
��������	
�������������

編集・発行 ��������	
��
〒163-8001 新宿区西新宿２－８－１ 東京都知事本局内
ＴＥＬ ０３－５３８８－２１５４
ＦＡＸ ０３－５３８８－１２１１
Ｅ-mail chijihon_syuto@section.metro.tokyo.jp

������������
http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/chosa/syuto/

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	
������������
	

��������	
��

�����

���������

�����

��� �����	
���
��������������������� !"#$%

�����

�&'	( )*+,-��./01

�����

�2� 3456789��:;��<=
345>?@ABCADEAFGAHIAJKALMANOP6789��:;�
�QRS��T�;UVW/XY�<=Z/[\

�&'	( ]^_`^ab�>�c�P01S)*+,-��./01

�����

�&'	( )*+,-�d.01

�����

��� eMfg��hi��jklmno6pqp�%
rstu�mno/* RvwxS�&'	klpy6z{Rv|}eMfg��
hiklmno6~�7�0�+�pqp�}%

��� ������+���
��������������������� !"#$%

������

�&'	( )*+,-�2.01

������

�&'	( )*+,-��.01

�����

��� �����	
���
��������������������� !"#$%

�����������

��������	


rs�u�)�����������;-���/0RS��������

��/��|���)eM����-%�#��S����u���6���R

}6S���eM���U;�i��� ¡RvI<p;U6¢£Rv¤�¥

¦§¨�/©�ª�%�p§�S*R¤�«q¬�®��¯�°_^±²³

`^/´q¥¤µSeM��/U$�w¶�SI<�·¸¹ºp;U6"#p

¤��S�������»6¼½¾"#S¿�À�vÁ¬��%

rs��u��;������T������Â�Ã/ÄÅRvwÆS��;

U�Ç6789��:;���"#�R}6S��:;���du�È��ÉfÊ

Ëfg�ÌÍ�ÎÏ���·¤vÐÑ'ÒRvwÆ�ÓÔÕÖ×RSØq;U

/1�v¤�ª�%

��������	


§6��ÙÚÛ{ÜÝ6Þß��ÌSàá��âã©6äå¥æçpyS�

�eMfg���èé6êëS��fì�íØ�îïRv¤��%ðp�ñò

/êÃ\�ó¥�p¤ôµSõöS÷øù�/�Ä��ú|T�%



��������

国と地方の長期債務は､ 首都移転問題がヒートアップし始めた平成４年でも､

300兆円を超えていました｡ そのような状況にもかかわらず､ 国は首都移転の無

意味な議論を続け､ 現在 (平18年度) は､ 800兆円を超えようとする多大な長期

債務に膨れ上がっています｡ 国際的にみても､ 日本の財政事情の厳しさは火を見

るより明らかです｡

このような状況下で首都移転を推進することは､ さらに巨額な借金を背負うこ

ととなり､ わが国の将来を誤るものです｡
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首都機能移転に係る特命大臣については､ 平成８年にポストが新設されてから

小泉内閣の北側大臣までの間､ 任命されてきました｡

この特命大臣の任命は､ 国の首都機能移転に取り組む姿勢のバロメーターである

として東京都は認識し､ その手を緩めることなく国の動向にも注意を払ってきま

した｡

ところが､ 平成18年９月､ 小泉内閣から安倍内閣にかわるや否や､ この首都機

能移転に係る特命大臣のポストは廃止されました｡

このことは､ 国の首都移転そのものが､ 完全に行き詰まっていることを物語っ

ているのではないでしょうか｡
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今や“化石化した”とも言える首都機能移転を放置し､ その根本である ｢国会

等の移転に関する決議｣ という看板を掲げたまま下ろさず､ そのことが､ 世の中

のいろいろな事柄に弊害を生じさせています｡

その１つとして､ 国土交通省が策定を進めている ｢国土形成計画｣ 及び ｢国土

利用計画｣ があります｡ 国土形成計画は､ 今までの国土の均衡ある発展を目指し

た開発基調の計画 ｢全国総合開発計画｣ から､ 地域の自立ある発展を指向した成

熟型社会の計画へ移行するということで進められており､ 国土の利用に関して基

本的事項を定めている国土利用計画と一体で定めることとされています｡

ところが､ それらの計画では､ いまだに首都移転について記述されています｡

そもそも､ 首都移転という国家的問題がさしたる議論もされないまま法定化され､

全国総合開発計画にも盛り込まれていること自体に問題がありました｡ ましてや､

それが何ら検討された痕跡も国民に示されないまま新たな計画の素案にまで引き

継がれています｡

今後の国土政策を決める長期にわたる国土計画に国民的論議不在のまま記述を

残すことは､ わが国を誤った方向に導くだけでなく､ 今日東京の再生によりよう

やく取り戻しつつある日本の再生さえ阻害しかねません｡
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こうした中､ 首都機能移転についての記述を残そうとする国土交通省の動

きに対して､ 東京都は､

① 首都圏整備計画について､ 計画案の首都機能移転の記載に対して反論

し､ 首都機能移転の検討の終結を求めました (平成18年８月)｡

② 国土形成計画について､ 国土形成計画法に則り計画提案 (※) に基づ

き､ ｢首都移転を盛り込まない｣ 旨の意見を提出しました (平成19年１月)｡

同時に､ ８都県市共同でも同様の趣旨の意見を提出しました (平成19年

１月)｡

③ 国土利用計画についても､ 同様の手続きを進めています｡

※ 計画提案とは､ 国土形成計画法第８条に基づき､ 都道府県又は指定都市が､ 単独で又は
共同して､ 国土交通大臣に対し､ 施策の効果を一層高めるために必要な全国計画の案を作
成させる提案のことをいう｡

��������	
��



��������

国と地方の長期債務は､ 首都移転問題がヒートアップし始めた平成４年でも､

300兆円を超えていました｡ そのような状況にもかかわらず､ 国は首都移転の無

意味な議論を続け､ 現在 (平18年度) は､ 800兆円を超えようとする多大な長期

債務に膨れ上がっています｡ 国際的にみても､ 日本の財政事情の厳しさは火を見

るより明らかです｡

このような状況下で首都移転を推進することは､ さらに巨額な借金を背負うこ

ととなり､ わが国の将来を誤るものです｡

���	
���

首都機能移転に係る特命大臣については､ 平成８年にポストが新設されてから

小泉内閣の北側大臣までの間､ 任命されてきました｡

この特命大臣の任命は､ 国の首都機能移転に取り組む姿勢のバロメーターである

として東京都は認識し､ その手を緩めることなく国の動向にも注意を払ってきま

した｡

ところが､ 平成18年９月､ 小泉内閣から安倍内閣にかわるや否や､ この首都機

能移転に係る特命大臣のポストは廃止されました｡

このことは､ 国の首都移転そのものが､ 完全に行き詰まっていることを物語っ

ているのではないでしょうか｡

��������

今や“化石化した”とも言える首都機能移転を放置し､ その根本である ｢国会

等の移転に関する決議｣ という看板を掲げたまま下ろさず､ そのことが､ 世の中

のいろいろな事柄に弊害を生じさせています｡

その１つとして､ 国土交通省が策定を進めている ｢国土形成計画｣ 及び ｢国土

利用計画｣ があります｡ 国土形成計画は､ 今までの国土の均衡ある発展を目指し

た開発基調の計画 ｢全国総合開発計画｣ から､ 地域の自立ある発展を指向した成

熟型社会の計画へ移行するということで進められており､ 国土の利用に関して基

本的事項を定めている国土利用計画と一体で定めることとされています｡

ところが､ それらの計画では､ いまだに首都移転について記述されています｡

そもそも､ 首都移転という国家的問題がさしたる議論もされないまま法定化され､

全国総合開発計画にも盛り込まれていること自体に問題がありました｡ ましてや､

それが何ら検討された痕跡も国民に示されないまま新たな計画の素案にまで引き

継がれています｡

今後の国土政策を決める長期にわたる国土計画に国民的論議不在のまま記述を

残すことは､ わが国を誤った方向に導くだけでなく､ 今日東京の再生によりよう

やく取り戻しつつある日本の再生さえ阻害しかねません｡

������������� 

こうした中､ 首都機能移転についての記述を残そうとする国土交通省の動

きに対して､ 東京都は､

① 首都圏整備計画について､ 計画案の首都機能移転の記載に対して反論

し､ 首都機能移転の検討の終結を求めました (平成18年８月)｡

② 国土形成計画について､ 国土形成計画法に則り計画提案 (※) に基づ

き､ ｢首都移転を盛り込まない｣ 旨の意見を提出しました (平成19年１月)｡

同時に､ ８都県市共同でも同様の趣旨の意見を提出しました (平成19年

１月)｡

③ 国土利用計画についても､ 同様の手続きを進めています｡

※ 計画提案とは､ 国土形成計画法第８条に基づき､ 都道府県又は指定都市が､ 単独で又は
共同して､ 国土交通大臣に対し､ 施策の効果を一層高めるために必要な全国計画の案を作
成させる提案のことをいう｡

��������	
��



��������	
�������������

編集・発行 ��������	
��
〒163-8001 新宿区西新宿２－８－１ 東京都知事本局内
ＴＥＬ ０３－５３８８－２１５４
ＦＡＸ ０３－５３８８－１２１１
Ｅ-mail chijihon_syuto@section.metro.tokyo.jp

������������
http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/chosa/syuto/

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	
������������
	

��������	
��

�����

���������

�����

��� �����	
���
��������������������� !"#$%

�����

�&'	( )*+,-��./01

�����

�2� 3456789��:;��<=
345>?@ABCADEAFGAHIAJKALMANOP6789��:;�
�QRS��T�;UVW/XY�<=Z/[\

�&'	( ]^_`^ab�>�c�P01S)*+,-��./01

�����

�&'	( )*+,-�d.01

�����

��� eMfg��hi��jklmno6pqp�%
rstu�mno/* RvwxS�&'	klpy6z{Rv|}eMfg��
hiklmno6~�7�0�+�pqp�}%

��� ������+���
��������������������� !"#$%

������

�&'	( )*+,-�2.01

������

�&'	( )*+,-��.01

�����

��� �����	
���
��������������������� !"#$%

�����������

��������	


rs�u�)�����������;-���/0RS��������

��/��|���)eM����-%�#��S����u���6���R

}6S���eM���U;�i��� ¡RvI<p;U6¢£Rv¤�¥

¦§¨�/©�ª�%�p§�S*R¤�«q¬�®��¯�°_^±²³

`^/´q¥¤µSeM��/U$�w¶�SI<�·¸¹ºp;U6"#p

¤��S�������»6¼½¾"#S¿�À�vÁ¬��%

rs��u��;������T������Â�Ã/ÄÅRvwÆS��;

U�Ç6789��:;���"#�R}6S��:;���du�È��ÉfÊ

Ëfg�ÌÍ�ÎÏ���·¤vÐÑ'ÒRvwÆ�ÓÔÕÖ×RSØq;U

/1�v¤�ª�%

��������	


§6��ÙÚÛ{ÜÝ6Þß��ÌSàá��âã©6äå¥æçpyS�

�eMfg���èé6êëS��fì�íØ�îïRv¤��%ðp�ñò

/êÃ\�ó¥�p¤ôµSõöS÷øù�/�Ä��ú|T�%


