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１．はじめに 

国土計画における人口という要素の位置づけに

は３つの次元が存在する。それは、①計画策定の

前提としての人口フレーム、②国土政策立案の前

提条件でありかつ政策対象でもある人口の地域間

移動（居住地選択）、③経済社会及び地域の活性

化指標の１つとしての人口、の３つである。 

戦後における日本の国土計画は、急激な都市化

の過程で生じた地方から大都市地域への人口移動

にいかに対応するかの歴史であった。これまで国

土計画は、一貫して人口・産業・諸機能の大都市

集中抑制・地方分散の立場をとってきた。この場

合、基本的には、計画の意図する人口移動を誘導

すべく、地方圏における生活環境条件の整備や都

市機能集積の育成等の物的な居住条件整備を行っ

てきた。 

今後、我が国全体が人口減少社会に向かい、集

中圧力の低下が見込まれる中で、国土計画として

人口問題にどのような政策態度で臨むかは、１つ

のテーマと考えられる。 

そこで本稿では、戦後の国土計画における人口

という要素の位置づけの変遷を概観することによ

り、国土計画と人口要素との関係を計画フレーム、

人口移動（居住地選択）及び活性化指標たる人口

の３つの次元から整理し、今後の国土計画におけ

る人口要素の位置づけを考えることとしたい。 

 

２．終戦直後の国土計画における人口論 

1946（昭和21）年９月に公表された、内務省国

土局「復興国土計画要綱」は、食糧の増産、工業

の再建、地方中小都市の振興等により人口の収容

とその配分について構想する計画である。同要綱

では、現在人口（昭和21年４月26日）に復員、

在外邦人の帰還及び計画期間の自然増加を加え

て、５年後の人口目標を8,000万人と設定してい

る。このため、同要綱では、完全雇用の実現を目

指し、少なくとも3,800万人の就業を図るとし、

産業別及び地域別配分計画を定めている。 

しかし、同要綱は、この8,000万人の人口収容

と生産確保について、わが国の資源賦存、計画に

おける産業構成等の立地条件から見て負担の加重

は免れないとの認識を示しており、この点に対し

ては、将来の計画細目の検討によって産業、特に

工業目標の拡充を図ること、或いは海外移民計画

を要請するともと述べている。 

 また、同要綱では、人口の局地的過度集中を緩

和するとともに、地方生活圏の充実整備のため、

大都市地域における各種施設・機能の地方分散の

促進をもって大都市人口の縮小を期し、他方、地

方都市において産業・文化・その他業務の振興を

図り、地方都市人口の増加を期すると述べている。 

その後、朝鮮戦争による特需で日本経済が転機

を迎え、経済復興が進みつつある1954（昭和29）

年に策定された経済審議庁「総合開発の構想（案）」

においても、増加する人口の雇用吸収と生活水準

の向上を図るため、資源開発と国土保全に重点を

置きながら、施設の規模、配置に関する構想が描

かれている。 

この時代の国土計画の重点は、急増する人口を

国土においてどのように扶養していくか、そのた

めにいかに雇用に吸収を図るかという点に置かれ

ている。 

 

３．全国総合開発計画（一全総）における人口論 

「全国総合開発計画」は、「国民所得倍増計画」

及び「国民所得倍増計画の構想」に即し、都市の

過大化の防止と地域格差の縮小に配慮しながら、

我が国に賦存する自然資源の有効な利用及び資

本、労働、技術等諸資源の適切な地域配分を通じ

て、地域間の均衡ある発展を図ることを目標とし

て、1962（昭和37）年10月に閣議決定された。 

当時、大都市地域では就業就学機会と所得向上

を求めての若年層を中心とした著しい人口流入に

よる急激な人口増加に見舞われており、密集の弊

害は生産面のみならず都市生活者の生活面にまで

及び、過大都市問題を引き起こすに至っていた。 

このような既成大工業地帯における生産の隘路

の激化とそれ以外の地域における外部経済の集積

阻害による都市化・工業化の停滞等に起因する地

域格差問題に対応するため、一全総は拠点開発方

式を採用した。計画目標の達成のためには工業分

散を図ることが必要であり、東京等の既成大集積

と関連させつつ開発拠点を配置し、交通通信施設

によりこれを有機的に連絡させ相互に影響させる

と同時に、周辺地域の特性を生かしながら連鎖反

応的に開発を進め、地域間の均衡ある発展を実現

することを目指した。こうした施策を通じて、過

大都市の人口の分散誘導を図ろうとした。 



こうして一全総以降、わが国の国土計画は、大

都市地域への人口・産業等の集中抑制及び地方圏

における人口の流出抑制のための工業を中心とす

る産業の導入・地方分散を基調としていく。 

一全総は、政策推進の基本的態度の１つに、「労

働力移動の円滑化、人間能力の開発のための諸施

策を講ずる」ことを挙げている。それを受けて、

第８章に労働力の確保と題する記述がある。そこ

では、拠点開発方式の進展に伴い、従来既成大都

市に向かっていた労働力の大きな流れは、漸次そ

の一部が大規模な開発拠点に向かうとともに、今

後の労働力の需要地、供給地間の距離的隔たりが

短縮する結果、労働力流動の可能性が高まること

を見込んでいる。 

 

４．新全国総合開発計画（二全総）の人口論 

（１）二全総と大規模プロジェクト構想 

「新全国総合開発計画」は、①長期にわたる人

間と自然との調和、自然の恒久的保護、保存、②

開発の基礎条件整備による開発可能性の全国土へ

の拡大均衡化、③地域特性を生かした開発整備に

よる国土利用の再編効率化、④安全、快適、文化

的環境条件の整備保全、の４つの課題を調和させ

つつ、人間のための豊かな環境を創造することを

基本的目標として、1969（昭和 44）年 10 月に閣

議決定された。 

計画の目標を達成するために、新幹線、高速道

路等のネットワークを整備し、大規模プロジェク

トを推進することにより国土利用の偏在を是正

し、過密過疎、地域格差の解消を図る大規模プロ

ジェクト構想を開発方式として採用した。 

（２）計画フレーム 

二全総では、計画作業の前提として、土地利用、

生活及び経済に関する昭和 60 年を目標とするフ

レームを策定している。二全総は、昭和60年の総

人口を１億2,000万人～１億2,300万人と予測す

るが、その生活のフレームのうち、人口と年齢構

造、世帯構造に関するフレームは次の通りである。 

表１ 二全総の年齢構造・世帯構造フレーム 

年齢構造 昭和40年 昭和60年 

65歳以上人口 618万人 

（6.3％） 

1,151万人

（9.5％） 

15～64歳人口 6,693万人 

（68.1％) 

8,129万人

（67.3％）

０～14歳人口 2,517万人 

（25.6％） 

2,793万人

（23.1％）

世帯構造 昭和40年 昭和60年 

総世帯数（世帯） 2,410万 3,550万

平均家族人員 4.08人 3.38人 

計画では、人口について、戦後の家族制度改革、

都会的思考様式の普及、住宅事情、所得水準と高

い生活意識の乖離等が要因となって出生力が急激

に低下し、昭和31年以降純再生産率が１を割って

世界でも最低の水準となったとの認識を示すとと

もに、今後の所得水準の向上、住宅事情の改善、

妻の育児・家事負担の軽減など出生抑制要因が変

化すれば、出生力が上昇し純再生産率が1.0～1.2

程度に回復するとの見通しを示している。 

世帯構造についても、昭和30年以降、核家族化

の進行、農村から大都市への青年人口移動の増大

等により、単独世帯、一世代世帯及び二世代世帯

が増加し、世帯規模も出生力の低下と相まって急

激に縮小していると述べ、今後の都市化の一層の

進展、都会的生活意識の普及により、三世代世帯

から老人夫婦（一世代世帯）、若夫婦と子供（二

世代世帯）への分離等が進行し、世帯の平均規模

はさらに縮小すると見通している。 

（３）人口移動に対する基本的考え方 

一全総策定後、予想を上回る経済の高度成長に

伴い、人口・産業の大都市集中と過疎・過密問題

の一層の進行、所得及び生活環境の地域格差等が

顕著となりつつあった。 

このため、二全総では、過密・過疎、地域格差

問題に対処する基本的考え方を次のように述べて

いる。①過密問題に対しては、大都市に立地する

ことが不適当な工業等の機能の徹底的分散等によ

る大都市の諸機能の再編成、中枢管理機能の集中

強化、防災・公害防止等の観点からの根本的な大

都市の改造を図る。②過疎問題については、(a)

効率的な産業開発・観光開発が可能な地域は、そ

の特性に応じた積極的な開発、集落再編成を含め

て生活環境条件の向上を図るとする一方で、(b)

効率的な開発を進めることが困難な地域について

は、社会保障、集落の移転統合等の施策を総合的

に講じなければならないとしている。③地域格差

問題については、地方中核都市の社会的環境整備、

周辺地域も中核都市と一体となり一定水準の社会

サービスを保持しうる施策、遠隔地と大都市を結

ぶ新交通通信体系の整備等による国土の均衡ある

開発の基礎条件の創出を図るとしている。 

このように二全総では、中枢管理機能の集積と

物資流通の機構とを広域的に体系化する新ネット

ワークの整備による開発可能性の日本列島全域へ

の拡大を通じて、各地域への人口の定着を促進す

るという考え方を背景としている。 



 

５．第三次全国総合開発計画（三全総）の人口論 

（１）三全総と定住構想 

石油危機及び公害問題の顕在化等により、二全

総が想定していた経済状況には大幅な変更が生じ

た。他方、環境と国土資源の有限性を視野に入れ、

高度成長を前提としない新しい国土計画が求めら

れるようになった。そこで、限られた国土資源を

前提として、地域特性を生かしつつ、歴史的、伝

統的文化に根ざし、人間と自然との調和のとれた

安定感のある健康で文化的な人間居住の総合的環

境を計画的に整備することを基本的目標として、

1977（昭和 52）年 11 月に「第三次全国総合開発

計画」が閣議決定された。 

三全総では計画方式として、大都市への人口・

産業集中を抑制する一方、地方を振興し、過疎過

密問題に対処しながら、全国土の利用の均衡を図

りつつ、人間居住の総合的環境の形成を図るとい

う定住構想が採られた。定住構想は人口移動に関

する問題をかなり厳しく見ており、ある程度人口

移動を抑えようとする思想が出ているとする見方
1もある。 

（２）定住構想のフレーム 

三全総は、計画の基本的目標を実現するための

基礎となる定住構想の枠組みを示すため、定住人

口の増加と年齢構造、定住人口の社会的変化（世

帯形成、都市化、高学歴化、労働力供給）、生活

様式と水準（国民生活時間の変化、住環境、食生

活、エネルギー、モータリゼーション、レクリエ

ーション）等からなる定住構想のフレームを示し

ている。 

このうち人口及び年齢構造については、増加速

度は鈍化するものの今後も人口増加は継続するこ

と、人口の急速な高齢化と年齢構造の波動的変動

を基調として変化すること、生産年齢人口の中高

年齢化が急速に進展することが指摘されている。

定住人口は昭和60年には約１億2400万人、65年

には約１億2800万人、75年（西暦2000年）には

約１億3700万人と想定している。 

（３）定住人口 

三全総では、定住圏等の構想を推進するに当た

って、基礎となる地域（ブロック）ごとの定住構

想の目標として、定住人口、人口集中地区人口、

世帯、労働力供給と就業機会、所得の水準と格差

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1総合研究開発機構(1996)『戦後国土政策の検証－

政策担当者からの証言を中心に－（上）』（117

頁）における宮崎仁氏の発言による。 

に係るフレームを想定している。この目標は、国

と都道府県との間で繰り返し作業した成果であ

り、この共同作業が計画策定の最も中心となった

作業であるとも言われている2。当初、都道府県別

人口の積み上げ値は全国値を大きく上回っていた

が、数度の共同作業の結果、若年層人口に対する

見方もほぼ一致し、計画に示された目標に収束し

ていった。最終的に、特に若年層人口の積み上げ

値が全国値を上回っていることについて、三全総

は、各地域の若年層人口の定着に対する期待の大

きさを反映しているとも述べている。 

この地域別定住人口は、全国的な観点からは、

土地、水等の国土資源の賦存状況を考慮しつつ、

西暦 2000 年に至る人と国土の超長期展望を踏ま

えた大都市集中抑制・地方振興型の将来的に望ま

しい地域別の人口配置とされている。 

三全総は、環境と資源の有限性を視野に入れ、

高度成長の期待に基づかない計画である必要があ

り、計画目標も経済成長ではなく、定住人口とい

う新たな目標・指標の設定が求められたと言える。

この点は、その後の国土計画・地域計画において

計画の目標、地域活性化の指標として人口指標が

定着していくことの原点であると考えられる。 

 また、定住人口の想定作業は、国土計画が人口

政策に踏み込んだものという見方3もある。 

（４）人口移動に対する基本的考え方 

三全総では、過密過疎問題を根本的に解決し、

すべての地域において特色のある人間居住の総合

的環境を整備していくためには、東京圏・大阪圏

の人口をできる限り封鎖人口以下に抑制し、東京

圏・大阪圏以外の地域へ人口の定着を図ることが

必要であること、特に若年層の地方定住を進める

ことが、地方の活力の維持、向上と自立的な発展

に欠くことのできないものであることを指摘して

いる。 

このため、既に軌道に乗っている工業の分散を

一層促進するとともに、大学等の高等教育機関、

高次の医療機能、文化機能、中枢管理機能につい

て地域的に適正な配置を図ることが重要な課題で

あると述べている。 

この計画とほぼ同じタイミングで、高度成長期

に一貫して人口・産業の大都市集中が進んでいた

傾向が逆転して、集中の力と拮抗する程度まで分

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2 前掲書（214頁）における小谷善四郎氏の発言

による。 
3 前掲書（257～258頁）における下河辺淳氏の発

言による。 



散の力が大きくなり、地方分散傾向が現出した。

しかしながら、若年層の大都市地域への流入傾向

の継続、ブロック内・県内移動における農山漁村

から都市部への人口流出の継続といった課題が残

されていた。 

 

図１ 三大都市圏及び地方圏における転入超過数の推移 

 
資料：国土交通省「インターネットでつくる国土計画」ホームページ 

 

６．第四次全国総合開発計画（四全総）における

人口論 

（１）四全総の策定経緯と交流ネットワーク構想 

1980年代に入ると、三大都市圏への人口集中が

沈静化していた状況が一変し、東京圏への高次都

市機能の集中と人口の再集中が生じてきた。他方、

地方圏では人口流出が継続するとともに、工業生

産機能の海外流出が始まりつつあった。 

このような国土をめぐる状況に対応し、東京一

極集中を是正し、多極分散型国土の形成を通じて、

国土の均衡ある発展に資することを目的とする、

第四次全国総合開発計画が1987（昭和62）年６月

に閣議決定された。 

四全総では、①国民一人ひとりの定住の場であ

り、かつ様々な主体の交流の場である地域の整備

を、それぞれの地域の特性を生かしつつ、地域自

らの創意と工夫を基軸として推進する、②国内、

国際間の人流、物流、情報流の円滑化のための基

幹的交通、情報・通信体系の整備を国自らあるい

は国の先導的な指針に基づき全国にわたって推進

する、③文化、スポーツ、産業経済等各般にわた

る多様な交流の機会を国、地方、民間諸団体の連

携により形成することを骨子とする「交流ネット

ワーク構想」を計画方式とした。 

（２）人と国土の枠組み 

四全総は、多極分散型国土に向けての人と国土

の枠組みとして、人と国土の利用（人口（総人口、

ブロック別人口）、国土利用）、社会変化と生活

様式（長寿社会化の進展（年齢構造）、単独世帯

の増加（世帯構造）、高齢労働力人口の増加（労

働力供給構造）、自由時間の拡大、都市化の進展）、

経済・産業と地域の就業に関する広範なフレーム

が示された他、地域の活力の生成を地域内外との

交流拡大に求める観点から、世界との交流、地域

間交流の拡大、全国の交通量及び情報交流量に関

するフレームが追加された。 

人口フレームに関しては、昭和50年代後半から

見られている東京圏における流入超過の増加傾向

が今後も続くようなこととなれば、同圏域の自然

増加率が相対的に高いこととあいまって、東京圏

の人口は昭和 75 年（2000 年）には 3,500 万人台

に達し、国土の均衡ある発展を阻害するとの認識

を示している。 

このため、引き続き東京圏への人口集中を抑制



し、地方圏での人口定住を促す必要があるとして、

概ね計画期間央に地方圏の人口純流出を純流入に

転ずることを目指して、昭和75年のブロック別人

口の目標を設定している。 

三全総の場合は、それぞれの地域の観点から当

該地域に応じて雇用創出を図ることを通じて全国

的な人口の適正配置を目指すアプローチであった

が、四全総においては国土利用の地域的偏在とそ

の是正目標を表す指標として人口が捉えられてい

るように解される。 

（３）地方の定住条件の整備 

人口の地方圏における定住を実現するには雇用

が必須の条件であるが、この点に関して四全総は、

輸出型産業の縮小、工業の海外立地の進展等の影

響により、地域の雇用環境は厳しさを増している

との認識を示し、そのため、定住条件の改善を図

るとともに、技術集約度の高い工業やサービス産

業などの振興を特に地方圏において強力に推進

し、産業構造変化に伴う雇用のミスマッチ、中高

年者の雇用問題に対応しつつ雇用の場を拡大する

必要があるとしている。具体的には、産業、人口

の全国的な適正配置を図るため、従来の農林水産

業、工業による地方での産業振興ばかりではなく、

地域に根ざした1.5次産業の育成、研究開発機能

や情報、人材育成等に関する新しい産業の地方展

開を進めると述べている。 

こうした中、東京圏への人口再集中は1987年を

ピークに減少に向かったが、その背景にはバブル

経済の崩壊とそれに続く長期の不況が存在してい

る。不況の長期化、特に地方圏の疲弊を背景に

1994 年を底としてそれ以降は東京圏への転入超

過傾向が再び見られるようになっている。 

 

７．「21世紀の国土のグランドデザイン」（21GD）

における人口論 

（１）21ＧＤと計画フレームの捨象 

国民意識の大転換、地球時代、人口減少・高齢

化時代、高度情報化時代という国土計画上のパラ

ダイム転換に直面し、従前の四全総を基本とした

国土経営とは異なる方向性が求められる中、一極

一軸集中の国土構造を転換し多軸型国土構造の形

成を目指す「21世紀の国土のグランドデザイン」

が1998（平成10）年３月に閣議決定された。 

21ＧＤは、計画の前提となる経済財政フレーム

のみならず人口フレームを含む、計画で規定する

数的枠組みや数値目標がほとんど皆無となってい

る。これは、財政再建下において投資規模の数値

は記さないという配慮をしたことに伴い、それ以

外のすべての数値も捨象した結果である。従って、

全国及び地方別の人口に関する目標数値も設定さ

れておらず、従前の計画に比して一層叙述的な内

容となっている。 

（２）人口減少・高齢化時代 

こうした中で、21ＧＤは、国土をめぐる状況の

大転換の１つとして、人口減少・高齢化時代の到

来を挙げ、本格的な人口減少局面及び高齢化の一

層の進行から、全国的に地域の担い手となる人々

の減少と高齢者の増加という形で地域社会が大き

く変容することとなるとの認識を示している。 

このため、過疎化、高齢化により地域社会が変

貌しつつある一方で、豊かな自然や固有な文化が

残されている中小都市や農山漁村において、交流

人口の拡大やＵＪＩターンの促進を図り、マルチ

ハビテーション、テレワークを進めて、誇りの持

てる自立的な地域づくりを進めるとしている。他

方、自然の回復や居住の安全性の向上、活力ある

経済社会の構築に貢献する新たな役割が求められ

る大都市において、都市空間の修復、更新に取り

組むとしている。 

（３）21ＧＤと人口政策、労働移動 

21ＧＤでは、暮らしの安心の確保策の１つとし

て豊かな長寿福祉社会の実現を掲げ、少子化、高

齢化が進行する中で、子供を安心して産み育てら

れるとともに、高齢者等が安心して暮らし又社会

参加を通じて生き甲斐を感じることのできる社会

の実現を指向している。具体的には、社会的支援

システム、福祉のまちづくり、高齢者等の社会参

加の推進、子育て支援体制の整備等を挙げ、計画

策定当時から顕在化しつつあった少子化・人口減

少社会の到来に対して、子供を産み育てるための

支援・環境整備が施策として盛り込まれている。

この点は、国土管理・地域経営上の必要からの人

口政策への要請という三全総とは異なる意味で、

改めて国土計画が人口政策に総合性の傘をかけて

いるように解される。 

また、労働力需給の産業間、職業間及び地域間

調整を推進するため、失業なき労働移動、参入し

やすく転出しやすい労働市場の整備、多様な雇用

情報を提供する機会、多様な職業能力開発を促進

するための体制について施策が述べられている。

この背景には、高齢者の増大等地域間移動の困難

な労働者層が拡大すること等により、雇用機会の

地域間不均衡による雇用のミスマッチの懸念が存

在している。この点で、労働力の供給地域（地方

圏）から需要地域（大都市圏）への移動、吸収を

暗黙の前提としていた一全総、新全総の時代とは



大きく状況が異なっている。 

 

８．人口減少社会と国土計画 

日本全体が人口減少社会に向かいつつある

今、人口の動向が国土計画にとって大きな比重

を占めるようになっている。 

こうした中で国土計画の人口減少問題に対す

る政策態度の例として、ドイツ新連邦州（旧東

独地域）の人口減少に対する政策方針を、新連

邦州振興策の状況をとりまとめた連邦交通・建

設・都市省『ドイツ統一に関する連邦政府年次

報告（The Federal Government’s Annual Report 
on the State of German Unity）』（2005 年９

月）に基づいて概観してみる。 

 そこでは、新連邦州における人口減少に対す

る施策の主要方針として次の２つを挙げる。 

① 可能ならば人口変化－旧東独地域から旧西

独地域への人口移動と低い出生率のトレンド

－の原因そのものに取り組むこと。これは、

個人の居住地選択や人生設計に係る意思決定

にポジティブな影響を及ぼすという問題であ

る。すなわち、家庭のニーズを満たし、生活

環境（とりわけ雇用）の改善、市民参加、ロ

ーカルな社会的ネットワークへのつながり

（いわゆるソーシャル・キャピタル）を含む、

ソフトな居住地選択要素への働きかけであ

る。 

② 変化する人口構造に経済社会が適応するこ

とが避けられない中で、その適応プロセスの

中から革新的な対応方法を見つけること。こ

の点について、同報告は、次のような取組事

例を挙げている。 

 ・ 新連邦州における都市再生（減築、中心

市街地の修復等） 

 ・ 農村地域におけるヘルスケアシステムの

改善（外来患者施設と入院患者施設の統合

など医療インフラの一体的運用等） 

 ・ 農村地域における学校教育ネットワーク

（センターと複数のサイトから成るネット

ワークの構築） 

 ・ 持続可能なローカル公共交通サービス（デ

マンドバス、ボランタリーな運営等） 

 ・ 持続可能な地方行政機構の創出（自治体

合併、分権等） 

わが国における人口減少問題と国土に関する

議論を眺めると、マクロ的な経済社会活力の視

点、地域・コミュニティの機能低下の視点、財

政の持続可能性の視点等からの議論が混淆して

いる感がある。従って、わが国において国土計

画が人口減少問題に対してとるべき政策態度を

議論するに当たっても、まず、人口減少それ自

体に対する取り組み方針と、人口減少社会への

国土政策面における適応策の２つの視点から、

状況、課題及び対応を整理する必要がある。 

 

９．おわりに 

以上のように、戦後の国土計画における人口の

位置づけをみると、①終戦直後の急増する人口（復

員・帰還者等）の国土への収容、②計画の目指す

社会・国土の全体像を数値目標で示す計画フレー

ムの１つとしての人口、③高度成長期における生

産要素の１つとしての労働力の産業別・地域別配

分、④マクロな人口移動・人口配置の状況（過大

都市問題）に対する大都市地域への過度の集中抑

制・地方分散という戦後一貫した対応、⑤三全総

における政策目標としての定住人口とそれ以後の

人口の活性化指標としての定着、⑥21ＧＤで人口

フレームが捨象された一方、時代の潮流として人

口減少を前提とする国土計画へのパラダイム転換

を示すという流れを辿って、現在に至っている。 

 先般策定された国土形成計画（全国計画）の推

進及び策定中の広域地方計画において、人口減少

問題にどのような政策態度で当たるのかは、今後

とも議論していくべき課題である。 

 

（なお、本稿は、筆者の個人的見解である。） 
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表２ 歴代全総計画の基本目標と開発方式等 

計画       基本目標       開発方式等 

一全総 ＜地域間の均衡ある発展＞ 

 都市の過大化による生産面・生活面の

諸問題、地域による生産性の格差につい

て、国民経済的視点からの総合的解決を

図る。 

＜拠点開発構想＞ 

 目標達成のため工業の分散を図るこ

とが必要であり、東京等の既成大集積と

関連させつつ開発拠点を配置し、交通通

信施設によりこれを有機的に連絡させ

相互に影響させると同時に、周辺地域の

特性を生かしながら連鎖反応的に開発

をすすめ、地域間の均衡ある発展を実現

する。 

二全総    ＜豊かな環境の創造＞ 

 基本的課題を調和しつつ、高福祉社会

を目ざして、人間のための豊かな環境を

創造する。 

  ＜大規模プロジェクト構想＞ 

 新幹線、高速道路等のネットワークを

整備し、大規模プロジェクトを推進する

ことにより、国土利用の偏在を是正し、

過密過疎、地域格差を解消する。 

三全総  ＜人間居住の総合的環境の整備＞ 

 限られた国土資源を前提として、地域

特性を生かしつつ、歴史的、伝統的文化

に根ざし、人間と自然との調和のとれた

安定感のある健康で文化的な人間居住の

総合的環境を計画的に整備する。 

     ＜定住構想＞ 

 大都市への人口と産業の集中を抑制

する一方、地方を振興し、過密過疎問題

に対処しながら、全国土の利用の均衡を

図りつつ人間居住の総合的環境の形成

を図る。 

四全総 ＜多極分散型国土の構築＞ 

 安全でうるおいのある国土の上に、特

色ある機能を有する多くの極が成立し、

特定の地域への人口や経済機能、行政機

能等諸機能の過度の集中がなく地域間、

国際間で相互に補完、触発しあいながら

交流している国土を形成する。 

＜交流ネットワーク構想＞ 

 多極分散型国土を構築するため、①地

域の特性を生かしつつ、創意と工夫によ

り地域整備を推進、②基幹的交通、情報

・通信体系の整備を国自らあるいは国の

先導的な指針に基づき全国にわたって

推進、③多様な交流の機会を国、地方、

民間諸団体の連携により形成。 

21ＧＤ ＜多軸型国土構造形成の基礎づくり＞ 

 多軸型国土構造の形成を目指す「21世

紀の国土のグランドデザイン」実現の基

礎を築く。 

 地域の選択と責任に基づく地域づくり

の重視。 

 

＜参加と連携＞ 

－多様な主体の参加と地域連携による

国土づくり－ 

（４つの戦略） 

１ 多自然居住地域（小都市、農山漁村

、中山間地域等）の創造 

２ 大都市のリノベーション（大都市空

間の修復、更新、有効活用） 

３ 地域連携軸（軸状に連なる地域連携

のまとまり）の展開 

４ 広域国際交流圏（世界的な交流機能

を有する圏域）の形成 

資料：国土交通省「インターネットでつくる国土計画」ホームページ 

 


