと、

コンビニがないからという変な理由で退散したというのですけど本当ですかね。そんな状

況が一つあるようです。では中井先生にお話いただきたいと思います。 

 中井先生から、amenity 、特にそのネットワークの議論がございました。若干触れられ

たのですけど、水と緑のネットワークの議論がありました。これは、既に関東を中心にい

ろいろな議論がされていて、先ほど中井さんが紹介したものもその資料の一部だろうと思

います。これからどのようにそれを具体化していくか。計画は確かに計画なのですけど、

それを具体化するプログラムが実はなくて、計画をつくった、しかしその次は何なのです

かという議論があります。そこで、例えばニューヨークとかロンドンのお話が緑、自然と

の関係で説明がございましたけど、そういう日本以外のところで緑を守る、それを具体的

に計画から次のステップにステップアップしていく。そのようなことをどのようにやられ

ているのかということをもしお話しいただければ、ちょっと難しい質問になって恐縮なの

ですけど、お願いできればと思っております。 

 

中井氏 はい。ちょっと御期待におこたえできるかどうかわかりませんが。その前にヤマ

ダ電機の話が出たので……。ヤマダ電機は実は株の半分以上は外資が持っているらしいの

です。このことはつまり、やはり国際的なグローバルの部分と国内の産業の部分と地方都

市というのがいかに今や切っても切り離せないような、そういう緊密なリンクがいかにで

きあがりつつあるかということの証明なのではないかと思います。 

 それで、水と緑の話ですけれども、ちょっと横島さんのお話にも刺激を受けたのですけ

れども、水とか緑というのは、つまり風土と言いますか自然環境というのは、ある意味独

特の地域の連携を長い歴史の中でつくり上げてきているわけです。ちょっとスライドがも

う一回出ますか。関東の衛星写真のスライドは出るかしら。それです。 

 これ、私はわざわざこういう県境のない地図をきょう出す方がいいだろうと思って出し

たのですけど、ちょっと解像度の問題もあるのですけど、細かく見るといかにどう地形や

水というものがつながっているかというのが、よく見るとかなり見えてくる部分というの
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があります。もともとこの地図を見たらわかるように、先ほど横島さんが言われたような

北関東の横のつながりは自然環境ではほとんど存在していないのです。だからこそ逆に、

かなり人為的に道路のネットワークというのでつないでいくというのは、もともと違う文

化をつなげていく非常に大きな意味合いと刺激があるのだろうというふうに思いました。

それで、さてそういうものをどうやって実現していくかということなのですけれども、ま

ず最も基本的に大事なことは、今あるものは保全をきっちりとしていくということ。この

プログラムをまず最初につくるということが大事だろうと思います。これにはやはり私は

分権にはなったけれども、まだまだやはり国が頑張ってやらなければいけないところがあ

るのではないかと思っております。 

 それからこの次の、次のスライドを見せてください。このように現在の大きな自然環境

は本当にばらばらになっているのです。しかも横島先生が指摘されたように環状のつなが

りはほとんどないのです。これはやはり人工的に私は、ある意味事業的な体系というので

しょうか、水や緑、水の場合はちょっと人工的に横につなげていくということは難しい部

分がありますけど、緑については、既存のものを守ると同時に、もう少し事業として緑や

自然環境を再生していく。農地などについても放っておくとどんどん宅地化していくので、

宅地化せずに農地は農地として使ってもらうようなプログラムを考えていく、そういう部

分が計画の実現のツールとしてやはり用意されていくべきなのではないかと思っていま

す。その意味では国土形成計画と同時に国土利用計画の方にも大きく期待したいと思って

いるところです。 

 

横島氏 さっき使わなかったところ、海水浴場の写真を出してください。北関東自動車道

というのは実は栃木と群馬は海なし県なのですが、海あり県に生まれ変わるツールだとい

うのが地元の評価なのです。新潟へ泳ぎに行ったり、東京や神奈川の海に行くためには２

時間も３時間もかかるのですが、できますと大洗や阿字ヶ浦まで１時間。スピード違反を

やれば 50 分ぐらいで行くかもしれない。こういう道路の全線開通まであと６年も待てとい

うのかと国交省に聞きたいのだけれども、もう一つ前、これは日光のいろは坂、その次が

東照宮、これは世界遺産ですけれども、森野さんも観光のお話をされましたけれども、こ

ういう世界遺産もこの環状道路沿いに乗ってくるわけです。 

 ついでにもう一つお話します。群馬交響楽団というのは、Ｎ響に次ぐ歴史ある交響楽団

ですが、今高崎に小さな演奏会場しかないのです。東京からお客さんに来てもらっても入
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れないです。しかし、北関東自動車道の全線開通によって高速道路網がネットワークすれ

ば、新潟、長野、福島、あるいは北陸の富山あたりも含めて高崎にクラシックファンが集

まってもらえるようになるのです。入れ物がない。さっき本当に足りないものは何かと申

し上げましたけども、この北関東自動車道に合わせて高崎に 3000 人クラスの田園ホールを

つくれば、高崎は地方文化の拠点にもなりえます。これなどは道路が果たす文化的役割だ

と思うのですが、そういう意味でもこの種のものをいろいろ探すことによって道路とセッ

トにする。６年間待っているのではなくて６年間の中でそういうものをつくって待ってい

る。あるいは、使い方を考えて開通を待っているというような姿勢がないと地域は起きて

こないということも言えるのではないかと思います。 

 

小林氏 ありがとうございました。道路をつくることが目的でなくて道路が生み出すアウ

トカムをどのように考えて、これだけ大きな効果があり、文化的な役割をする、あるいは

これからの高齢社会に向けての医療に寄与する、そういうアウトカムを考えた上での道路

整備が必要だという、そういう御意見です。ありがとうございました。では、村木さんに

お話をお聞きしたいのですが、イギリスの大変興味深いお話があったのですが、一つの広

域ブロックで広域計画を中心に、ある意味で調整ができているのですね。行政区域を越え

てここが拠点都市で、これが次の都市であるというような調整ができている。恐らく我が

国の広域ブロック計画で一番の難題は、例えば関東圏を考えてみた場合、そういう調整を

行政の枠組みでできるのか、そんなのはできっこないという人がたくさんおられまして、

その議論が本当にできるのかという議論が計画をつくる際に恐らく重要なタームになるだ

ろうと思っております。例えばイギリスではそういうことは当たり前ではないかという世

界なのか、かなり努力されてそういうことをやっているのか。 

 ……というのは例えばドイツですと、ドイツはもともとそういう都市圏域の理論があっ

て、そういう形で都市が分散されてまいりましたから、そういう枠組みの中では理解でき

るのですけど、イギリスもそれと同じようなことで考えていいのか、それとももっといろ

いろな議論があってそういう枠組みになっているのか、もしその点お話しいただければ、

これからの我が国の計画づくりにかなり参考になると思いますので、お願いしたいと思い

ます。 

 

村木氏 これはさっきお見せしたものなのですけれども、サブリージョン、小都市圏とい
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うのを考えたときにここのところなどは県域を超えたような行政体が集まりながら話し合

いをする場が持たれているということがあるのですけれども、この東部イングランドとい

うのは基本的に政権からいくとほとんどが保守党の行政体が多いということがあって、も

ともと余り意思疎通がやりづらいような状況ではないということがまず根底にあるそうで

す。したがって、小都市圏で計画をつくったり全体的な調整をするのはそれほど難しい話

ではなかった。しかしながら圏域を超えたこういう計画をつくるというのは、比較的新し

いことでこういう計画づくりの話を現場にいて伺ってくると、極めて特殊といいますか、

今までその必要性というのはあったのだけれども、できてこなかった。なぜそれが必要か

ということを考えますと、やはり人がどのように動くのか、どこに買いものに行き、どこ

に仕事に行くのか、その上で土地のあり方というのはどう考えるのかといったことを考え

る必要性が高まったといえます。つまり、このような圏域を超えたものの計画立案の必要

性というのは非常に出てくるわけです。 

 一方で、例えばこれなのですけれども、私は一度広域圏計画をつくっている会議の場に

おじゃましたことがありますが、北西部などは非常に南北に長い広域都市圏を形成してい

て、この下の方にマンチェスター、リバプールという 100 万都市が存在していて、上の方

は比較的人口の小さなところがあります。ここで全体の計画立案の場では、いろいろな意

見が出てきて、なかなか意見調整が難しく、議長さんに後でお話をお伺いすると、とにか

く大変だということを言われておりました。しかし、だからこそ、この小さな小都市圏で

の計画づくりを行った上で、何をやっていかなければいけないのか、広域都市圏で特につ

くっていかなければいけないのは、多分道路であったり水道であったり、もう少し大きな

基盤の話だと思いますので、利害調整が難しいところとそうでないところというのを切り

分けながら、努力をしてやっていらっしゃるように思います。 

 あと先ほどの皆さんのお話を聞きながら思ったことですが、北関東における横のつなが

りの重要性というのが先ほどから言われていたと思います。道路のつくるアウトカムのお

話をさきほど小林先生が御指摘されていたと思いますが、要はどことどこをつないでいく

のかというのが重要なのだということを思います。 

 例えば福島県などにおじゃましたときに伺ったお話ですと、消費者は買い回り品を 500

円を握ってそれで高速バスに乗り、仙台に行ってお金を落とすということが多く見られる

そうです。つまり、仙台と福島の道路ネットワークが良いから人がそちらに行ってしまう

ということもあります。としますと、横のつながりが非常に重要であれば、そこから得ら
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れるものも大きいわけで、つながる場所というのが非常にその広域都市圏の中でどう考え

ていくのかというのが重要なのだということを、先ほどお話を聞きながら思いました。 

 

小林氏 ここまでは、コーディネーターが若干主導させていただきましたが、先ほど打ち

合わせで、後はコーディネーターをほうっておきましょうという話を４人でされていまし

たので、４人の間で今までの議論をベースにお互いに意見、あるいは議論があれば展開し

ていただければと思うのですが、どなたか４人の方々の発表、それからその後の議論を受

けて御発言いただく内容はございますでしょうか。いかがでしょうか。 

 

横島氏 口火だけ切らせてください。私は名誉ある独立をしろと３県に発破をかけるので

すが、東京から見ると独立を叫ぶ３県はある種の子育て論に例えてもいいのではないか。

親は子離れ、子は親離れの時期を過らないことが大切です。どうも３県もそれなりの誇り

はありますけども経済状況からいけば必ずしも十分ではない。そのさまざまな格差を埋め

ていくのは子育てにおける親と子の関係があってもいいのかとも思いますが、ほかの先生

方はどう考えられるか、伺えたら参考にさせていただきたいのですけど、いかがでしょう

か。 

 

中井氏 今子育てという言葉がよく示しているように、多分本気のけんかではないのです

よね。だからやはりその根底にあるのは、私はやはり連携と交流という、きょうのキーワ

ードなのではないかと思うのです。もちろんその地域同士が競争しているわけですし、東

京と神奈川だって競争しているし、横浜と千葉だって競争しているし、そういう意味でい

うと北関東の３県同士の中だってそういう競争はあるはず、あるいはあるべきであって、

そういう競争の中で競争だけではなくて協調していくということで関東全体の力を押し上

げていく。それから関東と中部だったり、これはある意味入れ子の関係みたいなもので、

同じアナロジーで地域の力をつけていくということで、だから連携と交流というのがやは

り基本的なキーワードなのだと思うのです。とはいっても、連携と交流は結構どうやって

やるのかというのが難しくて、森野さんが言われたような連携と交流は割とわかりやすい

のだけど、うまくやっているところは数少ないですよね。 

 

森野氏 実は横島さんのこの話を、逆に北関東３県を突き落とすというのはむしろ南関東

 40



の１都３県の側ではなくて、むしろ国の税財政制度が、これがいや応なく突き落とさざる

を得なくなったというのが現状ではないかと思うのです。例えば、さっき私が申し上げた

水源地域に対しては水特法というような制度もあります。それから電源地域に対しては電

源３法交付金というようなものもあります。もっと言うと、地方交付税のような地方を支

える財源もあります。それから道路特定財源にしても従来は非常に東京で買われているガ

ソリンに比べて東京に落ちる金が少ないという話だった。昨今、圏央道がかなり本格化す

るようになってきて、東京への配分比率が多くなってきたとも言われますが。 

 道路の話を別にすると、制度的に突き落とさざるを得なくなってきた。そういうときに

ではどうするかというと、むしろ南関東あるいは東京都民は北関東でいろいろ世話になっ

ている人たちに対して、尊敬の念を持って、何か北関東の世話になっているところで金を

使う。北関東から来たものを買うとか。やはりそういう民と民、あるいは個人対個人でど

ういうふうにそこの関係をいかに経済的に還元できるか。これまでの税財政を通じた所得

移転ではなくて、そういう仕組みを個々人がやはりどのように取り組んで、個々人あるい

はＮＰＯの単位でも結構ですけどそういった関係をつくりあげていくかということの方が

これからの時代には重要だと思います。 

 それから、民間の企業でやる役割もあるかと思います。そういった新しい連携と交流は、

必ずしも地方公共団体や国だけの仕事ではないのではないかと思います。 

 

横島氏 もう一つだけ極端な例を御紹介したいのですが、さっき六合村の話が出ました

が、六合村のちょっと奥には嬬恋村というキャベツの一大生産地があります。さらに沼田

に近い方に利根郡というのがございまして、昭和村というのがあります。そこは首都圏へ

のレタスの供給地なのです。レタス農家の朝は何時だと思いますか。収穫時間は午前２時

です。神田市場に７時までに届けるために、午前２時に生産者は起きているのです。これ

はマーケット事情だからしょうがないといえばしょうがないのですが、これ本当に植民地

的だなと思うのです。最近は農家の方々が音を上げてしまって、中国人に手伝いに来ても

らっている。これはもう東南アジア全体に対する植民地政策みたいですね。これがいいの

かどうかわかりませんけれども、高速道路があって神田市場に７時に間に合うような道路

網があるから、午前２時があるのです。やめたらどうか。そして新しい農業のいき方があ

るならば道路を切り離して模索するということが私は独立論だと思うのです。やっぱりレ

タスが要る、食っていけないというならまたそこへ戻ってもいいのですが、何か東京のう
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まい話に引っ張りまわされているというか、農業県群馬の誇り高さを少しマーケットに踏

みにじられているのではないかと。そこのところがちょっと独立性との関係で考えたとき

の一つのヒントになって、植民地という言葉を発想したのですけれども。小林さん、そこ

のところ、むしろお聞きしたいぐらいです。 

 

小林氏 難しい議論ですけれど、ちょっと話をずらしてしまうかもしれませんけど、私は

六合村へ行きまして、村長さんが開発した花豆の缶詰というのがあって、おいしいから一

度食べてみろと、いただいて帰ったら本当においしいのです。こんなにうまく煮られるの

かと思うぐらいおいしい花豆の缶詰がありまして、会場の方、食された方ありますか。六

合村の花豆缶詰。宣伝しておきますが。何か、一つものを生産すると、レタスをするとそ

のレタスだけに偏ってしまう。六合村の場合、そのようにならないように大変な努力をさ

れている。日本の農業は水田は生産性を上げようがないけど、畑地は土地当たりの生産性

はどんどん上がっているのです。そういう畑地を中心とした北関東の生産性の高さをどの

ように生かすかというのが恐らく一つ大きなテーマだろうと思っております。 

 

村木氏 今のお話をお伺いしながら、千葉県も実は東京に非常に多くの農作物や海産物を

出荷しているという事実があります。千葉県の経済団体の方々とお話をしているとどうし

ても地産地消型のビジネスが余り千葉の中にないというような話があったり、そうします

と、関東圏全体として我々の食を支えているのが一体どこなのかとか、水は一体どこから

来るのか、それが我々首都圏全体、関東全体を支えているのだというようなことがわかる

ような、全体の構図みたいなものがまずはあった上で、小都市圏としての南関東、北関東

というものがもしかしたら存在するのかもしれないということを感じました。 

 

中井氏 レタスの話の続きになりますけど、ちょっと嬬恋の方の事情はよくわからないで

すが、関東の他の地域の例でいうと、例えばレタス、２時、３時の朝どりするわけですね。

そこへ夏になると、結構学生が泊まり込みでアルバイトで東京から行って、農家の人のお

手伝いをしたりして、そこと随分親しくなってなどという話も最近随分あるようなのです。

そういう、やはりさっきの森野さんの話ではないけれども、そういう地道な連携と交流が

大事であって、やはりさっき村木さんの話にもありましたけど、行政の調整のようなこと

は多分非常に難しいので、そういう個人同士だったり民同士の連携や交流みたいなものを
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大事に積み上げていくという、そういう方向なのではないかと私も思います。 

 

小林氏 今の議論から発展して実はもう一つ議論したいです。新たな公という議論があり

ます。今までは行政、地域は上を向いて行政に頼っています。むしろこれからは自分たち

の地域の中に新たな公共を担う主体が生まれたり、あるいは、外にいる新たな公共を担う

主体が地域に入ってきてさまざまなことをやる。我々国土形成計画の中で国土の国民的経

営ということが一つ大きなテーマとして出そうとしております。これは確かに農業や林業

は現在生産している方々が中心的にかかわる、その必要はあるけど、その力だけでは、先

ほど森地先生の農業人口の減少状態を見ると、それははっきり出ているのですが、その力

だけでは国土をしっかり保全、維持していくことはできない。そうすると何らかの新しい

力をそこに加えなければいけない。新しい力は直接的にＮＰＯとかボランティアでその地

域に入っていくやり方から、税金によってお金を出して支えるという、そういうところま

でさまざまなスタイルがあると思うのですが、新たな公共という意味では横島さんがずっ

とそういう実践をされておられますので、実践を含めて何かお考えがあればいただきたい

と思います。 

 

横島氏 先ほど小林さんがおっしゃったアウトカムという発想ですが、アウトカムという

のは、ある等式があって一定の投資をすればある社会資本が公共のものになって、イコー

ルアウトカムとして何かが期待できると、こういう関係ですが、私は右へ拡大するアウト

カム、つまり創出するアウトカムというのをこれからは期待すべきだと思うのです。私は

イコールではなくて不等式のアウトカム、つまり創出されるアウトカムを住民が当たり前

のものとしていくためのトレーニングが必要だと思うのです。そういう場がないものです

から、つい今までどおりの形でいい。行政もイコールで結ばれたアウトカムが出ればいい

ということになっているのですが、私はイコールのアウトカムとしてはこれからは落第だ

と。不等式で拡大する創出型のアウトカムをつくるべきではないかと思っているのです。 

 ちょっと私の最後の絵を出してくれますか。さっき高崎のヤマダ電機のお話をしたら皆

さんから反応があったのですが、これがヤマダ電機の進出場所なのです。今は駐車場にな

っています。駅の真ん前です。右側の箱が新幹線のレールで駅舎です。その下の空間があ

いているのです。高架下ががらがらなのです。これはもう既にアウトカムとしては駐車場

でアウトカムなのかもしれませんが、この一等地を底地として捨てているわけです。そう
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ではなくてここを開発するならば、この底地を一等地にするための高架下空間の都市リサ

イクルというのでしょうか、都市空間のリサイクルが可能になります。こういうものはも

う行政やＪＲの頭では回らないわけです。住民がここにこういう街をはめ込みたい、この

空間にこういう新しい使い方をしてみたいといって今私は町づくり会議をつくったのです

が、出るわ、出るわ、いろいろアイディアが出るのです。ＪＲ東日本の対応待ちになって

いますけれども、もう一息でできるところまできている。こんなようなことが創出される

アウトカムかなと思います。 

 

森野氏 ちょっと映像が出なくなったので、皆さんお手元にお配りしたものの６ページ、

自立社会専門を切り口とする地域社会専門委員会というところで書いた「新しい公を基軸

とする地域経営システム」というペーパーがあります。従来は行政を中心に住民、ＮＰＯ、

企業、団体がぶら下がっていたのがこれらが相互に結びつきながら、行政が全体のある種

のとりまとめ役といいますか、むしろお座敷をきちっと回す一種の裏方になる。そういう

形で市民の自由闊達な活動を促し、競わせながら個々の主体を必要に応じて支援する、そ

ういう仕組みに多分変わるのだろうというふうに、抽象的には考えています。そんな中で

例えばものを買うという話についてもう少し具体的に２つだけ例を挙げると、私は人に世

話になったときにお返しにお酒を送ります。会津喜多方にいる友人のところで今の時期だ

と生酒の吟醸酒をつくっている。そこから九州の人にも北海道の人にも送ります。そうい

うふうに酒は会津です。それから果物は飯田とか、それからまた別のものは九州とか、そ

ういうのもあります。 

 それから、例えば東京の千鳥ヶ淵周辺の桜が寿命がきて今衰えています。それを何とか

再生するために桜サポーターというファンドをつくっていまして、そこに年 3000 円、汗を

かくだけの力がないものですから、出しています。そのほかに越後湯沢に「湯沢緑の会」

という、地元のＮＰＯがあって、そこからも毎年請求書が来るものですからいくらか出し

ています。ささやかではありますけど、労力を出せないところは年間 500 円ぐらい貢献し

ています。必ずしも金を出すというのがいいだけではなくて本当は行って汗をかかなけれ

ばいけないと思います。 

 もちろん自ら汗をかくこともあります。知恵を出すこともあります。そういうふうな形

で個々人がどういうふうにこれから地域社会に参画していくかということを必ずしも税金

だけで何かをやるというのではなくて、それから何も民間企業ベースで、民活だけででき
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るわけではなくて、国民がどういうふうにこのエリア全体について貢献できるか、そうい

うことを本当に考えなくてはいけない時代にきたのだろうと思います。 

 

小林氏 ありがとうございました。どうぞ。 

 

中井氏 今の森野さんの続きになりますけど、新たな公を中心に資源経営を考えていく。

まさにそのとおりで、全くそれに反対はないのですが、ただし場合によってやはり新たな

公だけではなくて、古い公にも大分頑張っていただかないといけない部分もあるのではな

いか。特にそれは、農業はまだ大丈夫そうですけれども、森林経営です。これは森林ボラ

ンティアがいくら頑張っているといってもたかだかやはり数が全体から見れば限られてい

る。そもそも森林ボランティアは結構危険な作業なので、誰でもできるというものでもあ

りません。それから、農業はまだ産業として相当やっていけるところがありますけど、林

業は産業としても非常につらい状況にある。これを国民的経営という名のもとにどう林業

だけではなくて森林を保全し、守っていくか。ジャレド・ダイアモンドという人が書いた

『文明の崩壊』というベストセラーになった本に、日本の江戸時代の徳川幕府がつくり上

げた森林管理のシステム、これを絶賛するような形で書いてありますけれども、やはりそ

ういう意味では当時のお上、まさに公ですが、そこが頑張ってそういう経営システムをつ

くり上げていったわけです。 

 もちろん新たな公にも頑張っていただくし、そういうところで、例えば只見の「たもか

く」（只見木材加工共同組合）みたいに結構頑張っているところもありますけれども、そ

うではないところも日本の森林の中にはたくさんあるので、古い公にもぜひ頑張っていた

だきたいと思います。 

 

森野氏 一つだけ補足させていただくと、私さっきちょっと身銭を切った話をしましたけ

ど、そういうふうに取り組むことによって逆に個人なり国民の限界というものを個々の国

民が理解することによって、今度やはりその分はやはり公共セクターがやらなくてはいけ

ない。そういう意味で税金を使ってやることに対して国民の理解を広めていく。そういう

意味での公ということが重要なのだろうということを補足させてください。 

 

小林氏 そのとおりですね。私が冒頭に申し上げましたように、やはり田、畑、森林、そ
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れは現在中心的に業やっている方々が中心にいないと、ボランティアとかＮＰＯだけで対

応できる話ではないというのはまず大前提になります。まさに限界を知らないとうまく動

かないはずです。村木さんもＮＰＯでいろいろ活動されていますけど、何かコメントあり

ますか。 

 

村木氏 あまりＮＰＯの方の活動が熱心にやられてないので、そのところについては余り

コメントできないかなという感じがするのですけれども、私も森野さんの６ページ目のと

ころを見ながら思ったのですが、いわゆるこれからと書かれているいろいろな主体が関係

しながらできる新たな公というのは、すべての人が幸せな「ウィン・ウィン」の関係を作

り出すという意味なのだろうというふうに思います。これが実際にも、もう既に例えば地

域のマネージメントなどで特定エリアの中ではこのような組織体が何かができて、うまく

いっているようなケースが結構見られるような気がします。しかし、多くの場合はどちら

かというと左側で、その中でも特に行政の方たちが非常に苦労されているケースとして市

民参加をやって特定の市民が参画することにより、それに引っ張られて非常な苦労をされ

ているようなケースというのも多々あるように思います。 

 これをどうやってこの右側の図の方にもっていくのかというのが非常に大きな課題なの

ではないかというふうに思うわけなのですが、それがＮＰＯの役割なのか、それとももっ

と違う主体が出てくるのか。その育成も含めて考えていく必要性があると思いました。 

 

小林氏 ありがとうございました。予定の時間になってございます。事務局からは、会場

から質問を受けろという話もあったのですけど、先ほど打ち合わせしまして、議論が乗っ

たらそれはやめましょうということになっておりましたので、申しわけございませんがそ

こを省かせていただきます。 

 最後のとりまとめということではないのですが、関東ブロック、広域地方計画を立てる

そういうブロックについて考えますと、このブロックは恐らく世界的にもまれな地域であ

る。どういうまれな地域かというと、ある地理学の先生がある国の中の人口最大都市への

集中率、あるいは地域の集中率というのを計算してみると関東は約３割、恐らくソウルは

もっと高いのですけど、例えばニューヨークは 7.3％。パリは 15.2％です。 

 ですから例えば自然を守るといってもヨーロッパとかアメリカの大都市周辺における自

然を守ることと、我々関東ブロックで自然を守ることとは大分意味が違う。それは先ほど
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中井先生にお示しいただいた図面を見れば一目瞭然です。そういう状況にある中でこれか

らの持続可能性、あるいは参加協働ということをベースに新しい時代の広域地方計画を独

自の戦略をもって立つという難しい局面を実はここ会場におられる方を中心に担わければ

いけないという、そういう覚悟をぜひしっかり持っていただき、これからの計画づくりに

かかわっていただければというお願いをして、シンポジウムを閉めさせていただきたいと

思います。どうもありがとうございました。 

 司会 パネリストの皆様、本日は大変貴重なお話をまことにありがとうございました。

又会場の皆様の御協力をもちまして大変充実したシンポジウムになったのではないかと感

謝いたしております。まことにありがとうございました。それでは以上をもちまして、「み

んなで考えよう関東の未来を・国土形成計画シンポジウム」を閉会とさせていただきます。

本日はお忙しい中御来場いただきましてまことにありがとうございました。 

（終了） 
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