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Final purpose of the research is to clarify how social infrastructure plans had been built in Japan. This paper aims at 
showing clearly how the social change affected the developing urban infrastructure in Japan. It follows the changes of 
the public organization which has improved urban infrastructure over a half-century since 1955, contrasting with the 
social change. By dividing from the 1950s every ten years, it was able to offer to clarify the social conditions of the 
period, the transition of the organization of the government agency in Japan, the contents of the urban infrastructure, 
and the relationship between social changes and the contents of the improving urban infrastructure plans has been 
grasped. As examples, past and current urban development cases in Japan are studied.  
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1. はじめに 

21世紀を迎え、20世紀の負の遺産、不動産の再活性化を中
心とした金融再生、小さな政府を目指した構造改革に重点を

置いた経済再生、住宅建設の見直しと都市機能の新しい基盤

整備を進める都市再生等に、官主導の計画の立案、実行が着々

と進められている。 
 本文では、将来の都市基盤整備のあり方を検討するための

第一ステップとして、過去の都市基盤整備計画に従事してき

た公団の組織の変遷と社会の変化について論述し、1950年以
降約 50 年間の社会の変化と都市基盤整備計画の内容との関
係を明確にする。ここでは、1950年から 10年間を１つの区
切りとして、都市基盤整備計画の内容が、社会の変化によっ

てどのような特徴を持ち、どのように変わってきたのかを紹

介する。 
 

2. 都市基盤整備における公的機関の役割 
 第２次世界大戦直後、戦争中の焼失と復員者、引揚者の増

加で約 420万戸と推定された住宅の絶対的不足は、住宅金融
公庫法(1950 年)や公営住宅法(1951 年)の制定による政府の住
宅施策により、量的にはかなり推進された。しかし、なお 270
万戸が不足している状態であった。そこで政府は、住宅供給

を計画し、1955年に日本住宅公団を設立し、大都市圏を中心
に住宅の直接大量供給と宅地開発推進事業を推進した。その

後、公団は今日に至るまで、組織形態を変えながら、時代の

要請に応え、住宅･都市基盤整備計画をリードする役割を果た

してきた。 
 図 1に示す国土交通省（旧建設省）の推計によれば、宅地
供給量(M.G.ha)(1)は、1972年度の 23,400ha（公的供給 5,500ha、
民間供給 17,900ha）をピークに減少に転じ、1985年以降、約
１万 ha強とほぼ横ばいで推移し、2002年度には 6,700ha（公

的供給 1,500ha、民間供給 5,200ha）に減少している。内訳の
うち公的供給とは、公団及び地方公共団体等の公的機関によ

る供給である。図１を見ると分かるように宅地供給量は、常

に民間供給が公的供給を上回っている。公的機関は、土地の

効率的利用のために、個別の土地利用間の調整、基盤施設の

整備が必要で、一定レベルの住宅供給をする場合が多い。1955
年に設立された日本住宅公団は、住宅･都市整備公団、都市基

盤整備公団、独立行政法人都市再生機構へと組織が変遷する

中、公的機関として大都市圏を中心に、約 150万戸の住宅建
設、約 38,100haの宅地開発を行い、日本の住宅・都市基盤整
備の公共政策的側面を進捗する役割を果たしてきた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－1 全国の宅地供給量の推移 1) 

 
3. 第二次大戦後の日本の政府系機関における都市基盤整備
計画の変遷 

 本節では、都市基盤整備を担う政府系機関の組織の変遷を

たどり、それぞれの時代における社会の変化が、政府系機関

の組織の変遷及び都市基盤整備計画の理念確立にどのような

影響を与えたのかを紹介する。 
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3-1. 1950年代・日本住宅公団（設立期）量の確保の時代 
 1950年代においては、1946年末の石炭、鉄鋼を中心とした
傾斜生産方式の採用で、やや物資生産が増加したものの、イ

ンフレの進行は依然として続いていた。この経済状態から脱

却するためにドッジ・ラインが採用(1949 年)された結果、イ
ンフレは収束に向かったものの、生産の縮小と失業の増加が

見られた。ドッジ・デフレである。それが、朝鮮戦争による

特需の発生で活況を呈するようになった。 
 アメリカからの復興資金が輸入原料の手当てに振り向けら

れ生産を軌道に乗せた。景気の後退の局面もあったが、資本

蓄積を増やしてきた日本経済は、終戦後の 10年間、平均して
8.5％と予想以上の高い経済成長率を記録した。 
 1955 年を以って、「もはや戦後ではない」と『経済白書』
(1956 年)が宣言したように、高度経済成長に入った段階であ
る。その後の経済の課題は、戦後の復興から、独立国家にふ

さわしい「経済自立」への達成という目標に変わっていく。 
 しかし、戦災による都市部の住宅不足は未だ解決されず、

建設省の『住宅建設 10ヶ年計画』(1955年)では、270万戸の
住宅不足の対策がうたわれ、1959年の『国民生活白書』では
「住宅はまだ戦後」と記された。 
 このような背景から、住宅宅地の量的供給促進のため、1955
年に日本住宅公団が設立され、土地区画整理法(1954 年公布)
等に基づく、本格的な都市開発事業への執行体制が確立され

た。 
 都市開発事業における都市施設の構築については、公団と

しても試行的な段階にあったが、来るべき工業化社会型の高

度成長と都市化社会への転換に向けて、道路、住宅を整備し、

当時のわが国では未だ普及率の低かった上下水道、都市ガス

を先進的な都市基盤施設の計画として全面的に導入した。 
 例えば、金ヶ作地区の整備計画（表 1）においては、水の
供給が事業推進上の大きな課題となった。すなわち、当時開

発地区が水道の給水区域外に位置していたことに加え、大規

模な土地区画整理事業による開発であったことから、一団地

開発地区等で行われていた専用水道による供給は困難であっ

た。そこで、公団は水道事業の経営も併せて実施せざるを得

なくなった。これにより、1958年に松戸水道事業の経営が開
始され、開発が推進された。 

表－1 金ヶ作地区の整備計画(常盤平) 2) 

名称 松戸都市計画事業 金ヶ作土地区画整理事業 
所在地 千葉県松戸市 
計画面積 169.3ha 
計画人口 26,000人 
計画戸数 7,605戸 
事業計画開始 1956年度（1962年度完了） 

 
3-2. 1960年代・日本住宅公団(中期)経済の高度成長の時代 
 1960年代は、日本経済は成長率をさらに高め、1973年第一
次石油ショックまで、年々の変動があるが平均して 10％を上
回る成長率が続くことになった。「投資が投資を呼ぶ」という

形で設備投資が行われ、その投資は新しい技術を胎化したも

のであったため、国際競争力が強化され、輸出が GNP(国民
総生産)のほぼ２倍近い勢いで伸びた。 
 高度成長は、池田内閣の経済政策、特に「低金利政策と所

得倍増計画の理念」によって推進され、安定成長を政策とし

た佐藤内閣にも引き継がれた。1964 年には OECD(経済協力
機構)に加盟し、先進国の仲間入りを果たした。 
 東海道新幹線、東名高速道路といった巨大土木構造物の出

現、第１次マンションブーム、大都市周辺部のスプロール現

象に示されるように、高度経済成長と人口の都市集中の時代

であり、大都市の内部の業務市街地化と郊外の急激なベッド

タウン化が進んだ。 
 経済の高度成長、急激な都市化に伴う、住宅・宅地需要の

急増に応えて、公団事業の拡大が図られた。1963年に土地収
用権や先買い権等の強力な土地取得権限を付した新住宅市街

地開発法が制定され、ニュータウン開発のための事業制度の

充実が行われた。これにより、計画人口数十万人規模の多摩

ニュータウン（表 2）等の大規模ニュータウンの開発が着手
され、旺盛な住宅・宅地需要に応えて、郊外部及び既成市街

地内で大規模な住宅・宅地供給を次々と行った。 

表－2 南多摩地区の整備計画(多摩ニュータウン)3) 

名称 多摩･八王子･町田都市計画事業 
多摩･八王子･町田新住宅市街地開発事業 

所在地 東京都多摩市､八王子市､町田市､稲城市 
計画面積 1,437.5ha 
計画人口 143,400人 
計画戸数 40,480戸 
事業計画開始 1966年度 

 
3-3. 1970 年代・日本住宅公団（後期）量から質への転換の

時代 
 1970年代は、60年代から引き継いだ高度成長によって日本
の産業の国際競争は増し、輸出が伸びて、貿易収支の黒字が

1960年代の終わりから 1970年代の初めにかけて定着した。 
 ヨーロッパでも生産性が高まり、その結果、相対的にアメ

リカ経済の比重低下と、日本とヨーロッパの経済の上昇が見

られた。 
 高度経済成長によって、国際的な経済力が高まり、国内で

は大都市部も含めて、量的には１世帯１住宅を達成し、日本

列島改造論に代表される、国土開発、住宅建設ブームを迎え

たが、1973年の第１次オイルショックによる狂乱物価、地価
高騰、GNPのマイナス成長をきっかけに、1974年に経済対策
閣僚会議が「経済成長優先から安定成長へ」を宣言し、省資

源・省エネルギーの認識も高まった。 
 都市開発事業においては、発注戸数年間 8万戸や多摩ニュ
ータウン等の大規模ニュータウンへの入居開始といった、大

量供給、大規模開発のピークを経て、高度成長や急激な都市

化がもたらした課題に対応するため、事業内容の多様化、転

換を迫られることになった。 
 1975年の住宅宅地審議会では、量から質への転換、複合多
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機能都市開発計画への転換が方針として示された。 
 1970年代後半より、日本の社会は、大量生産、大量消費を
軸とした工業化社会の成熟、量的成長のピークから、質的充

足へ向けて変化が始まった。高度経済成長から安定成長への

移行に伴い、社会資本整備、都市問題、環境問題、消費者問

題等の高度成長、急激な都市化による歪みへの対応が政策の

重要課題となり、精神面の価値観も、モノ離れ、感性の重視

といった方向に多様化、変化し始めた。 
 都市基盤整備においては、量的住宅不足が解消し、ニーズ

が多様化するとともに住宅の規模、設備、住環境、地域のア

メニティといった質的向上が課題となった。1970 年代には、
例えば、港北ニュータウン（表 3）の開発が開始され、ニー
ズの多様化といった課題への対応が求められることになった。 

表－3 港北第一・第二地区の整備計画(港北ニュータウン)3)  
名称 横浜国際港都建設事業 

横浜北部新都市第一・第二地区 
土地区画整理事業 

所在地 神奈川県横浜市（都筑区､青葉区､港北区） 
計画面積 1,316.6ha（548.2ha＋768.4ha） 
計画人口 220,000人（92,000人＋128,000人） 
計画戸数 56,100戸（23,300戸＋32,800戸） 
事業計画開始 1974年度 

 
3-4. 1980年代・住宅･都市整備公団（設立期）多機能複合都

市づくりの時代 
 1980年代は、70年代の石油価格の上昇が物価上昇をもたら
し、ゼロ経済成長時代がすぐに到来すると言われた。しかし、

変動相場制の下で企業は活力を取り戻した。企業は市場原理

を生かして、「省資源・省エネルギーの推進」を図り、その一

方で、「技術革新による製品の高付加価値化」に成功した。 
 産業の要であった従来の重厚長大型産業に代って、エレク

トロニクス産業等の軽薄短小型の産業がその主導権を握る傾

向が強くなってきた。軽薄短小型の産業の開発は、従来の海

沿いから内陸、大都市集約型から地方分散田園型へと変化す

るため、産業を取り巻く社会環境の変化も重要視されるよう

になった。 
 また、大都市圏への人口流入にも鈍化が見られるようにな

り、住宅宅地の供給も量から質への転換が求められるように

なった。 
 このような社会の変化を受け、大量の未入居住宅、長期未

利用地への対応という課題への対処と、今後の社会に対応す

る新たな事業展開を図るため、1981年、住宅・都市整備公団
が設立された。 
 都市基盤整備計画においては、いわゆるベッドタウンの開

発から多機能複合都市づくりを目指すことが基本方針として

定められた。住機能以外の都市機能、すなわち、工業、業務

等の産業機能といった働く場所を取り入れたり、大学等の教

育文化機能やレジャー施設も取り入れたりした複合的なニュ

ータウンの開発を目指すようになった。児童・生徒発生率の

減少などに対応した教育施設の見直しや調整池の重複利用に

よる公共用地の削減を図る一方、誘致施設用地の大幅な増加

など、土地利用計画の考え方が大きく修正されることとなっ

た。 
 多機能複合都市づくりの先駆けとなったのが、森の里地区

（厚木ニューシティ森の里）（表 4）である。都心から比較的
遠隔地にあったことに加え、厚木市を中心に独自の産業圏、

生活圏を形成していたことから、地域に相応しい産業・施設

を立地させ、地域の発展に貢献する職・住を併せ持つニュー

タウン開発が目指された。土地利用計画上は、住宅用地が全

体の 30％弱、施設用地が 40％弱を占めており、住宅用地が
70％以上を占めた公団発足当時の地区と比べると、明らかに
住機能以外の比重が高まっている。 

表－4 森の里地区の整備計画(厚木ニューシティ森の里) 2)  
名称 厚木都市計画事業 

森の里特定土地区画整理事業他 
所在地 神奈川県厚木市 
計画面積 192.7ha 
計画人口 8,400人 
計画戸数 2,200戸 
事業計画開始 1980年度（1990年度完了） 

 
 これらの動きと並行して、1981年には土地区画整理法が改
正され、都市機能更新型の特定再開発が新たに定められ、市

街地整備手法の拡充が図られた。また、1986年には新住宅市
街地開発法が改正され、研究施設等の立地のため、特定業務

施設の位置付けが図られた。 
 この時期は、ちょうどわが国の経済が熟成期に入り、国際

化、高度化等の新局面へ移行し始めた段階であった。1987年
の第 4次全国総合開発計画では、多極分散型国土の形成が打
ち出され、民間活力の導入や規制緩和が政治経済の大きな流

れをつくりだすこととなった。 
 さらに情報というものの特質から、情報機能の高度化は、

国際交流を一層拡大させることになった。CATV 多チャンネ
ル化、双方向化、旧来の情報受信から情報発信、情報機能の

拡大化へと急速に発展していった。 
 このような社会変化に対応する形で、旧建設省は、1986年、
都市における情報通信ネットワークという新たな形成を考え

た、高度情報化都市としての構想として、インテリジェント・

シティ構想をまとめ、インテリジェント・シティ整備推進事

業を事務次官通知により推進することとなった。その特徴と

しては、高度情報システムの整備、国際衛星通信センターの

整備、文化の情報拠点、情報特区整備とその確立、金融シス

テムのオンライン化の推進を当面の整備対象として折り込ん

だ構想であり、都市計画法による都市施設の管理の分野、防

災対策として、高度情報化ならびにその整備計画に重点を置

くとした。 
 
3-5.  1990年代・都市基盤整備公団(設立期)環境共生の時代 
 1990年代は、日本は 1991年 5月をピークに景気後退が始
まった。1995、1996年に経済対策の効果もあって短期的に回
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復はあったが、90年代を通じて、深刻な景気不振に見舞われ
た。1999年後半を底にようやく立ち直りを見せたが、回復力
も弱く失業率も 4％台後半の高止まりを続けている。その原
因は複合的で、バブルの崩壊が大きく響いている。 
 需要別に見れば、低金利と潜在需要の強さからの住宅投資、

アメリカとアジアの活況に支えられた輸出が強く、物価の安

定による消費と不況対策としての公共投資もそれなりに景気

を支えたが、企業の国内投資は過剰設備、金融機関の貸し渋

り、企業自体の収益低下、それに海外投資の増加も加わって、

30ヶ月も低下を続け、これが不況を長引かせた原因となって
いた。 
 その後の回復のテンポには、弱い国内設備投資のための雇

用の悪化、研究開発（基礎研究）の低迷、対外資産の増加に

よる円高基調、金融機関の不良債権の処理の後遺症が残り、

構造改革が求められるようになり、建設分野においては、1997
年、公共工事のコスト縮減が政府行動指針として掲げられた。 
 一方、経済の発展は環境問題を地球レベルにまで拡大せし

め、「持続可能な開発」を実現するため、1993 年には、環境
共生都市基盤整備要綱についての通達が旧建設省より出され、

環境への負荷をできる限り抑制する「環境共生」が新たな命

題となった。 
 公団においては、環境に配慮した都市基盤整備として、自

然との共生及び環境への負荷軽減の２つの方向が検討されて

きた。坪井地区（表 5）では、「水と緑の環境軸の形成」とし
て、調整池をビオトープ化する近隣公園を中心とした「水の

拠点」、現況樹林を残した保存緑地を中心とした「緑の拠点」、

それらの２つの拠点を旧坪井川の流れを再生したせせらぎ歩

道で結んだ「環境軸」を整備している。 

表－5 坪井地区の整備計画(船橋美し学園 芽吹の杜) 2) 
名称 船橋都市計画事業 

坪井特定土地区画整理事業 
所在地 千葉県船橋市 
計画面積 65.4ha 
計画人口 7,200人 
計画戸数 2,030戸 
事業計画開始 1996年度 

 1990年代においては、さらに、21世紀初頭にわが国が突入
することになる高齢化、少子化社会の問題や、阪神・淡路大

震災を契機として新たに浮上した防災・安全性の向上といっ

た問題なども新たな課題となった。 
 このような背景の下、緊急かつ重要な都市問題に対処し、

従来にない多様な事業環境への対応を効率よく推進するため、

1999年に都市基盤整備公団へと組織が移行した。新公団にお
いては、大都市地域等における住宅宅地の大量供給から、都

市の基盤整備へと理念が変わり、地方公共団体や民間事業者

等との協力、役割分担の下、居住環境や防災性の向上、公共

施設整備の推進、中心的な市街地の活性化等に取り組むこと

となった。 
 

3-6. 2000 年代・独立行政法人都市再生機構（設立期）都市
再生の時代 

 1950年代から、日本人は国民生活の面でも、耐久消費財の
普及、情報の豊富な供給、所得の公平な分配、日常生活の安

全、利便性といった点では「豊かさ」を求め続けてきた。 
 しかし、経済力と生活実感の間には、依然大きな格差があ

り、経済成長の成果は十分に国民生活に及んでいない。特に

都市の過密、住宅及び住環境の悪さ、実質家計費（特に食料

費）の絶対的な高さ、地域間の地域格差、資産格差の問題等、

真の豊かさの実現のために解決しなければならない課題は依

然多い。 
 このような中、特殊法人の整理合理化が進められた結果、

2004年、都市基盤整備公団は廃止、地域振興整備公団の地方
都市開発整備部門と統合され、新たに独立行政法人都市再生

機構が設立された。 
 今後の都市基盤整備の計画は、住宅宅地の大量供給や新た

なニュータウン開発ではなく、国家的重要課題である都市再

生の実現に重点が置かれることになる。 
 21世紀を迎えて、経済再生、金融再生、都市再生が新しい
政策の柱として着手されてきた。国際化、情報化が一層推進

され、国内問題としては少子高齢化、個人のライフスタイル

の多様化等、個人や社会生活にも変革が求められ、省エネル

ギー化、環境浄化等が重視される新しい時代に入ってきたと

いえる。 
 
4. まとめ 
 本文では、将来の都市基盤整備計画のあり方を検討するた

めの第一ステップとして、過去の都市基盤整備計画に従事し

てきた公団の組織の変遷と社会の変化について紹介した。そ

の手法として、1950年代から 10年毎に区切ることにより、
その時代の社会状況、公団の組織の形態、都市基盤整備計画

の内容を明確にすることを試みた。その結果、1950年代以降
約 50 年間の社会の変化と都市基盤整備計画の内容との関係
を把握することができた。 

補注 

(1) 住宅の敷地面積に細街路、小公園等を加えてカウントすることを
Ｍ．Ｇ．（ミディアムグロス）方式といい、宅地需給量把握の際に

通常用いられる。これは、ある宅地開発事業の全体の施行地区面

積から、街路、公園等の根幹的な公共施設分の面積を引いたもの

に相当し、住宅の純然たる敷地面積の合計の 1.2～1.3倍に当たる。 
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