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報道関係各位 

2014 年 12 月 3 日 

一般財団法人森記念財団 都市整備研究所 

 

一般財団法人森記念財団(理事長 伊藤滋）都市整備研究所は、この度、自主研究報告書『2030 年の

東京 part3 成熟した世界都市東京の街づくり ～東京の資産を有効活用し、生活多様性社会を構築

する～』を刊行、東京都に対し、その内容を提言致します。 

 

本報告書は、2030 年の東京の期待すべき姿と、その具体化の道筋を提言したものです。Part3 となる本

書では、将来の社会形成に影響を与える環境激変の要因として、少子高齢化と空家問題に着目※1。

2030 年の東京区部において、生活多様性が成立している社会の到来に積極的に対処するため、「眠

れる資産の活用」として、具体的には民間の空家の積極的活用及び、都営住宅政策の抜本的見直しと、

同用地の大胆な用途転換を提案しています。提案骨子は次の 3 点です。 

 

＜提案骨子＞ 

 都営住宅用地に、もはや都営住宅を建てない。 

＞住宅困窮者に対する低家賃住宅の提供は、有り余る賃貸空家(2030 年、70 万戸と推計)を活用する

「家賃補助方式」に転換する。 
 民間に存在する大量の空家に思い切った税制施策をとり、空家の解消へ。 

＞固定資産税減免等の税制施策により、2戸 1化リノベーションを施す。東京区内に従来より安価で面積の広い

住宅を供給することにより、若い世代など収入が少ない人の居住を促進し、親世代と子世代の近居を促す。 

 都営住宅跡地は大胆に用途転換し、防災強化、少子高齢化・グローバル化社会に対応 

＞密集市街地解消のため、密集市街地からの移転希望者受け入れ住戸 67,000 戸の建設  
＞11 万 6 千人分の 24 時間介護対応施設の設置                       
＞1.3 万人分の留学生・外国人研究者向け宿舎の設置                 
＞1 万室分の外国人観光客向け宿泊施設の建設 
＞防災公園と公開空地により生まれる 200ha の公園的空間の創出                        

⇒詳細は、3 頁～「報告書要旨」をご参照ください。 

 
※1・東京区部にある空家（2013 年現在：58 万戸）は 2030 年には 95 万戸へ増加。6 戸に 1 戸が空家になる見込み。 

・東京区部にある都営住宅の戸数は 16.6 万戸（2013 年現在）。そのうち、旧耐震のものは 11 万戸以上にのぼる。 

・2021 年以降には、住宅扶助世帯が現在の都営住宅管理戸数（16.6 万戸）を上回ると推計。 

 

森記念財団 都市整備研究所は、本報告書の刊行と提言を通して、安全でサスティナブルで、シニア・

シフトやグローバル化に対応した快適性の高い都市環境を創出し、老若男女、国籍、貧富を問わず

様々な人が住み、働き、楽しむ生活多様性社会が形成された成熟した世界都市・東京の醸成に貢献し

てまいります。 

  本件に関するお問い合わせ 

一般財団法人森記念財団 都市整備研究所 西尾茂紀 

TEL：03-6406-5933 FAX：03-3224-7227 Ｅ-mail：nishio＠mori-m-foundation.or.jp 

空家問題、密集市街地などを解消する道筋を東京都に提言 

『2030年の東京 part3 成熟した世界都市東京の街づくり』 

「眠れる資産」 新耐震設計以前の都営住宅や空家を活用 

防災性能を高め、シニア・シフトやグローバル化に対応、安全で快適な都市環境を構築 
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■自主研究報告書  

 

■講演会開催 

今回の提言を基に、第3回都市ビジョン講演会を開催致します。 
    

日時     

場所     

       

基調講演 

座談会   

申込方法 

 

■森記念財団 都市整備研究所 研究体制について 

森記念財団 都市整備研究所は、森記念財団の発足以来、市街地における良好な都市環境を整備すること

を主眼に、都市の実態をとらえる為の基礎調査と分析、市街地整備を推進する為の手法の研究、将来の市

街地の望ましい姿の構想作成等に取組み、とくに、東京中心部についてのさまざまな提案を行っています。

研究にあたっては、既成概念にとらわれず、実態の積み上げにより認識を深め、海外事例も参考に自由に発

想し、市街地整備に有効な提案をするように心がけています。したがって、土地・建物・交通機関等のいわば

器の現状と動向のみならず、居住者・従業者・企業・来訪客等の都市で活動する方々が、街をどのように使

い、それがどう変化してきているのかにも着目して、問題点を把握、実践的解決方策を探るようにしています。 

 

<東京中心部における都市構造研究会 メンバー> 

委  員  長 原田 敬美  都市政策研究所長 前東京都港区長 

委  員 伊藤  滋   早稲田大学特命教授 森記念財団理事長 

委  員 磯部  力   國學院大学法科大学院教授 

委  員 進士 五十八  東京農業大学名誉教授  

委  員 山下 眞悟  一般財団法人森記念財団 常 務 理 事 

作業担当 西尾 茂紀  一般財団法人森記念財団 上級研究員 

  脇本 敬治  一般財団法人森記念財団 研 究 員 

中右 麻衣子  一般財団法人森記念財団 研 究 員 

 

『2030 年の東京 part3 成熟した世界都市東京の街づくり 

～東京の資産を有効活用し、生活多様性社会を構築する～』 
 
（編集・発行）  一般社団法人 森記念財団都市整備研究所 
（発行）      平成 26 年 12 月 
（定価）      税込価格 1,620 円 （本体価格 1,500 円） 
（購入方法）   12 月 8 日以降、森記念財団のホームページ

（http://www.mori-m-foundation.or.jp/）、 
Amazon のサイトにて購入が可能。 

 
＜参考＞part1 では「趨勢予測による姿 (2008 年度版）～東京区部の人口と土地建物の実態か

ら 2030 年の姿を予測する～)、part2 では「超高齢社会の暮らしと街づくり編 ～元気な

お年寄りが、楽しく暮らし「自分らしく生きる社会」」を発表しています。 

 

：2015年2月24日(火) 13：00開場、13：30開演 16：30閉演 (予定) 

：六本木アカデミーヒルズ タワーホール 

 （東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー49Ｆ） 

：西尾茂紀 

：伊藤滋、原田敬美、磯部力、進士五十八、白川泰之 

：2015年1月中旬 森記念財団ホームページにて受付予定 

 

http://www.mori-m-foundation.or.jp/）、


【要旨】　報告書　「2030 年の東京 part3 成熟した世界都市の街づくり」

　    　　 ～東京の資産を有効利用し、生活多様性社会を構築する～

シニア・シフト ( 少子高齢化 )・非婚化・晩婚化の進展　
　東京区部において、2010 年から 2030 年にかけて
　　・15 歳～ 39 歳人口が 67 万人 (20.8%) 減少、75 歳以上の高齢者が 41.6 万人 (49.2%) 増加

　現在既に、

　　・男性 4 人に 1 人、女性 5 人に 1 人が生涯未婚 (2010 年 )

　　・全国平均より低い合計特殊出生率 1.12( 全国 1.41)(2012 年 )

シニア・シフトによる影響
　高齢者の増加による影響
　　・医療費、介護費、生活保護費の増大 ⇒ コスト削減、持続可能な社会保障システムの構築が必要

　　・災害弱者の増大 ⇒ 都市防災力の強化が必要

　　・2030 年には元気な高齢者が 150 万人 ( 人口の 15.7%) ⇒ 文化・地域活動底上げへの期待

　高齢者や共働き世帯向けビジネスの進展

　若者世代減少による社会的活力低減の懸念
　　・警察、消防、国防、建設作業員、介護従事者等人材不足 ⇒ 女性と元気な高齢者の社会参画が必要

　　・新しいアイデアや起業の減少 ⇒ 創造・思考力教育への転換が必要

　　・社会保障システムへの不安　 ⇒ 持続可能な新たな社会保障システムの構築が必要

住宅事情の変化　
　空家の増加と耐震強度不足の住宅
　　・2030 年には空家が 95 万戸（2013 年より 37 万戸増）、6 戸に 1 戸が空家に

　　・2013 年現在　空家のうち賃貸住宅が約 66％、その半数以上が築 21 年以上、6 割が 1R、1K、1DK。

　　・2030 年に耐震強度不足の住宅が 99 万戸

　　・2013 年現在　新耐震設計以前 (1983 年度以前竣工）の都営住宅は 11 万戸以上
　　　注 . 耐震強度不足の住宅：木造  2000 年以前竣工の住宅　非木造  1983 年以前竣工の住宅

※＜　＞は本編の章に対応

＜ 2-1-1 ＞
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　　図 1. 東京区部の空家数と空家率の将来推計
資料：「住宅土地統計調査」から森記念財団都市整備研究所が推計。
           2008 年は実績値、2013 年は速報値
注：空家率 = 空家総数 / 住宅総数。住宅土地統計調査では、空家は
　　二次的宅 ( 別荘含む ) ＋賃貸用＋売却用＋その他を指す。森記
　　念財団では空家に二次的住宅を含めず、また、住宅総数から建
　　築中の住宅を除いている。

図 2. 新耐震設計以前の都営住宅　敷地面積別分布図
資料：東京都都市整備局資料より作成

 （2013 年 3 月 31 日現在）

＜ 2-2 ＞
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眠れる資産 ( 新耐震以前の都営住宅敷地や空家 ) を活用し、
シニア・シフトやグローバル化に対応

安全でサスティナブルな「生活多様性社会」を構築する

新耐震設計以前の都営住宅の敷地を最大限利用する
　・2021 年以降に、住宅扶助世帯が現在の都営住宅管理戸数 165,773 戸を上回るほどに増加

　　　家賃補助に切替えた方がセーフティーネットを拡大しながら社会保障費の低減が可能

　　　60 年間で約 1.3 兆円 (216 億円 / 年 ) の節約

　・その上で、都営住宅跡地を都民の需要や市場を活かしながら暮らしの向上に利用

図 3.2030 年の生活多様性社会像とそれまでに解決すべき事項

＜ 3-1 ＞

＜ 3-4 ＞

2.社会保障改革 3.地域再生 4.労働人材確保1.都市防災向上 5.出生率上昇 6.グローバル
化への対応

老若男女、国籍、貧富を問わず様々な人が住み、働き、楽しむ東京

厳しい財政状況
敷地確保・施設建設が困難

空家問題と都営住宅建替問題を併せて解消する事により
敷地確保や資金問題を解決

 具体的な方策

 1. 密集市街地解消、防災公園拡充、公園道路建設

 2. 東京の住環境を考慮し、施設と在宅を併用した介護への転換

 3. 様々なサードプレイスを創出、高齢者の孤立防止

 4. 女性社会進出支援、高齢者就業支援、高度な人材受入、留学生の受入拡大

 5. 子育て支援施設拡充、親世帯と子世帯の同居・近居促進

 6. 研究機関拡充、アジアからのインバウンド拡大を見込んだ宿泊施設拡充
図 4. 生活多様性社会をつくるポイント

老若男女、国籍、
貧富を問わず、
様々な人が住み、
働き、楽しむ

人々がお互いに
相手の文化や
考えを尊重し、
利他の心が
醸成されている

一人ひとりが生活
を楽しみ、多様な
界隈・地区が輝き
を増している

我がまちの
中に様々な
サード・プレイス
がある

2030年の東京

2030年までに解決すべき事項
 安全とサスティナビリティ
 空家問題の解決
 シニア・シフト問題解決
 グローバル化への対応

生 活 多 様 性 社 会
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眠れる資産を活用し、生活多様性社会を構築する

図 5.1983 年度以前竣工の都営住宅跡地の土地利用と建物床利用 ( 構想 )
  注 . 防災公園と公開空地を合わせた 200ha は、区部の都市公園（2,741ha）の 7.3％に相当
　           リザーブ地：今後の状況によって必要となる施設の敷地として取って置く土地 ( 区画整理の保留地とは別 )

1）都営住宅跡地に防災関連施設をつくる

　①密集市街地からの移転希望者に対する受け入れ住戸　　　67,000 戸　( 含む公園道路建設）

総合防災危険度が 4・5 の密集市街地の木造

持家と都営住宅跡地の高層マンションを等価

交換する。密集市街地にオープンスペースを

創出し、密集市街地を解消。

　②防災公園　都心の戸山ハイツアパートと戸山公園を利用して開設

　③公園道路　( 足立区の例 )
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図 6. 密集市街地の改良イメージ

歩行者専用道と自転車専用道があ

る緑豊かな帯状の公園。

日常は賑わいの空間、非常時は避

難経路になる。

図 8. 足立区の街づくり資源と総合危険度 5 ＆ 4 の町丁目と公園道路計画構想地

＜ 3-2-3 ＞

図 7. 公園道路のイメージ

防災関連施設

717ha 44.6%

シニアシフト

対応施設

729ha
45.4%

グローバル化

対応施設

169ha 10.0%

都営住宅跡地

建物床利用

合計 1,615ha

＜ 3-2-2 ＞

オープンスペース
創出

東京都と等価交換

木造密集市街地⇒防火地域指定

建替

密集市街地の移転希望者住宅
の代替マンション
（都営アパート跡地に建設）

※燃えにくい建物に建替え、密集市街地解消へ

防災公園

10ha
1.5% 

公開空地

190ha
28.7% 

公開空地以外の

建物用地

380ha 57.3% 

リザーブ地

83ha
12.5%

都営住宅跡地

土地利用

合計 663ha
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【要旨】
2）都営住宅跡地にシニア・シフトに対応した施設をつくる
　①高齢者施設
　　24 時間介護対応施設
　　　2030 年予測要介護 3・4・5 認定者数－現況施設定員　116,040 人分
　　単身者要介護 2 認定者施設
　　　2030 年予測 65 歳以上単身者要介護 2 認定者数－現況施設定員
　　　　　　　　　　　　　　　　20,650 人分
　②集会施設、まちライブラリー、ソーシャル大学
　　　　　　　　　　　施設床面積合計　40 万㎡
　③家族健康施設（スーパー銭湯、フィットネスクラブ）
　　スーパー銭湯　40 か所　フィットネスクラブ　80 か所
　④保育所、保育所併設のサテライトオフィス
　　保育所　2030 年の予測待機児童　10,560 人分　88 か所
　　サテライトオフィス　44 か所　従業者定員　3,696 人分

3）都営住宅跡地にグローバル化に対応した施設をつくる　
　①留学生・海外からの研究者向け宿舎
　　13,000 人分
　②国際的な研究機関や国際総合病院
　　増設・拡張床面積合計　40 万㎡
　③外国人観光客向け宿泊施設
　　2030 年予測による増加客室数の約 1/3　10,000 室

4) 増大する空家を活用する
　市場競争力の落ちた マンション空家で少子化対策
　　空家活用案
　　・改装可能な賃貸マンションを 2 戸 1 化：建築後年数が経った狭小な空家の価値を向上させる。
　　　⇒都心の空家に安く住めるようにし、子育て世帯を呼び込む。
　　　　マンションオーナーは、空家を 3 年間無償提供する代わりに、空家の改修が受けられる。　　

＜ 3-2-4 ＞

＜ 3-2-5 ＞

図 9. 公園のような公開空地がある
　　特別養護老人ホーム

図 10. 保育所併設サテライトオフィス

＜ 3-3 ＞

子育て（見込）世帯

マンション
オーナー

法律・税の
専門家

NPOの
相談窓口

行政

改修を手掛
ける工務店

地域密着
空家対応チーム

相談

提案

定借契約

使用貸借
契約

図 11. 空家活用案：子育て住宅への改修 図 12. 物件の状況と空家オーナーの収支

オーナーには空家の無償提供期間中は固定資産税等の支払いを免除し、空家改修のモチベーション UP に繋げる。

　　　空家を 2 戸 1 化リノベーションにより、新築住宅よりも安価で少し広い賃貸住戸に甦らせ、

　　良質なアフォーダブル住宅を供給。

　　　その結果、

　　　・若い子育て世帯や外国人留学生世帯など、収入が未だ少ない世帯が東京区部に居住できる。

　　　・親世帯と子世帯の近居や同居の可能性が高まる。
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平成 26 年 12 月

一般財団法人 森記念財団　都市整備研究所

東京中心部における都市構造研究会　委員長

東京都港区前区長　都市政策研究所長　

原田　敬美

　この報告書は、2030 年の東京の期待すべき姿とその具体化の道筋を提言したものです。財団研

究員が収集した資料を研究会委員が 2 年間 19 回にわたり議論しまとめました。

　報告書の構成は、第 1 章、2030 年のヴィジョン、第 2 章、影響ある社会の動態の分析、第 3 章、

ヴィジョン実現のための具体策の提言となっています。

　2030 年の東京は成熟した世界都市として「生活多様性社会」と性格付けました。世界都市とは

1989 年ニューヨーク行政研究所のデイヴィッド・マメン氏が総合研究開発機構 (NIRA) の委託で提

言した東京の将来ヴィジョンです。( 世界都市について後述の拙稿補遺のコメントをご覧下さい )

　報告書策定の過程で、将来の社会形成に影響を与える環境激変の要因として、高齢化と空家問題

を取り上げました。

　まず、高齢化は量と速度の点で激変します。10 万人単位で対応を検討しなければならないほどの

勢いです。その結果、介護、生活扶助を必要とする高齢者も激増します。持続可能な住宅・福祉政

策の構築が必要となります。「限界集落」は数年前まで地方の過疎の村の問題でした。今日、都内で

も限界集落が生まれつつあります。新宿区の都営戸山ハイツの高齢者率は 49.8％で、限界集落の一

つです。

　一方で、2030 年東京区部の元気な高齢者は 150 万人となり、現在の京都市の人口を上回ります。

社会、経済を支える大きな集団となります。

　次に、空家の問題です。2013 年住宅・土地統計調査の速報値によると東京区部の空家は 57.9 万戸、

2030 年には 95.3 万戸と推計されます。現在の新潟県の住宅総数 97.2 万戸に匹敵します。背景に

高齢化、少子化の動態があります。

　研究の焦点として都営住宅団地を取り上げてみました。区部の都営団地は 16.6 万戸、そのうち、

いわゆる新耐震基準以前に建設された都営住宅は 11.5 万戸あります。首都直下型地震に耐えられな

い建築です。建替えに莫大な予算が必要です。

　都営住宅の直接供給を止め、民間の空家を都営住宅として借上げ、家賃補助をする。老朽化した

団地は、解体し、跡地を活用し、緑地のネットワーク、高齢社会の新たなニーズに対応した施設建設、

立地の良い地域では民活で新たな社会ニーズの空間を供給する、密集地域の解消、東京都の費用負

担の削減など一石四鳥・五鳥といった戦略が考えられます。

　最後に、本研究に参加した 4 人の委員が補足のコメントを書いております。本報告書が 2030 年

のあるべき世界都市東京の都市像具体化の検討に寄与できれば幸いです。

「2030 年の東京　part3　成熟した世界都市の街づくり

～東京の資産を有効利用し、生活多様性社会を構築する～」より
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