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1.1. 人口
(1) 状況の変化
人口減少・高齢化の進行



日本の将来推計人口は、35 年後には１億人を下回ると予測されている。【□１】
日本の高齢化率は、令和 32（2050）年ごろまでは、急速に増加を続けることが予測されており、
中でも後期高齢者の数が大幅に増えると予測されている。
【□２】

 １：日本の将来推計人口（総人口）
平成 29 年４月に国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の将来推計人口（平成 29 年
推計）」によると、日本の総人口は令和 32（2050）年には 10,192 万人になり、令和 35（2053）年
には１億人を下回ると予測されている。
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※出生中位・死亡中位推計の結果を使用。
※実績値は各年 10 月 1 日現在。
出典：総務省統計局「国勢調査結果」及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）
」より作成

 ２：日本の将来推計人口（年齢４区分別人口、年齢３区分別人口割合）
平成 29 年４月に国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の将来推計人口（平成 29 年
推計）」によると、日本の高齢化率は令和 32（2050）年ごろまで急速に伸び続け、その後も緩や
かに増加を続けると予測されており、令和 32（2050）年時点で、生産年齢人口 1.37 人で１人の
高齢者を支える計算となる。団塊の世代が 75 歳に到達する令和７（2025）年が目前に迫ってお
り、高齢者の中でも、後期高齢者の数が大幅に増加することが予測されている。
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※出生中位・死亡中位推計の結果を使用。
※実績値は各年 10 月 1 日現在。
※人口割合は年齢の不詳を除いて算出している。
出典：総務省統計局「国勢調査結果」及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）
」より作成
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外国人人口の増加


日本の外国人人口は、昭和 60 年を境に急速に増加しており、平成 27 年時点での総人口に占める
割合は 1.38％となっている。【□１】

 １：日本の外国人人口と総人口に占める割合の推移
日本の外国人人口は、昭和 60 年を境に急速に増加しており、昭和 60 年から平成 27 年の 30 年
間で、約 2.4 倍になっている。
総人口に占める割合も増加を続け、平成 27 年で 1.38％となっている。
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※各年 10 月 1 日現在。
出典：総務省統計局「国勢調査結果」（各年）より作成

世帯単位・世帯構成の変化


日本の世帯単位は年々縮小傾向にあり、構成を見ると、一人暮らし世帯と夫婦のみの世帯の伸び
が大きい。【□１、□２】

 １：一般世帯数と一世帯当たり人員数の推移
日本の世帯単位は年々縮小傾向にあり、平成 27 年には、１世帯当たり人員数が 2.33 人／世帯
となっている。
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※各年 10 月 1 日現在。
出典：総務省統計局「国勢調査結果」（各年）より作成
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 ２：家族類型別世帯割合の推移
世帯構成を見ると、一人暮らし世帯と夫婦のみの世帯の割合が増加傾向にあり、平成 27 年に
は両世帯で世帯総数の半数以上を占めている。
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※各年 10 月 1 日現在。
※家族類型不詳の世帯を除いて算出している。
※平成 17 年以前は、新分類区分による遡及集計結果を使用。
※四捨五入の関係で内訳の合計が 100％にならない場合がある。
出典：総務省統計局「国勢調査結果」（各年）より作成
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出生数の減少と非婚化・晩婚化の進行


非婚化が急速に進むとともに、晩婚化・晩産化や夫婦がもつ平均の子どもの数の減少も続いてお
り、出生数の減少には歯止めがかかっていない状況である。【□１、□２、□３】

 １：出生数及び合計特殊出生率の推移
出生数は、第２次ベビーブーム以降減少傾向にあり、平成 28 年は約 98 万人と、明治 32 年の
統計開始以来、初めて 100 万人を割り込んだ。
一方、合計特殊出生率も、出生数と同様、第２次ベビーブーム以降減少傾向にあったが、近年
緩やかな上昇傾向が続いていた。平成 28 年は 1.44 と前年の 1.45 を下回った。

出典：厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当）「平成 30 年

我が国の人口動態（平成 28 年までの動向）
」

 ２：50 歳時の未婚割合の推移と将来推計（非婚化の進行）
50 歳時の未婚割合を見ると、近年、男性女性ともに割合が増加傾向にあり、平成 27（2015）年
では、50 歳男性の約１／４が未婚となっている。内閣府の作成した推計によると、今後も 50 歳
時の未婚割合は緩やかにではあるが、増加すると予測されている。

※1970 年から 2015 年までは各年の国勢調査に基づく実績値（国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」
）、2020（令
和２）年以降は内閣府が作成した推計値（
「日本の世帯数の将来推計（全国推計 2018 年推計）
」、2015 年の国勢調査を基に推
計）
。
※50 歳時の未婚割合：45～49 歳の未婚率と 50～54 歳の未婚率の平均として算出されている。
出典：内閣府「平成 30 年版
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少子化社会対策白書」

 ３：平均初婚年齢と母の平均出生時年齢の推移（晩婚化・晩産化の進行）
男性女性ともに平均初婚年齢は、平成 17（2005）年まで急激に上昇した後、緩やかに上昇を続
けており、平成 28（2016）年には、男性 31.1 歳、女性 29.4 歳と 30 歳前後となっている。
母の平均出生時年齢も同様に上昇を続けており、平成 28（2016）年には、第１子出生時は 30.7
歳となっている。

※厚生労働省「人口動態統計」をもとに内閣府作成。
出典：内閣府「平成 30 年版

少子化社会対策白書」

 ４：完結出生児数（夫婦がもつ平均の子どもの数）の推移
夫婦の完結出生児数は、戦後大きく低下し、昭和 47（1972）年で 2.20 人となった後は、平成
14（2002）年の 2.23 人まで 30 年間にわたって安定的に推移していたが、その後再び低下し、平
成 22（2010）年以降は、２を下回っている。

※国立社会保障・人口問題研究所「第 15 回出生動向基本調査（夫婦調査）」
（2015 年）をもとに内閣府作成。
※完結出生児数：結婚持続期間（結婚からの経過期間）15～19 年夫婦（初婚どうし）の平均出生子ども数。
※横軸の年は、調査を実施した年。
出典：内閣府「平成 30 年版
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少子化社会対策白書」

平均寿命・健康寿命の上昇
 平均寿命・健康寿命ともに上昇を続けている。
【□１】

 １：平均寿命・健康寿命の推移
日本の平均寿命・健康寿命は男女ともに緩やかに上昇を続けている。しかし、平成 28 年時点
で、平均寿命と健康寿命の差は縮まっておらず、男性で 8.84 歳、女性で 12.35 歳となっている。

出典：第 11 回健康日本 21（第二次）推進専門委員会「資料 1－1
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参考」
（平成 30 年３月９日）

人口の東京一極集中



近年は、名古屋圏や大阪圏でも転出超過の状況となっており、人口が東京圏へ一極集中する状態
となっている。【□１】
一方、東京都内の人口増加率を見ると、東京都心部ほど増加率が高い傾向にあり、多摩地域では
人口減少の局面へ入る自治体も見られる。【□２】

 １：３大都市圏の転入超過数の推移（日本人移動者）
総務省統計局の「『住民基本台帳人口移動報告 平成 29 年（2017 年）結果』結果の要約」によ
ると、３大都市圏の転入超過数を見ると、東京圏は 22 年連続で転入超過の状態が続いており、平
成 29（2017）年は約 12 万人の転入超過となっている。
一方、名古屋圏や大阪圏では、５年連続転出超過となっており、東京一極集中の状況が続いて
いる。

 ２：東京都内の人口増加率の比較
東京都内の平成 25 年から平成 30 年にかけての人口増加率を見ると、東京都心部ほど増加率が
高い傾向にあり、多摩地域では、東京都心（千代田区：ＪＲ東京駅）から 40 ㎞圏外の市町村を中
心に、人口減少の市町が見られる。

※平成 25 年 1 月 1 日現在の人口と平成 30 年 1 月 1 日現在の人口から算出している。
出典：東京都総務局「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」及び国土交通省国土政策局
「国土数値情報（行政区域データ）
」より作成
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(2) 政策・法制度等の方向性
少子高齢化の克服・東京一極集中の是正・高齢者雇用の促進




国では、少子高齢化の克服のため、働き方改革や子育て・介護・教育環境の整備などを中心に、
一億総活躍社会の実現に向けた取組が進められている。【□１】
国では、人口減少の克服・東京一極集中是正のため、地方創生に意欲的に取り組む自治体への情
報・人材・財政の面からの支援が行われている。【□２】
国では、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できるような活躍の場の整備に向けて、
70 歳までの就業機会確保についての検討が進められている。【□３】

 １：
「ニッポン一億総活躍プラン」
国は、日本の経済成長の隘路の根本にある少子高齢化という構造的な問題の克服に向けて、
「ニ
ッポン一億総活躍プラン」を平成 28 年６月閣議決定した。
同プランでは、「戦後最大の名目 GDP600 兆円」、「希望出生率 1.8」、「介護離職ゼロ」という目
標を掲げ、これらを達成するための政策として、
「希望を生み出す強い経済」、
「夢をつむぐ子育て
支援」、「安心につながる社会保障」の「新・三本の矢」を打ち出している。
 ２：「まち・ひと・しごと創生『長期ビジョン』
『総合戦略』
」
国は、人口減少の克服・東京一極集中の是正のため、
「2060 年に１億人程度の人口を確保する」
ことを掲げた、まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」
「総合戦略」を平成 26 年 12 月閣議決定
した。
（「総合戦略」は毎年改訂）なお、
「総合戦略」では、
「地方創生版・三本の矢」を位置づけ、
「自助の精神」をもって意欲的に取り組む自治体を積極的に支援している。
あわせて、国は全国の地方公共団体に対して、人口の現状を分析し、人口に関する課題の抽出
と将来展望を示す「地方人口ビジョン」と、まち・ひと・しごとの創生に関する今後の目標や施
策の方向を示す「地方版総合戦略」の策定を要請し、全国でまち・ひと・しごと創生の取組が進
められている。
 ３：高齢者雇用促進の検討（「未来投資会議」
）
第４次産業革命をはじめとする将来の成長に資する分野における投資を官民連携して進め、
「未来への投資」の拡大に向けた成長戦略と構造改革の加速化を図るために設置された「未来投
資会議」において、70 歳までの就業機会確保についての検討が進められている。
同会議が平成 30 年 11 月にまとめた「経済政策の方向性に関する中間整理」では、働く意欲が
ある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高齢者の活躍の場を整備することが必要である
とし、「65 歳以上への継続雇用年齢の引上げ」に向けた検討を来夏に向けて継続する方針が記載
されている。
＜「経済政策の方向性に関する中間整理」における「65 歳以上への継続雇用年齢の引上げ」に関する記載（抜粋）＞
・人生100 年時代を迎え、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高齢者の活躍の場を整備することが必要
働く意欲ある
である。
・高齢者の雇用・就業機会を確保していくには、希望する高齢者について70 歳までの就業機会の確保を図りつつ、65 歳までと異
高齢者
なり、それぞれの高齢者の希望・特性に応じた活躍のため、とりうる選択肢を広げる必要がある。このため、多様な選択肢を
への対応
許容し、選択ができるような仕組みを検討する。
・70 歳までの就業機会の確保を円滑に進めるには、法制度の整備についても、ステップ・バイ・ステップとし、まずは、一定の
法制化の
ルールの下で各社の自由度がある法制を検討する。
・その上で、各社に対して、個々の従業員の特性等に応じて、多様な選択肢のいずれかを求める方向で検討する。
方向性
・その際、65 歳までの現行法制度は、混乱が生じないよう、改正を検討しないこととする。
・70 歳までの就業機会の確保にかかわらず、年金支給開始年齢の引上げは行うべきでない。他方、人生100 年時代に向かう中
年金制度
で、年金受給開始の時期を自分で選択できる範囲は拡大を検討する。
との関係
・来夏に決定予定の実行計画において具体的制度化の方針を決定した上で、労働政策審議会の審議を経て、早急に法律案を提出
今後の進め方
する方向で検討する。
・地方自治体を中心とした就労促進の取組やシルバー人材センターの機能強化、求人先とのマッチング機能の強化、キャリア形
環境整備
成支援・リカレント教育の推進、高齢者の安全・健康の確保など、高齢者が活躍の場を見出せ、働きやすい環境を整備する。
出典：未来投資会議（内閣官房日本経済再生本部）
「経済政策の方向性に関する中間整理」
（平成 30 年 11 月）をもとに整理
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1.2. 都市構造
(1) 状況の変化
人口密度の低下


全国的に人口密度が低下している。今後の人口減少で一層の活力の衰退が懸念される。【□１】

 １：都道府県別人口、人口増減、人口密度の推移
都道府県別人口の平成 22～27 年における増減を見ると、39 道府県で減少しており、全国的に
人口密度が低下している。(下表は全国・東京都と人口増減率の最大の沖縄県・最小の秋田県より
作成)
今後の人口減少を踏まえると、既成市街地の空洞化等活力の衰退等が懸念される状況となって
いる。
人口(千人)
人口増減
面積
人口密度
（k ㎡）
（人/k ㎡）
平成 22 年
平成 27 年
実数(千人)
率（％）
全国
128,057
127,095
-963
-0.8
377,971
340.8
沖縄県
1,393
1,434
41
2.9
2,281
628.4
東京都
13,159
13,515
356
2.7
2,191
6,168.7
秋田県
1,086
1,023
-63
-5.8
11,638
87.9
※人口密度は北方地域にある歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島並びに島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島の面積を除いて
算出した。
出典：総務省統計局「平成 27 年国勢調査

人口等基本集計結果

結果の概要」より作成

自然的土地利用の減少と空き家・空き地の発生


日本の空き家数は増加傾向にあり、今後 20 年間で倍以上に増加するとの予測もある。【□１、□２】

 １：空き家数・空き家率の推移
日本の空き家数は昭和 58（1983）年からの 20 年間で倍増しており、平成 25（2013）年におけ
る空き家数は 820 万戸となっている。さらに、民間推計によると、令和 15（2033）年時点におい
て 2,166 万戸にまで増加すると見込まれている。

出典：国土交通省「平成 29 年度
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国土交通白書」

(2) 政策・法制度等の方向性
立地適正化にむけた取組（コンパクト＋ネットワーク）


国では、まちの集約化を実現するため、生活拠点などへの居住に関連する施設の誘導、地域公共
交通ネットワークの再編を推進する制度が整備されている。【□１】

 １：
「立地適正化計画制度」
・「地域公共交通網形成計画制度」
国は、
「都市再生特別措置法」を改正（平成 26 年８月施行）し、生活拠点などに、福祉・医療
等の施設や住宅を誘導し、集約する立地適正化計画制度を創設するとともに、「地域公共交通活
性化再生法」を改正（平成 26 年 11 月施行）し、地方自治体が中心となりまちづくりと連携して
面的な公共交通ネットワークを再構築するための地域公共交通網形成計画制度を創設した。
これらの制度は、都市全体の構造を見渡しながら、住宅及び医療・福祉・商業その他の居住に
関連する施設の誘導と、それと連携した地域公共交通ネットワークの再編を行うことにより、コ
ンパクト＋ネットワークの実現を目指したものである。
都市のスポンジ化への対応


国では、都市のスポンジ化の進行に対して、行政が能動的に権利関係の整序を行う制度や、地域
コミュニティ等による空き地・空き家等の活用による公共的空間の創出を図る制度を整備してい
る。【□１】

 １：都市のスポンジ化対策の推進
地方都市をはじめとした多くの都市において、空き地・空き家等の低未利用地が時間的・空間
的にランダムに発生する「都市のスポンジ化」が進行しており、生活利便性の低下、治安・景観
の悪化、地域の魅力が失われる等の支障が生じている。
そのため、国は、「都市再生特別措置法」を改正（平成 30 年７月施行）し、低未利用土地権利
設定等促進計画・立地誘導促進施設協定の活用により、空き地・空き家等の利用を促進している。
グリーンインフラとしての都市農地の振興



都市農地は宅地化すべきものから、都市にあるべきものとして位置づけが転換された。【□１】
住宅と農地の調和した地域の実現のため、国は、用途地域に新たに「田園住居地域」を創設する
とともに、生産緑地地区における規制を緩和し、農産物等加工施設、農産物等直売所、農家レス
トランなどを設置可能とした。【□２】

 １：
「都市農業振興基本法」・「都市農業振興基本計画」
国は、都市農業の安定的な継続を図り、都市農業の有する機能の発揮を通じて良好な都市環境
の形成に資することを目的として、都市農業振興基本法を平成 27 年４月制定した。
また、国は、同法律に基づき、都市農業振興基本計画を平成 28 年５月閣議決定し、都市農地の
位置づけを、
「宅地化すべきもの」から、都市に「あるべきもの」へと大きく転換した。
＜「都市農業振興基本法」制定の背景＞

制定の背景

○食の安全への意識の高まり
・地元産の「顔の見える」新鮮な農産物への評価
・自ら作物を作りたいというニーズ
○都市住民のライフスタイルの変化や農業へ関心を持つリタイア層の増加
○学校教育や農業体験を通じた農業に対する理解と地域コミュニティ意識の高まり
○人口減少に伴う宅地需要の沈静化等による農地転用の必要性の低下
○東日本大震災を契機とした防災意識の向上による避難場所等としての農地の役割への期待
○都市環境の改善や緑のやすらぎ、景観形成に果たす役割への期待
出典：国土交通省「生産緑地法等の改正について」をもとに整理
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 ２：都市計画法における田園住居地域の創設、生産緑地地区における規制の見直し等
国は、都市計画法・建築基準法を改正（平成 30 年４月施行）し、住宅と農地が混在し、両者が
調和して良好な居住環境と営農環境を形成している市街地の実現を図るため、住居系用途地域の
一類型として新たに田園住居地域を創設した。
また、国は、生産緑地法を改正（平成 30 年４月施行）し、生産緑地地区の一律 500 ㎡の面積要
件を市区町村が条例で引下げ可能とした(300 ㎡を下限)ほか、設置可能な建築物として、農産物
等加工施設、農産物等直売所、農家レストランを追加した。
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1.3. 公共資産
(1) 状況の変化
公共施設等の老朽化


高度成長期に整備したインフラや公共施設が、今後一斉に老朽化することが見込まれている。
【□
１、□２】

 １：建設後 50 年以上経過する社会資本の割合
「平成 29 年度国土交通白書」によると、我が国における道路橋やトンネル、河川、下水道、港
湾等のインフラについて建設後 50 年以上経過する施設の割合は、平成 30（2018）年ではそれぞ
れ約４～32％であったものが、令和 15（2033）年には約 21～63％となるなど、老朽化する施設の
割合が高くなることが見込まれている。
「平成 29 年度国土交通白書」では、
「一斉に老朽化するインフラを計画的に維持管理・更新す
ることにより、国民の安全・安心の確保や維持管理・更新に係るトータルコストの縮減・平準化
等を図る必要がある」としている。

出典：国土交通省「平成 29 年度

国土交通白書」

 ２：市町村保有の主な公共施設の延べ床面積の推移
全国の市町村における、市町村保有の主な公共施設の延べ床面積は昭和 48（1973）年から昭和
52（1977）年の伸びが顕著となっている。

出典：総務省

公共施設等総合管理計画の更なる推進に向けた説明会「公共施設等総合管理計画の更なる推進に向けて」
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(2) 政策・法制度等の方向性
公共施設等の総合的適正管理の推進


国は、地方公共団体での公共施設等の総合的管理をさらに進めるため、総合管理計画の推進体制
等の構築や総合管理計画の充実を求めるとともに、財源面でも地方公共団体の取組を支援してい
る。【□１】

 １：
「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」
総務省は、平成 26 年４月に「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」を示し、平成
29 年９月末時点で 99.4％の地方自治体が公共施設等総合管理計画を策定済みとなっている。
このことを受け、総務省では、
「今後は、公共施設等総合管理計画等に基づき、個別施設毎の長
寿命化計画（個別施設計画）を策定するととともに、公共施設等の総合的適正管理の取組を進め
ていくことが重要」とし、平成 30 年２月に同指針を改訂し、地方公共団体における総合管理計画
の推進体制等の構築や総合管理計画の充実を求めている。
PPP／PFI 事業の推進


国は、今後 10 年間で 21 兆円の事業規模目標を掲げ、公的負担の抑制に資する PPP／PFI 事業を
推進しており、公共施設等の管理者等及び民間事業者に対する支援機能の強化やコンセッション
事業促進、公的不動産活用促進のための取組を進めている。【□１、□２、□３】

 １：
「PPP／PFI 推進アクションプラン」
日本では、今後、多くの公共施設等が老朽化による更新時期を迎える中、国は、
「公的負担の抑
制に資する PPP/PFI が有効な事業はどの地方公共団体等でも十分に起こりうるものであり、良好
な公共サービスの実現・新たなビジネス機会の創出も期待できる」として、国及び地方が一体と
なって PPP／PFI 事業を推進するため、平成 30 年６月に PPP／PFI 推進アクションプランを改定
し、10 年間（平成 25 年度～令和４年度）で 21 兆円の事業規模目標を掲げた。
＜「PPP／PFI 推進アクションプラン」改定のポイント＞
改定の
ポイント

・改正 PFI 法で創設のワンストップ窓口制度、助言制度等の円滑な運用により、国の支援機能の強化を図る
・実施主体の経験や地域の実情に応じた支援・負担軽減策の検討等を通じ、実施主体の裾野拡大を図る
・空港をはじめとするコンセッション事業等の重点分野に公営水力発電・工業用水道を追加する
出典：内閣府「『PPP／PFI 推進アクションプラン（平成 30 年改定版）
』概要」をもとに整理

 ２：コンセッション事業の促進
国は、PFI 法を改正（平成 30 年 10 月施行※）し、公共施設等運営事業（コンセッション事業）
を円滑かつ効率的に遂行するため、「公共施設等運営権者が公の施設の指定管理者を兼ねる場合
における地方自治法の特例」と、「水道事業等に係る旧資金運用部資金等の繰上償還に係る補償
金の免除」を定めた。
※繰上償還に係る補償金の免除に関する規定は、平成 30 年８月施行。

 ３：PRE（公的不動産）の活用
国は、人口減少や高齢者の急増などが懸念される中、持続可能な都市を形成するためには、我
が国全体の約１／４と大きな割合を占める公的不動産を有効活用することが重要であるとの観
点から、地方公共団体における公的不動産のまちづくりへの有効活用方策を、「まちづくりのた
めの公的不動産（ＰＲＥ）活用ガイドライン」として取りまとめた。
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1.4. 経済
(1) 状況の変化
緩やかに回復傾向にある景気


国では、日本経済は緩やかに回復しており、民間消費も持ち直していると分析されている。
【□１、
□２】

 １：日本の GDP の推移
内閣府「平成 30 年度年次経済財政報告」では、
「我が国経済は緩やかに回復しており、2017 年
度は実質 GDP 成長率が 1.6％増と 2013 年度以来の高い伸びとなるなど、内外需がともに回復する
バランスのとれた成長を続けている」とされている。また、同報告では、
「今回の景気回復は戦後
２番目の長さとなった可能性が高い」としている。

出典：国土交通省「平成 29 年度

国土交通白書」

労働者の不足


生産年齢人口は減少を続ける中、就業者数は大幅に増加している。【□１】

 １：生産年齢人口と就業者数の推移
少子高齢化によって、日本では生産年齢人口が長期にわたり減少を続けており、こうした中で、
就業者数も減少傾向にあった。しかし、平成 24（2012）年を境に、就業者数は大幅な増加に転じ
ており、平成 24（2012）年には 6,271 万人だった就業者数は平成 29（2017）年には 6,522 万人と
251 万人も増加している。

※総務省「労働力調査」により内閣府作成。
※日本に居住している外国人を含む全人口が対象。ただし，外国政府の外交使節団，領事機関の構成員（随員を含む。
）及び
その家族，外国軍隊の軍人・軍属（その家族を含む。）は除外。
出典：内閣府「平成30年度 年次経済財政報告」
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外国人労働者の増加


日本における外国人労働者数は平成 30 年 10 月現在 146 万人となり、前年から 14.2％増の高い伸
びとなっている。【□１】

 １：外国人労働者数の推移
日本における、外国人労働者数は平成 30（2018）年 10 月末現在 1,460,463 人となっている。
これは平成 29（2017）年 10 月末現在の 1,278,670 人に対し、181,793 人(14.2％)の増加となり、
平成 19（2007）年に届出が義務化されて以来、過去最高の数値を更新した。

出典：厚生労働省「
『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」

電子商取引（EC）市場の拡大
 日本の平成 29（2017）における電子商取引(EC)市場の規模は 16.5 兆円となっており、近年急
速な拡大を続けている。
【□１】

 １：電子商取引市場規模の推移
日本の平成 29（2017）における電子商取引(EC)市場規模は 16.5 兆円となっており、2010～17
年の年平均成長率は約 11％となるなど、10％を超える急成長を見せている。

※経済産業省「平成 29 年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査」により内閣府
作成。
※企業と消費者間（B to C）での電子商取引金額の市場規模。
出典：内閣府「平成 30 年度
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年次経済財政報告」

(2) 政策・法制度等の方向性
労働環境の改善に向けた取組


国は、多様な働き方を選択できる社会の実現に向け、長時間労働の是正や公正な待遇の確保のた
めの措置を定めた法律を制定した。
【□１】

 １：
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」
国は、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するため、長時
間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のため
の措置を定めた「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」を制定（平成 30 年
７月６日公布、平成 31 年４月以降順次施行）した。
専門的・技術的分野における外国人材の受入れ推進


国では、中小・小規模事業者を中心とした人手不足の深刻化を踏まえ、一定の専門性・技能を有
する外国人材を受け入れるための制度改正を進めている。
【□１】

 １：在留資格「特定技能」の創設
国は、中小・小規模事業者を中心とした人手不足の深刻化等を踏まえ、内閣官房や法務省を中
心に「専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォース」を立ち上げ、新
たな在留資格制度について検討を開始した。
同タスクフォースが取りまとめた案をもとに「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）
2018」
（平成 30 年６月閣議決定）に新たな外国人材の受入れに関する事項が明記され、在留資格
「特定技能１号」
「特定技能２号」の創設等を内容とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省
設置法の一部を改正する法律」が成立（平成 30 年 12 月公布）した。
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1.5. 行政経営
(1) 状況の変化
市町村の財政状況


東京都の市町村の普通会計の歳出内訳をおいては、構成比をみると扶助費の伸びが続いている。
【□１】

 １：東京都の地方自治体の普通会計における実質収支の推移
東京都の市町村の普通会計における歳出は年々増加を続けている。また、歳出の（性質別）構
成比の推移を見ると、扶助費の割合が平成 25 年の 27.6%から平成 29 年では 30.0%となっており、
５年間で 2.4 ポイントの増加となっている。一方、人件費の割合は平成 25 年の 15.6%から平成 29
年では 14.0%となっており、５年間で 1.6 ポイントの減少となっている。

出典：東京都「平成 29 年度東京都市町村普通会計決算の概要」

(2) 政策・法制度等の方向性
財政の健全化の推進


国は、
「社会保障と税の一体改革」として、消費税率の引上げ等を進め、安定的な社会保障制度の
実現を目指している。【□１】

 １：
「社会保障と税の一体改革」
国は、安定的な社会保障制度の実現と財政の健全化を同時に達成することが必要とし、
「消費税
収（国・地方、現行分の地方消費税を除く。）については、その使途を明確にし、官の肥大化には
使わず全て国民に還元し、社会保障財源化する」と明記した「社会保障と税の一体改革大綱」を
平成 24 年２月閣議決定した。
これを受けて、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税
法の一部を改正する等の法律」が平成 24 年８月に公布された。同法は、平成 26 年４月と平成 27
年 10 月の２回にわたる消費税率の引上げ等を内容としている。平成 26 年の消費税率８％への引
上げ後は景気を冷やす恐れ等から再増税の延期が続いていたが、10％への引上げ時期は令和元年
10 月１日に決定した。
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1.6. 地域経営
(1) 状況の変化
コミュニティの変化


内閣府「社会意識に関する世論調査」によると、地域での付き合いが緩やかに希薄化している。
【□１】



LINE などのソーシャルメディアが人々のコミュニケーション手段として浸透している。【□２】

 １：地域づきあいの頻度の推移
内閣府「社会意識に関する世論調査」
（平成 30 年調査時点）によると、
「現在の地域での付き合
いの程度」について「付き合っている」人は 67.7％となっており、近年緩やかに減少している。
一方「付き合っていない」人は 32.1％と緩やかに増加している。

※「付き合っている」：
「よく付き合っている」
「ある程度付き合っている」の合計。
※「付き合っていない」
：「あまり付き合っていない」「全く付き合っていない」の合計。
出典：内閣府「『社会意識に関する世論調査』の概要」（平成 30 年４月）
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 ２：主なソーシャルメディア系サービス／アプリ等の利用率の推移
主なソーシャルメディア系サービス／アプリ等の利用率の推移をみると、LINE の利用率が最も
高く、平成 29 年には 75.8％（前回調査 67.0％）となっており、４人に３人が利用するメディア
となっている。
また、Facebook、Twitter、Instagram も４人に１人が利用しており、ソーシャルメディアがコ
ミュニケーション手段として浸透しつつある。

出典：総務省「『平成29年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書』概要」

多様性を受け入れる社会の動き


国では、多様な人材の能力を最大限発揮するダイバーシティ経営の普及・拡大を進めている。【□
１】

 １：ダイバーシティ経営の動き
国は、経済のグローバル化や少子高齢化が進む中で、我が国の企業競争力の強化を図るために
は、女性、外国人、高齢者、チャレンジド（障がい者）を含め、多様な人材の能力を最大限に発
揮し、価値創造に参画していくダイバーシティ経営の推進が必要かつ有効な戦略であるとしてい
る。
そうした考えのもと、経済産業省では、平成 24 年度より、ダイバーシティ経営に取り組む企業
のすそ野拡大を目的に、多様な人材の能力を活かし、価値創造につなげている企業を表彰する「ダ
イバーシティ経営企業 100 選」（経済産業大臣表彰）を実施している。
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(2) 政策・法制度等の方向性
持続可能な開発目標（SDGs）への取組


国連で採択された持続可能な開発目標（SDGs）を受け、国は自治体への普及に向けた取組を進め
ている。【□１】

 １：持続可能な開発目標（SDGs）
持続可能な開発目標（SDGs）とは、平成 27 年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開
発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2016 年から 2030 年までの国際目標であり、持続
可能な世界を実現するための 17 のゴール・169 のターゲットから構成されている。
これを受け、国では、平成 28 年５月に、内閣総理大臣を本部長とする「持続可能な開発目標
（SDGs）推進本部」を設置し、同年 12 月に、
「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」を決定す
るとともに、SDGs 未来都市を選定し、自治体レベルでの SDGs の普及・推進を図っている。

出典：国際連合広報センター

地域共生社会の実現に向けた取組


国では、「地域共生社会」の実現に向け、法改正や指針の策定等が進められている。【□１】

 １：
「『地域共生社会』の実現に向けて（当面の改革工程）
」
厚生労働省は、平成 29 年２月「『地域共生社会』の実現に向けて（当面の改革工程）」を取りま
とめた。
同工程では、
「１．地域課題の解決力の強化」
「２．地域丸ごとのつながりの強化」
「３．地域を
基盤とする包括的支援の強化」
「４．専門人材の機能強化・最大活用」の４つの柱を改革の骨格と
定め、これらに一体的に取り組むことで、「地域共生社会」の実現を目指している。
官民連携の推進


国は、地方公共団体が官民連携事業を推進できるよう、地域プラットフォームの形成や手引きの
作成等により支援している。【□１、□２】

 １：官民連携事業の推進のための地域プラットフォーム
国では、「日本再興戦略 2016」（平成 28 年６月２日閣議決定）等における官民連携事業の導入
を一層促進すべきとの指摘を踏まえ、また、地域活性化や地域経済の発展にも寄与する官民連携
事業の案件形成を支援するため、官民連携事業の推進のための『地域プラットフォーム』の形成
を進めている。
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 ２：「官民連携まちづくりの進め方 ～都市再生特別措置法等に基づく制度の活用手引き～」
国は、官民が連携したまちづくりを一層推進するため、
「官民連携まちづくりの進め方 ～都市
再生特別措置法等に基づく制度の活用手引き～」を平成 29 年全面改定し、都市再生特別措置法
の改正による新規制度の追加や、運用実績・運用事例を盛り込むなど内容の充実を図った。その
後も、随時更新を行い、実務担当者がまちづくりの現場でより実践的に使えるようにしている。
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1.7. 環境
(1) 状況の変化
気候変動


地球温暖化が進み、日本においても気温の上昇が見られ、21 世紀末にはさらに上昇すると予測さ
れている。【□１】

 １：世界と日本の平均気温の変化
環境省「平成 30 年版環境・循環型社会・生物多様性白書」では、
「気候変動に関する政府間パ
ネル（IPCC）の第５次評価報告書によると、気候システムの温暖化には疑う余地がなく、1950 年
代以降、観測された変化の多くは数十年から数千年間にわたり前例がないものであるとされてい
る」としている。
さらに、
「1986〜2005 年の平均と比較すると、陸域と海上を合わせた世界平均地上気温は、1880
年〜2012 年の間に 0.85℃上昇しており、最近 30 年における 10 年ごとの平均気温は、いずれも
1850 年以降のどの 10 年間よりも平均気温が高くなっている」としている。
日本における年平均気温も、長期的には 100 年あたり約 1.19℃の割合で上昇しており、特に
1990 年代以降に高温となる年が頻出している。
また、気象庁が発表している「地球温暖化予測情報 第９巻」によると、21 世紀末（将来気候、
2076～2095 年）には、20 世紀末（現在気候、1980～1999 年）と比較し、日本の年平均気温は、
全国平均で 4.5℃上昇するなど、全国的に有意に上昇すると予測されている。
＜世界の平均地上気温偏差＞
＜日本の年平均気温偏差＞

出典：左図：環境省「平成 30 年版

環境・循環型社会・生物多様性白書」
、右図：気象庁 HP「気温・降水量の長期変化傾向」
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自然災害



全国の１時間降水量 50 ㎜以上の年間発生回数は増加傾向にあり、21 世紀末にはさらに増加する
と予測されている。【□１】
首都直下地震、南海トラフ巨大地震などの巨大地震の発生が予測されており、それに伴い、建物
や人への甚大な被害が予測されている。【□２、□３】

 １：短時間強雨の増加
気象庁 HP によると、「１時間降水量 50mm 以上では、都市部では地下室や地下街に雨水が流れ
込む場合がある、マンホールから水が噴出する、土石流が起こりやすいなど、多くの災害が発生
する」とされている。
全国の１時間降水量 50mm 以上の年間発生回数の経年変化を見ると、最近 10 年間（平成 20（2008）
～平成 29（2017）年）の平均年間発生回数は約 238 回であり、統計期間の最初の 10 年間（昭和
51（1976）～昭和 60（1985）年の約 174 回と比べて約 1.4 倍に増加している。
また、気象庁が発表している「地球温暖化予測情報 第９巻」によると、21 世紀末（将来気候、
2076～2095 年）には、20 世紀末（現在気候、1980～1999 年）と比較し、日本の日降水量 200mm 以
上となるような大雨や、滝のように降る雨（１時間降水量 50mm 以上の短時間強雨）の年間発生回
数は全国的に有意に増加すると予測されている。
＜全国（アメダス）の１時間降水量 50mm 以上の年間発生回数＞

※棒グラフは各年の年間発生回数を示す（全国のアメダスによる観測地を 1,000 地点あたりに換算した値）。直線は長期変化
傾向（この期間の平均的な変化傾向）を示す。
出典：気象庁 HP「大雨や猛暑日など（極端現象）のこれまでの変化」
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 ２：首都直下地震の震度分布予測
中央防災会議の下に設置された「首都直下地震対策検討ワーキンググループ」では、平成 25 年
12 月「首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）」として、首都直下地震の被害想定
と対策の方向性を取りまとめた。
同報告では、30 年間で 70％の確率で発生すると推定されているマグニチュード７クラスの首
都直下地震のうち、首都中枢機能への影響や被災量が概ね最も大きくなる都心南部直下の地震の
被害想定を示しており、地震の揺れによる被害として、揺れによる全壊家屋は約 175,000 棟、建
物倒壊による死者は最大約 11,000 人、揺れによる建物被害に伴う要救助者は最大約 72,000 人と
予測されている。
＜都心南部直下地震（プレート内）の震度分布＞

震度５弱

震度７

出典：首都直下地震対策検討ワーキンググループ「首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）
【別添資料４】
」

 ３：南海東南海地震の震度分布予測
中央防災会議の下に設置された「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」では、平
成 24 年８月「南海トラフ巨大地震の被害想定について（第一次報告）
」として、南海トラフ巨大
地震の建物被害・人的被害想定等を取りまとめた。その後、平成 25 年３月には、被害想定の第二
次報告として、施設等の被害及び経済的な被害が取りまとめられた。
また、
「南海トラフの巨大地震モデル検討会」が平成 24 年８月に取りまとめた「強震断層モデ
ル編－強震断層モデルと震度分布について－」において示されている「震度の最大値の分布図」
を見ると、神奈川県の西部から宮崎県にかけての広い範囲で最大震度が震度６弱以上となってい
る。
＜震度の最大値の分布図＞

震度５弱

震度７

震度５弱
出典：南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告）
「強震断層モデル編－強震断層モデルと震度分布について－」
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1.8. 技術革新
(1) 状況の変化
IoT、AI（人口知能）等技術の進展


スマートフォンが個人の生活に浸透するなど、IoT 技術が身近なものとなるとともに、IoT や AI
（人工知能）
、深層学習技術など、様々な技術開発が急速に進んでおり、様々な分野において技術
を活用した新たなサービスが生み出される可能性が示されている。【□１、□２、□３】

 １：スマートフォンの個人保有率の推移
日本におけるスマートフォンの個人保有率は、平成 28（2016）年には 56.8％となっており、近
年急速に普及が進んでいる。
年齢別に見ると 10～40 代でおよそ８割～９割の保有率となっている。

出典：総務省「平成 29 年版

情報通信白書」

 ２：深層学習技術の発展と社会への影響
経済産業省「新産業構造ビジョン」
（平成 29 年５月策定）によると、2020 年頃に自動運転など、
ロボット・機械に熟練した動きができる時代が到来し、2025 年頃に言語の意味理解が進み、翻訳
などが可能になり、2030 年頃に教育や秘書、ホワイトカラー支援などができるとの予測がある。

出典：経済産業省「新産業構造ビジョン」
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次世代モビリティ


国は、自動運転技術の開発により、無人自動運転移動サービスや高速道路での完全自動運転など
の実用化のロードマップを示している。【□１】

 １：自動運転技術の開発状況と見通し
国は、
「官民ＩＴＳ構想・ロードマップ 2018」において、高度自動運転システムの社会実装（自
家用車、物流サービス、移動サービス）、イノベーション推進に向けた取組に関し、官民それぞれ
が取り組むべき課題とスケジュールを示している。
2020 年を目途に自家用車の自動パイロットの市場化や、2025 年を目途に物流サービスにおけ
る高速道路での後続車無人隊列走行システムの商業化等のロードマップを示している。

出典：官民データ活用推進戦略会議（内閣官房高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部）「官民ＩＴＳ構想・ロードマップ2018」

次世代ヘルスケア


国は、ロボット技術を活用して高齢者の自立支援を実現するよう開発支援等を進めている。
【□１】

 １：
「ロボット技術の介護利用における重点分野」
国は、ロボット技術の活用により高齢者等の自立支援を実現するため、平成 29 年 10 月に「ロ
ボット技術の介護利用における重点分野」
（平成 24 年 11 月策定、平成 26 年 2 月改訂）を改訂し、
開発支援を進めている。
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(2) 政策・法制度等の方向性
国が推進する技術革新戦略


国は、「Society 5.0」の実現に向け、今後取り組む重点分野やフラッグシップ・プロジェクトを
掲げている。
【□１】

 １：
「未来投資戦略 2018」
国は、「未来投資戦略 2018」を平成 30 年６月閣議決定し、その中で「Society 5.0」の実現に
向けて今後取り組む重点分野と、変革の牽引力となる「フラッグシップ・プロジェクト」を掲げ
ている。
＜「未来投資戦略 2018」における「重点分野とフラッグシップ・プロジェクト」の概要＞
次世代モビリティ・システム
の構築
次世代ヘルスケア・システム
の構築
エネルギー転換・脱炭素化
に向けたイノベーション
FinTech／キャッシュレス化
デジタルガバメントの推進
次世代ｲﾝﾌﾗ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ・ｼｽﾃﾑ／
PPP・PFI 手法の導入加速
農林水産業のスマート化
まちづくりと公共交通・ICT
活用等の連携によるｽﾏｰﾄｼﾃｨ
中小・小規模事業者の生産性革命
の更なる強化

◇無人自動運転による移動サービスの実現（2020 年）
◇「自動運転に係る制度整備大綱」に基づく必要な法制度整備の早急な実施
◇まちづくりと公共交通の連携、新たなモビリティサービスのモデル都市・地域構築
◇個人の健診・診療・投薬情報を、医療機関等の間で共有するネットワーク構築に係
る工程表策定
◇「認知症の人にやさしい」新製品・サービスを生み出す実証フィールドの整備
◇服薬指導を含めた「オンラインでの医療」全体の充実に向けた所要の制度的対応
◇2050 年を見据えたエネルギー制御、蓄電、水素利用等の技術開発、我が国技術・製
品の国際展開
◇金融・商取引関連法制の機能別・横断的な法制への見直し
◇ＱＲコードにかかるルール整備等
◇デジタルファースト一括法案の提出
◇ワンストップ化・ワンスオンリー化の推進
◇一元的なプロジェクト管理に向けた推進体制の強化
◇建設から維持管理のプロセス全体の３次元データ化
◇要求水準(性能、コスト等)を国が明示するオープンイノベーションの積極活用
◇PPP・PFI の重点分野における取組強化
◇農林水産業のあらゆる現場で AI・ロボット等の社会実装推進
◇「コンパクト・プラス・ネットワーク」加速、モデル都市構築
◇IT・ロボット導入の強力な推進
◇経営者保証ガイドラインの一層の浸透・定着
出典：内閣官房「『未来投資戦略 2018』概要」をもとに整理
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革新的な暮らしやすさを実現する最先端都市づくり


国は、AI 等を活用した最先端都市となる「スーパーシティ」構想の実現に向けて取組を進めてい
る。【□１】

 １：
「スーパーシティ」構想
国は、AI 及びビッグデータを活用し、社会の在り方を根本から変えるような都市設計の動きが
国際的に急速に進展していることを受け、第四次産業革命を先行的に体現し、革新的な暮らしや
すさを実現する最先端都市となる「スーパーシティ」構想の実現に向けて取組を進めている。
国は平成 30 年 10 月から「スーパーシティ」構想の実現に向けた有識者懇談会を開催し、平成
31 年１月に懇談会最終報告を取りまとめ、同年春に制度整備、夏以降にエリア公募、選定を予定
している。
＜「スーパーシティ」構想の未来像＞

未来像

●以下の領域にまたがる社会の未来像を先行実現。
・移動： 自動走行、データ活用による交通量管理・駐車管理 など
・物流： 自動配送、ドローン配達 など
・支払い： キャッシュレス など
・行政： ワンスオンリー など
・医療・介護：AI ホスピタル、データ活用、オンライン（遠隔）診療・医薬品配達 など
・教育： AI 活用、遠隔教育 など
・エネルギー・水： データ活用によるスマートシステム など
・環境・ゴミ： データ活用によるスマートシステム など
・防災： 緊急時の自立エネルギー供給、防災システム など
・防犯・安全： ロボット監視 など
●少なくとも以上の５領域以上で、実証事業レベルではなく、2030 年頃に実現される未来像
（域内は自動走行のみ、域内は現金取り扱いなし、など）を域内限定で完全実施。
●領域を超えた横断的データ連携基盤の構築。
●データの適正な管理・セキュリティ、サイバーテロ対策の確保（データローカライゼーショ
ン等の検討も含む）
。
●データ連携のため、必要な通信基盤・センサー・デバイスなどを埋め込んだインフラ整備。

出典：「スーパーシティ」構想の実現に向けた有識者懇談会「中間取りまとめ『スーパーシティ』構想の考え方」をもとに整理
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