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第1. 課題設定～私たちの問題関心～ 

「痛学」というきっかけ 

通学がきつい。今、自分たちが生活の中で何に困っているか、何が生活の邪魔になって

いるのか問うた時、 最も身近なリアルとして通学が浮かび上がった。グループメンバーは

様々な形の「痛学」に悩まされている。 

メンバーの一人は、三鷹に住む。毎朝バス停まで 10分歩き、15分バスに乗ってようやく

駅に着く。さらに中央線・丸の内線で 40 分かけ、徒歩 15 分かけてようやく大学へ到着す

る。一限に通う時間は中央線の混雑と遅延がひどく、乗れたものではない。通学で一日往

復 3時間を無駄にしている。空き時間に一時帰宅ができないのが一人暮らしとしては辛い。

長時間通勤の最たるものだ。 

別のメンバーは、菊名に住む。中学時代から 12年間、毎朝ひどい満員電車に悩まされて

きた。東急線では電車にもホームにも人が入りきらずひじ打ちや押し合い、舌打ちが日常

茶飯事で、暴言や喧嘩もある。中学時代は侮られ、罵声を浴びせられたり押し潰されるこ

とが多く、胸骨が折れるような状況になったり酸欠になって下車後吐いたりした。成人し

ても満員電車には慣れず、通学時間も片道 1 時間半に長くなったため、なんでこんなに家

が遠いのかと絶望する。 

西武立川在住のメンバーも同様に中学時代から通学に悩まされており、片道 1 時間半を

かける。長時間の乗車のため座席の争奪が激しく、空席に座ろうとしたところ声高に叫ば

れたり、席をとられることが何度もあったほどだ。群馬から高速バスで片道 3 時間かけて

通学するメンバーまでいる。 

こうした苦痛は社会人の通勤にも広く共通するものである。「疲れる」「掴まるところも

ない」「乗客のマナーが悪い」「イライラする」「キレられた」「リュックが邪魔」「髪の毛が

顔にかかる」「他人の鼻息が直撃する」「吐瀉物をかけられた」など。大手 SNS の Twitter

において、連日、「#満員電車」というハッシュタグがつき、多数発信されている1。 

 雑誌記事等でも満員電車の特集は尽きず、CM・漫画・ドラマの一シーンでも満員電車や

長時間通勤の辛さはよく描写される。現在日本テレビ系列で放送されている『スーパーサ

ラリーマン佐江内氏』においても、散々スーパーマンとなることを拒んだ主人公が「満員

電車に乗らずに済む」ということだけはスーパーマンの役得と感じる描写がある 

 そもそも東京近郊に住み通勤・通学に鉄道を利用する方であれば、「毎朝毎晩の電車が

辛い・長い」という感覚は誰しも持ったことがあるのではないだろうか。東京人は、毎日

2 時間以上、幸せではない時間を過ごしており、私たちは、こんなことをこれから社会人と

なって 40年も続けなければならないかと思うと耐えられないと感じた。 

東京という都市の住みにくさ 

私たちはこのような通勤・通学電車が辛いという「アクチュアルな困りごと」をきっか

けとし、東京という都市の住みにくさに問題意識を持った。満員電車や長時間通勤に伴う

                                                   
1 Twitter より 
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ストレスや時間の浪費だけが問題なのではない。その根底にある、「企業立地の集中」や

「職住の分離」という現象により、私たちの生活は不自由になっている。共働きの困難、

低い男性の育児参加率、女性の転職、企業の生産力の低下、通勤補助額の増加、災害時の

「帰宅難民」、地域との結びつきの薄さなど、枚挙に暇がない。 

私たちの将来を考えれば、家事や子育て、介護などを近い将来することになる。夫婦ど

ちらかが家にいる時代は終わった。朝早く出て夜遅く帰りそこから家事をするのか。子供

に何かあったら、認知症の親に何かあったら、家が遠くてはすぐには駆けつけられない。 

 以上のように、一日の始まりと終わりに満員電車で長時間過ごすということが、人々の

生活への大きな負担になっているだけではなく、「企業の集中」と「職住の分離」という

都市現象が東京に住まう私たちを不自由にしている。このような生活で、私たちは幸福に

暮らしていると言えるだろうか。東京人は疲弊している。 

東京という都市について、私たちが考えることの意味 

本報告書は、今東京に住み、将来東京で働き、子供を育てたいと願う私たちが東京とい

う大都市でどのように幸福に暮らすのかという問題関心に根ざしたものである。  

昨今、日本の人口動態や企業の転入が大きな論点になるなかで、「東京一極集中」の是非

が問われている。東京が地方の若者や企業を吸収し、「一人勝ち」状態になっているという

指摘は傾聴に値しよう2。だが、このような認識の根幹にある「東京―地方」という二項対

立は一種の思考停止を生んではいないだろうか。すなわち、東京への人口・企業流入を論

じ、東京を「悪玉」として糾弾するとき、今すでに東京圏で住み暮らしている約 3000 万人

に対して、＜まなざし＞はむけられていないのではないか。 

私たちは、いわゆる「地方創生」の重要性を認めているし、多極的に東京を含む大都市

へ人口や企業が流入し、偏重をきたしていることを憂慮している3。ただ、何かを求めて東

京という都市に住んでいる人々、住まおうと決めている人々を見過ごすことはできない。

東京圏に住みたいと願う私たちにとって、当事者性は東京という＜トポス＞にあり、共感

は東京と地方の二元論に覆われた、「忘れられた 3000万人」に向けられている。 

以上のような問題意識から、私たちは東京という都市について語っていく。これから東

京という都市はいくつかの大きな節目を経験する。一つは、2020年の東京五輪であり、も

う一つは 2025年に予想されている東京の人口減少時代への突入だ。特に、後者に関しては、

戦後東京における根本的な変化への突入を意味している。これらの変化を受けて、私たち

は 2030 年までに「自分の時間を取り戻せる都市・東京」を目指し、政策提言を行う。特に、

「痛勤」という視座から東京という都市を見つめなおし、私たちの時間を奪い、身体を拘

束する「構造」を作り変えようと考えている。 

 

 

                                                   
2 日本創成会議「ストップ少子化・地方元気戦略」平成 26 年 5 月 8 日 
3 日本経済研究センター「老いる都市、『選べる老後』で備えを」2015 年 7 月 



4 

 

第2. 本論～私たちの考え方～（分析編） 

「第 2 本論～私たちの考え方～」では、東京という大都市の現状を捉えなおし、その現

状を改善するにあたっての必要な政策を絞り込むことを大きな目的としている。すなわち、

(1)「痛勤」という現象は東京においてどの程度の深刻さを持っているのか、(2)その根本

的な原因はどこにあるのか、(3)そして、解決するための糸口はあるのか、という 3つの大

きな問いに答えようと試みる。結論を先に述べれば、(1)東京圏における「痛勤」という現

象は個人、家庭、企業、地域に深刻な影響を及ぼしている、(2)「企業の集中」「職住の分

離」 という戦後の東京に根ざした原因がある、(3)それらを解決するためには、その「集

中と分離」という関係を反転させ、「分散と接近」を促す、ということになろう。以下、こ

こまでで述べたことを詳細に論じていく。  

 

第1章. 「痛勤」の現状 

それでは、まず「痛勤」の現状に焦点をあてる。冒頭の問題関心においてはきわめて主

観的な「感想」に留まっていたが、ここではデータを逐次挙げながら、「痛勤」の実態を解

剖していく。 

＜満員電車＞ 

端的にいえば、東京における通勤電車の混雑率は極めて高い。通勤電車の平均混雑率が

150%を超えるのは日本全国でも東京だけである。図 2－1－14は平成 23年度の三大都市圏の

平均混雑率の推移を示したものであるが、平成 15年度以前は横軸が 5年ごとで取られてい

るため傾きが急になっている。平成 12年 8月の運輸政策審議会答申第 19 号では平成 27年

を目標年次とし、「大都市圏における都市鉄道のすべての区間のそれぞれの混雑率を 150%

以内とする」「ただし東京圏については当面、主要区間の平均混雑率を全体として 150%以

内とするとともにすべての区間のそれぞれの混雑率を 180%以内とする」ことが図られた。

だが、平成 27 年度においても東京圏の平均混雑率は依然として 164%5であり全く改善され

ていない(図 2-1-2)。 

 

出典：国土交通省鉄道局「平成 23年度の三大都市圏における鉄道混雑率について」より引用 

                                                   
4 国土交通省鉄道局「平成 23 年度の三大都市圏における鉄道混雑率について」より 
5 国土交通省「三大都市圏における主要区間の平均混雑率・輸送力・輸送人員の推移」より 

図 2-1-1 三大都市圏の平均混雑率比較 
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ここで注意してほしいのは、この混雑率の値という

のは平均値となっているということである。すなわち、

実際の路線、車両においては混雑率がさらに高くなっ

ている状況が生じている。たとえば、表 2－1-2 は東

京都心の主要路線の混雑率の最大値を取り上げたも

のである。ここにおいては、180%を超える区間がほと

んどであり、中には 200%を超える区間もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜長距離通勤＞ 

東京の「痛勤」は、混雑だけではない。東京圏の長

距離通勤の実態には、深刻なものがある。東京と、東

京への通勤者を多く抱える神奈川・千葉・埼玉といっ

た隣県の通勤時間は全国でも突出しており、ランキン

グ上位を独占している。(表 2-1-36) 

また、国土交通省が発表した資料（図 2-1-4）をも

とに首都圏の平均通勤時間の推移を見てみると、東京

圏の通勤時間は昭和 45年以来、悪化している。 

 

 

 

                                                   
6 総務省「平成 23 年社会生活基本調査」より。1 日あたりの通勤・通学時間(10 歳以上の「通勤・通学」をしている

人、平日の平均。  

通勤・通学時間ランキング 

1 神奈川県 1時間 40分 

2 
埼玉県 

1時間 34分 
千葉県 

4 東京都 1時間 30分 

46 島根県 0時間 52分 

47 宮崎県 0時間 50分 

 全国平均 1時間 14分 

表 2-1-3 各都道府県の通勤通学時間順位 

 

表 2-1-2 主要路線における混雑率の最大値 

出典：国土交通省「三大都市圏における主要区間の

平均混雑率・輸送力・輸送人員の推移」より引用 

出典：総務省「平成 23年社会生活基本調査」

より引用 
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出典：国土交通省「大都市交通センサス」より引用 

図 2-1-4 首都圏の平均通勤時間推移 

 

第2章. 「痛勤」の与える影響 

それでは、このような「痛勤」という現象は、どのような影響を与えているのだろうか。

そもそも、東京で暮らしている人にとって「満員電車」や「長時間通勤」はもはや当たり

前のこととなってしまっている。実際のところ、日本人は通勤を必ずしも苦痛と考えない

傾向にあるという研究結果もある。そのような認識(「通勤パラドックス」と呼ばれる)は

多くの人々の間で共有されており、通勤時間をどう有効に使うかのハウツー本が多く世に

出回っているのが現実だ。しかし、このような「満員電車」や「長時間通勤」により失わ

れている体力や時間は膨大だ。そして「痛勤」の原因である「企業の集中」と「職住の分

離」という現象は、家庭、企業、地域などに負の影響を与えている。 

第1節. 家族や夫婦に与える影響 

＜男性の育児参加を妨げる「職」と「住」の分離＞  

出典：みずほ情報研究所「社会経済及び社会保障における地域差についての経済的分析」 

図 2-2-1 有配偶出生率 重回帰分析 
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近年、いわゆる「女性活躍推進」のもと、様々な取り組みがなされている。柴田悠によ

れば、女性の労働生産性を高める政策は財政赤字や少子化対策としても有効だ7。ここで、

重要になってくるのは男性の育児参加率だ。小葉・安岡・浦川の研究によれば、男性の育

児参加率と女性の出生率との間には正の相関関係がある。実際、男性の育児参加率は先進

主要国の中でも最低の値だ。小葉らは、夫の育児参加を妨げている要因として、「時間的制

約」を挙げており、特に、長時間通勤が最も負の影響を与えていると指摘している8。実際、

職場と家が離れていればいるほど、子供の送り迎えや一時帰宅が困難になるだけではなく、

帰宅時間も遅くなることから育児参加が進んでいないというのが現状だ。(もちろん、通勤

時間の長さだけを少子化の要因とするつもりはない。)（図 2-2-1）。   

 

＜短時間勤務＞ 

 依然として、女性が子育ての中心を担うという現状がある。そのなかで、短時間勤務制

度は子育てをしながら働けるという女性の強いニーズをとらえたものである。しかし、現

在その制度を利用している女性の多くは、短時間勤務する理由として「通勤時間」を挙げ

ている9。具体的に言うと、子供の迎えの時間に合わせて帰宅することになるが、家が職場

から離れていて遠くにあると通勤時間が長くなってしまうため、早めに帰宅しなければな

らなくなる、というものだ。実際、国土交通省の調べによると、結婚や子育てを期に転職

した首都圏の女性の約 40％が、職場が遠かったために転職したと回答している10。このこ

とからわかるのは、長時間通勤により「フルタイム」で働ける可能性がある女性たちが「時

短勤務」を選択しているという実情である。 

 また、特に、図 2-2-2 は通勤時間が女性の職に与える影響を示している。結婚・出産を機

に専業主婦になった女性が、以前の職場にかかっていた通勤時間が 60 分以上の割合は約

60％を占めている。一方、結婚・出産後も働き続ける女性の通勤時間は 60 分未満が約 64％

となっている。働き続けるために、通勤時間を短縮せざるをえない状況を示しているのだ。 

 つまり、「働きたいし、子供も育てたい」という女性にとっては「生きづらい東京」とい

う実態があると考えられる。 

 

出典：国土交通省「平成 16 年度首都圏整備に関する年次報告」 

図 2-2-2 専業主婦と既婚有業女性の通勤時間 

                                                   
7柴田悠『子育て支援が日本を救う』(勁草書房、2016 年 6 月) 
8小葉・安岡・浦川(2008)「夫の家事育児参加と出生率」 
9武石（2013）「短時間勤務制度の現状と課題」 
10国土交通省「平成 16年度首都圏整備に関する年次報告」 
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 ＜企業内保育所などへの影響＞ 

 さらに、現在、企業内保育所の促進が加速されているが、実際のところ設置当初に予定

していたほど利用者が増えていない。その一因が、満員電車及び長時間通勤が挙げられる
11。実際、子供を混雑率の高い満員電車に乗せ、長時間過ごすことの辛さは容易に想像でき

る。ある意味、企業内保育所は朝晩の通勤の「動線」上に置きたいという夫婦の願望を叶

えるものであるが、その動線の「質」ゆえに、困難をきたしているといえよう。 

その他にも、子供が熱を出した等の「緊急事態」に対処できないなどの弊害もある 

また、Sandow（2014）は、通勤時間が 45分以上だと離婚リスクが 40％になると報告して

いる 。 

 以上のように、満員電車や長時間通勤は、働きながら子育てをする夫婦に大きな壁とな

って表れている。 

 

第2節. 企業に与える影響 

1. 社員パフォーマンス低下と企業運営非効率化をもたらす「痛勤」 

「痛勤」は一見、社員に対してのみ負の影響を与えるように見えるが、企業に対しても

負の影響を与えている。労働者にとって「痛勤」は精神的苦痛であり、時間的ロスだ。そ

して、これら「痛勤」によってもたらされる負の影響は社員パフォーマンスの低下、そし

て企業運営の非効率化をもたらすということは容易に想像できる。既に「痛勤」によって

もたらされる負の影響が労働者のパフォーマンス、そして企業運営を非効率化している一

つの要因であるとの見方を持つ企業が近年増えてきている。実際にそのような問題意識か

ら社員の精神的苦痛や長時間拘束を解消するために、新たな改革を打ち出した企業として、

株式会社サイバーエージェント、楽天株式会社、ヤフー株式会社などが挙げられる。 

 

＜ケース 1 サイバーエージェント＞ 

同社は「２駅ルール」を採用している。２駅ルールとは、家賃補助制度であり、勤務地

の最寄り駅から２駅圏内に居住している社員に対して月々３万円を勤続年数関係なく補助

するものだ。社長の藤田晋氏は、「通勤のストレスや疲れから解放されることで仕事に集中

してもらえると同時に、通勤交通費、深夜タクシーの会社負担を考えると合理的と判断」
12したと言及している。つまり、通勤によるストレスや疲れが仕事での集中力を減少させて

いるという認識からこの制度が採用されているのだ。このことから、いかに企業が労働者

の「痛勤」によってもたらされる負の影響を重要視しているかが分かる。また、実際にこ

の補助制度開始後、渋谷周辺の同社社員人口が急激に高まったとされ職住近接の成功モデ

ルとして多々紹介されている。また、２駅ルールによって、労働者は「通勤」から解放さ

れただけでない。同社広報担当は２駅ルールによって、仕事終わりに近くに住む社員同士

で終業後に飲みに行くことが可能になり、社員同士の交流が深まったと述べており、仕事

時間外での交流から新たなアイディアが生まれる機会が増えると指摘している。このこと

                                                   
11 第一生命経済研究所・的場康子さんのコメント http://www.news-postseven.com/archives/20130801_203270.html 
12株式会社サイバーエージェント「福利厚生は何かの対価で」https://www.cyberagent.co.jp/topics_detail69/id=7013 
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から、通勤時間の短縮及び企業単位での一定区間の職住近接により、単に仕事への集中力

が増加するだけでなく、社員同士の交流が深まり、加えて労働時間外に貴重なアイディア

が生まれやすくなるという企業にとっても大きなメリットがあることが言える。 

 

＜ケース 2 楽天＞ 

 同社は平成 27 年 6 月に本社を東京都品川区東品川から世田谷区二子玉川に移転した。

新本社は東京急行電鉄株式会社および東急不動産会社運営の「二子玉川ライズ」内につく

られ、東急田園都市線及び東急大井町線「二子玉川」駅から徒歩４分の好立地である。こ

の本社移転は、「今後の事業拡大に伴う従業員の増加を見据えるとともにグループ企業を集

約し、より一層の業務効率化を図るため」13に行われた。この移転は一見、都心に分散して

いた部門を一つの場所に集積することによって効率化を図るためだけに決定されたと捉え

られるが、それだけではない。重要なのは移転先に選んだ二子玉川という立地だ。この立

地に関して三木谷浩史社長は「大きな目玉は、職住近接ができること」14と言及している。

つまり、職住近接とそれによる通勤時間の短縮及び簡易化も移転理由の一つであった。二

子玉川はおしゃれな街として、上質、上品、高級といったブランディングが確立している

だけでなく、東京２３区内でありながらも多摩川が流れ、対岸には神奈川県川崎市という

都会と郊外を合わせ持つ人気な街の一つである。二子玉川はセレブママの街とされ家賃相

場も高い。しかし、二子玉川から一駅の二子新地は神奈川県川崎市に位置し家賃が低い。

また、二子新地から従来の本社地品川まで係る通勤時間の８分の１に抑えられることにな

る。加えて、都心から二子玉川へのアクセスに関しても三木谷社長は「下り電車なので混

雑もない」としている。また、同社では自転車通勤を推奨しており、自転車通勤者には定

期代の半額支給という特別手当を付与している。これに関して三木谷は「適度な運動もで

きるし通勤電車のストレスがない。」15と述べている。以上のことから、集積するメリット

を考慮し一層の事業効率化を図るだけでなく、労働者の「痛勤」の解消及び職住近接もこ

の移転目的であったことが分かる。 

 

＜ケース 3 ヤフー＞ 

同社は平成２８年１０月に東京ガーデンテラス紀尾井町への本社移転を契機に、幾つか働

き方改革を行った。中でも時間を最大活用することができ、自己投資、育児や介護等を行

うだけでなく、通勤時間やラッシュによるストレスを軽減することが可能になる16「どこで

もオフィス」を月５回に拡充した。この「どこでもオフィス」とはその名の通り、自宅で

もカフェでも一つの場所に縛られない、自分が働きたい場所で働ける制度である。このこ

とからも、企業側が通勤時間や通勤ラッシュに伴うストレスを認知しており、解消しよう

という傾向にあると考えられる。 

以上、三つの企業の事例より、企業が労働者の「痛勤」時間を問題視していることが分

                                                   
13楽天株式会社「本社移転のお知らせ」http://corp.rakuten.co.jp/news/press/2014/0821_03.html 
14東洋経済 ONLINE「楽天・三木谷社長は‟牢屋”から飛び出した」http://toyokeizai.net/articles/-/87279?page=3 
15東洋経済 ONLINE 同記事 
16 ヤフー株式会社「働き方改革！ヤフーが「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」を受賞」 

https://publicpolicy.yahoo.co.jp/2016/12/0215.html 



10 

 

かる。労働者が長時間及び満員電車による「痛勤」を強いられることは企業にとっても負

の影響を及ぼす。結果、このような認識が、３社にこのような取り組みを促したと考えら

れる。 

 

2．社員の睡眠時間を奪い、社員の健康をも脅かす危険性のある「痛勤」 

 

「通勤」は社員の貴重な睡眠時間を奪っている。アットホームが 5 年以内に住宅購入を

した都内勤務の子持ちサラリーマンを対象に行った調査によると、通勤時間が 100 分以上

の人は、0～19分の人と比べ、睡眠時間が４０分短くなることが判明し、通勤時間が長いほ

ど、睡眠時間が短くなる傾向にある17ことが判明した。（表 2-2-3）

実際に、睡眠時間が足りないと感じる労働者は我が国に多く存在

し、それが長時間通勤故だと感じている労働者も少なくない。厚生

労働省平成 28年版過労死等防止対策白書によると、勤務日の

睡眠時間の充足状況において「足りていない」、「どちらかと

言えば足りていない」と回答した者は 45.6％に上り、そのうち「通勤時間が長いため」と

回答した者は 18.7％にまで及び、三番目に多い回答となった18（図 2-2-4）。 

 

 

 

このように、通勤時間は睡眠時間の確保を妨げている主な要因の一つであることが分か

る。そして睡眠時間が短ければ短いほど、疲労及びストレスが増加する。同白書では、睡

眠時間が短くなるに従って労働者の疲労蓄積度及びにストレスの度数が高くなる傾向があ

ると指摘している19。つまり「痛勤」が睡眠時間を削り、精神的苦痛を生んでいるのである。 

加えて、睡眠時間が短いと健康障害リスクが高まる。過去１年間の勤務日における睡眠

時間が 1 日 5 時間以下の場合、6～8 時間睡眠の者に比べて心筋梗塞を発症するリスクが

                                                   
17 アットホーム株式会社『「通勤」の実態調査』athome-inc.jp/wp-content/uploads/2015/07/14071501.pdf より 
18 厚生労働省「平成 28 年版過労死等防止対策白書」www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou.../gaiyou_10.pdf より 
19 厚生労働省 同上 

表 2-2-3 アットホーム株式会社より出典 

図 2－2－4 厚生労働省より出典 
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2.5 倍になるという研究がある20。また、労働安全衛生総合研究所は 6時間未満の睡眠が長

期化すると、心臓病、高血圧、糖尿病等の生活習慣病を発症するリスクが高まり、日本で

は睡眠時間が６時間未満の労働者は 40%にも上ると指摘している21。つまり、睡眠時間の確

保は健康を維持していく上でかかせないのだ。そして睡眠時間 6時間未満の労働者が 40％

にも上る日本にとって、適切な睡眠時間の確保は長時間労働の是正と同様に社員の健康、

そして命を守るためにも重要な課題である。 

しかし、残念ながら日本の企業の大半は社員が「痛勤」を強いられている現状、また社

員の健康を軽視しているのではないか。2012年 12月 25日、大手広告会社に勤める若手女

性会社員が投身自殺をし、2016年 9月に労災認定された一連の報道は世間を大きく揺るが

した。企業は社員の健康に対して責任を持つことが現在、問われている。また、彼女は

Twitter上で生前「眠りたい以外の感情を失った」22、「はたらきたくない。1日の睡眠時間

2 時間はレベル高すぎる」と呟いていた23。たかが睡眠だが、されど睡眠である。社員の健

康を維持させるためには、長時間労働是正だけでなく、睡眠時間の確保も重要であり、そ

のためには、睡眠時間を削る要因の一つである「通勤」を解消する必要がある。 

そしてこれから、長時間労働の是正や睡眠時間確保の為

の取組を行わない企業は企業イメージや人材確保の面で

大きな打撃を受けるだろう。現在、長時間労働や過労死と

いった就職後の自身の健康に対して不安を抱く新卒生はそう少なくない。「2016(平成 28)

年度新入社員意識調査アンケート結果」では、就職活動

の際に所謂「ブラック企業ではないかという点を気にし

たか」という問いに対して「気にした」と回答した者は

49.0％に上り、「少しは気にした」と答えた 31.9％と合

わせると約８割強を占める結果となった24。(図 2-2-5) 

以上のことから、私たちのこれからの生活に欠かせな

い問題が通勤時間短縮および満員電車の解消、即ち「痛

勤」の解消だと言える。通勤時間を短くすることで私達

個人にとっても、さらには家庭や企業にとっても良い影響を与え、大きなメリットになる。 

＜災害＞ 

長時間通勤の根幹である職住の分離という問題が、東京という都市にとっていかに問題で

あるのかは、災害時になると顕著である。例えば、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災にお

いて、鉄道やバスなどの交通機関がストップし、首都圏を中心に 515 万人にもおよぶ帰宅

困難者が発生した25。これは、職場と住居が遠いことにより発生したと考えられる。 

次章では、通勤時間が長くなってしまう理由について言及する。 

                                                   
20 独立行政法人労働安全衛生総合研究所「長時間労働者の健康ガイド」

http://www.jniosh.go.jp/publication/doc/houkoku/2012_01/Health_Problems_due_to_Long_Working_Hours.pdf 
21 独立行政法人労働安全衛生総合研究所「睡眠時間を大切に」https://www.jniosh.go.jp/publication/mail_mag/2010/28-3.html 
22 週刊朝日『高橋まつりさんの母、幸美さん独白 4 時間「上下関係が苦痛 寝させない拷問」』

https://dot.asahi.com/wa/2017020100109.html 

23 JBpress『電通「過労自殺」事件の原因は長時間労働だけではない』http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/48130 
24三菱ＵＦJ リサーチ＆コンサルティング株式会社「2016(平成 28)年度 新入社員意識調査アンケート結果 ～給料の多さよりお働き

やすさを求める新入社員。理想の上司は「いぬ」～」www.murc.jp/publicity/press_release/press_160506.pdf 
25『平成 27 年版防災白書』http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h27/honbun/1b_1s_02_04.html 

図 2-2-5 

三菱ＵＦJ リサーチ＆コンサルティング株式会社

より出典 
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第3章. 「痛勤」の生じた原因 

「満員電車」「長時間通勤」やそれらが与える悪影響を見てきたが、それではどのような要

因によってこの状況が生じたのだろうか。端的に言えば、東京における「企業立地の集中」

とそれに伴う「居住の郊外化」が原因であると考える。 

 

第1節. 背景 

 日本の近代化は、東京の近代化と言っても過言ではなかった。特に、戦後、日本は世界

有数の経済成長を遂げた。「金の卵」として持てはやされた集団就職は、東京へ地方の若者

を集め、日本の成長を牽引したのである。図の 2－3－1 は大正 10 年から平成 26 年までの

東京の人口と、全国に占める比率を示している。戦後直後、人口は大きく減少するがそれ

以前からも東京への人口集中傾向が見られ、高度経済成長期の 1970 年代には人口 1000 万

人を超え、全国比も 10％以上に達した。2014 には転入超過が 10 万人を超えており、1300

万人が東京に暮らしている。さらに東京圏で見たときには、3500万人にも及ぶ26。 

 

 

図 2-3-1 東京都の人口と対全国比の推移  

 

第2節. なぜ企業立地は集中するのか 

 このような「人口増加期」の東京において、世界的に有数の企業が登場した。これらの

企業は、千代田区を中心に、徐々に集積していった。平成 26年の時点で、東京都内におい

て約 66 万の事業所が存在している。同じく平成 26 年時点、東京都が有する会社企業数は

約 27万社であり、これは全国の 15.6％を占めている27。その中でも特に、いわゆる丸の内

に代表されるようなオフィス街を中心に企業は集積しており、港区、中央区、千代田区の

３つの区は東京都内28において最も多くの事業所を有している。 ここで、区部の昼夜間人

口比率(表 2-3-1、p.17)を見てみる。このことから明らかになるのは千代田区を中心とす

                                                   
26日本経済新聞社「東京圏の人口流入、5 年ぶり 10 万人超」http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS05H62_V00C15A2EA1000/ 
27東京都産業労働局「グラフィック 東京の産業と雇用就業 2016」より 
28 ここでの東京都内とは 23 の区と 26 の市内を指す 
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る東京 3 区(中央区、港区)において著しい値が見られるということである。このことは、

企業が都心 3区に集中しており、多くの社員が通勤していることを示している。 

 こうした企業の集積は、企業が利益を見出した地区などに、自然発生的に集積した故で

あると考えられる。以下では、幾つかの代表的なメリットを挙げておく。  

 情報獲得の優位性  

 1 つ目は市場動向など情報獲得の優位性だ。上記 SankeiBiz 記事では、北海道から東京

都内に本社機能を移した化粧品販売「ローレル」が、「東京では最先端の市場動向が地方に

先んじて把握でき、事業のスピード感が出る」と語っている。  

 情報交換によるイノベーションの活発化も見逃せない。帝京大学佐藤英人准教授によれ

ば「異業種との連携によりアイディアを生み出しイノベーションを起こす時代になってい

る」という。実際に、かつて「証券会社の街」であった兜町は、中小証券会社が衰退した

こともあり「証券会社の街」としての面影を失いつつある。東証がシステム取引に移って

以来、大手証券会社は機関投資家の多い東京駅周辺などに移転し、新たに誕生したインタ

ーネット証券は IT 企業の多い渋谷や六本木に本社を構える29。異業種との接触がアイディ

アやビジネスチャンスを生み、多業種による集積が発生する。例えば、丸の内や大手町は

多業種集積の街である。各地に分散したグループ企業を集約して業務の効率化を目指す楽

天やキリン HD の本社移転についても、グループ内の多業種での集積と捉えられるだろう。  

一方で、同業種での集積も依然として重要な役割を持つ。電気部品産業の集まる秋葉原、

出版・書籍の集まる神保町、ITベンチャー企業の集まる渋谷・六本木など枚挙にいとまが

ない。同業種での集積は街のブランド力を生み、その集積地に本社を置くことが信用を得

ることに繋がる。信用は情報獲得にも役立ち、同業者同士での情報交換も発生する。  

 

 新卒人材の確保  

 再度 SankeiBiz 記事を参照すると、訪問介護などを全国展開する「フレアス」は山梨県

と東京都に主要拠点を持ち、東京の機能を強化している。「東京は人材の母数が大きく採用

面で有利」だという。東京が大学によって若者を集積し、また企業も集積することで学生

と企業のマッチング機能を果たしていると言える。  

 さらに、「学生が東京で働きたがっている」「東京に本社がある企業の方が高学歴人材を

確保しやすい」という点も無視できない。松浦(2012)によれば、「企業の工場立地に関する

諸研究では、賃金水準は負の効果を持つことが多くの先行研究で示されているが、本社の

立地に関する本研究では正の効果を持っている。この結果は、高賃金地域では高学歴人材

が集積しており、企業は立地コストに配慮するよりも、高度人材を求めて立地先を決めて

いるものと推測される。」とある30。  

 さらに、地方の大学においても東京で就職することへの人気は高く、そのことと相まっ

て東京以外の企業も東京で採用選考を行う例が多数ある。東京採用のため地方の学生は就

                                                   
29日本経済新聞プラスワン「賃料だけじゃない 本社移転、過去 10 年で最多のワケ」

http://style.nikkei.com/article/DGXDZO58840810T20C13A8W14001?channel=DF130120166122&page=

3 
30松浦寿幸『日本企業の本社部門の立地について：本社移転の決定要因と生産性による選別』(慶應義塾大学

産業研究所、2012) http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/12j022.pdf 
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活で不利とされ、東京での説明会、OB 訪問、面接などで多額の費用がかかり、「50 万円使

った」というケースもある31。そのため東京での就活支援を行う地方大学が増えている。  

JR 東京駅に隣接するサピアタワーの 8～10階には、関西学院大学など東京都以外に本部を

持つ地方大学が 10 校も入居している。関西学院大学では 2016 年 4 月に就職した学生の

44.4%が東京に本社を持つ企業に就職し、この比率は年々上昇しているという。東京に本社

を持つ企業は最終面接などを東京のみで行っており、学生は就職活動のため上京しなけれ

ばならない。関西学院のこの拠点も学生の就職活動のためのもので、100 人以上が収容で

き休憩やパソコンの利用、荷物預かり、常駐職員との就活相談やスカイプを利用した大学

本部との面談もでき、更衣室もある。2015 年度の利用者は延べ 2528 人であり、2015 年の

卒業生は 5506人であるため多くの学生が利用している。地方大学が構える東京の拠点はこ

のビル以外にもあり32、いかに大学が学生の東京就職の支援に力を注いでいるか、明らかで

ある。こうした学生の志望傾向と地方大学の取り組みを見るに、企業としても「東京を離

れるわけにいかない」と言えるのではないか。  

 

 ブランド力  

 前述の通り、企業の集積地に本社を置くことは大きなブランド価値をもたらす。「丸の内

に本社がある」という事実は取引上も人材獲得上も信用を得やすく、大きな魅力である。  

特に立地によるブランディングで大きな利益を得られるのが若い企業、事業規模を拡大し

つつあるベンチャー企業だ。IT企業の事業者数を見ると、都内では港区(3185社)、千代田

区(2863社)、中央区(2365 社)、渋谷区(2353社)、新宿区(2138社)の順となっている 32が、

2000 年以降に都内で設立された IT ベンチャー企業(2317 社)の所在地を見ると渋谷区の

588 社、港区の 501 社が多く、3 位の千代田区の 274 社 33 に対し大きな差をつけている。

事業規模の拡大とともに六本木ヒルズへ移転するのはブランディングであり、楽天やライ

ブドア、直近ではグノシーが該当する。渋谷は一時期の「ビットバレー」の流行が去った

ものの、再開発に伴い IT ベンチャーの進出が活発化している。2011 年に渋谷ファースト

タワー、2012 年には渋谷ヒカリエがオープンした。ヒカリエには DeNA、NHN、起業支援プ

ログラム「KDDI∞ラボ」が入居している。  

 設立間もないベンチャー企業にとって、「六本木ヒルズにオフィスがある」「渋谷ヒカリ

エ」にオフィスがあるという事実は取引先らの信頼を得る意味で大きな価値を持つ。「ビッ

トバレー」のような看板・イメージは、同業の集積によってなされている。「渋谷にはクリ

エイティブな IT 企業が多い」というイメージこそが、「その渋谷にオフィスを構えている

会社だから」と企業イメージアップに繋がり、名の通らないベンチャー企業が取引相手に

も実体的な安心感をもたらすのである。  

 

第3節. なぜ居住は「郊外化(suburbanization)」するのか 

                                                   
31 リクルート就職ジャーナル学生×シゴト総研

Vol.313http://journal.rikunabi.com/p/student/souken/17843.html 
32東洋経済 ONLINE「地方の大学が『東京駅周辺』に集結するワケ」

http://toyokeizai.net/articles/amp/125808 
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 ここでは流入人口について見てみる。 まず、社員が企業の近くに住めていない状況は東

京 23区への 1日の流入人口に表れる。図 2-3-2にあるように、東京区部への流入人口は約

317 万人であり、その内訳は、神奈川県約 90万、埼玉県約 86万、千葉県約 72万、都内市

町村約 54 万人である。さらに、図 2-3-3 の昼夜間人口比率から見ても、居住は「郊外化」

していると言える。 

表 2-3-3 東京 23 区 昼夜間人口 (人) 

 

                                                  

出典：『東京の統計 2010』より引用                           出典：『東京都の統計 2010 年』より作成 

図 2-3-2 東京都の流入人口 

 

 このような郊外化の現象を、都市研究者はスプロール化と呼んでいる。当然のことなが

ら、日本は戦後、スプロール化を経験してきた。特に、日本のスプロール化は劇的に進ん

だとされている。都市計画者たちは、無秩序な拡大を抑制するための施策として、従来使

用されてきた「グリーンベルト」を実現しようとしたが、東京においては失敗した。それ

ほど、東京におけるスプロール化は深刻だった実際、このような結果、ドーナッツ化とい

う現象をもたらし、さらには郊外が「ベッドタウン」と呼ばれるようになった。 

 それではこのような郊外化のメカニズムはどういったものなのだろうか。まず、東京に

おいて人口が増大し、安価な労働力が供給される。それを元に企業は収益を高め、都心に

オフィスを構えることになる。そのオフィス需要が増大してくると、土地・建物の所有者

は、売買もしくは賃貸で利益を得ようと考える。この時、法人への売買や賃借の方が収益

は高いため、オフィス供給が増大する。増大したオフィス需要は希少性を高め、土地・建

物や賃貸価格を上昇させる。結果として、人々は郊外に住まざるをえない。 

 実際、このメカニズムのように、東京都心に居住スペースが少なく、家賃が高止まりし

ている。図 2-3-4 から読み取れるのは、地方部（秋田県、石川県、福井県、岐阜県、三重

県、和歌山県、鳥取県、島根県、山口県、四国地域、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県）で

は 2ＬＤＫ/3Ｋ/3ＤＫの間取りでも 6 万円を下回っているが、東京都は地方と比べ 2 倍以

上の家賃となっているということである。最も狭い 1R/1K/1DK でも東京都では月 7 万円

順位 昼間人口 夜間人口 昼夜間人口比率 

1 港区          

886,173 

世田谷区 

877,138 

千代田区 

1,738.0 

2 千代田区      

819,247 

練馬区 

716,124 

中央区 

493.6 

3 世田谷区      

812,810 

大田区 

693,373 

港区 

432.0 

4 新宿区        

750,120 

足立区 

683,426 

渋谷区 

254.6 

5 大田区 

684,451     

江戸川区 

678,967 

新宿区 

229.9 

４ 区部の流入・流出人口 

 

  ＝区部への流入人口は 317万人、区部からの流出人口は 40万人＝ 

 

（１）区部への流入 

区部への流入人口は 3,169,416人となっている。 

道府県別で見ると、神奈川県の 904,659 人が最も多く、次いで埼玉県 860,171 人、千

葉県 723,054人の順となっている。 

都内市町村から区部への流入人口は 542,974 人となり、市町村別で見ると、調布市の

48,044人が最も多く、次いで町田市 45,839人、西東京市 43,816人の順となっている。 

（表４－１～２、図 19～20、統計表第６表） 

 

図１９ 区部への流入人口

   

表４－１　区部への流入人口　（人）

常住地 流入人口

総　数 3,169,416
　茨城県 68,504
　栃木県 16,445
　群馬県 11,050
　埼玉県 860,171
　千葉県 723,054
　神奈川県 904,659
　その他の道府県 42,559
　都内市町村 542,974

  

群馬県
11,050人

栃木県
16,445人

茨城県
68,504人

千葉県
723,054人

神奈川県
904,659人

埼玉県
860,171人

 区部
都内市町村
542,974人

 

   

表４－２　市町村から区部へ （人）

順位

1 調 布 市 48,044
2 町 田 市 45,839
3 西 東 京 市 43,816
4 八 王 子 市 42,752
5 三 鷹 市 37,484

流入人口

 
 

図２０ 市町村から区部への流入人口  

 

奥多摩町
青梅市

清瀬市
瑞穂町 東村山市

羽村市 東久留米市武蔵村山市
日の出町 東大和市

福生市 西東京市
小平市檜原村 あきる野市 立川市

武蔵野市昭島市 国分寺市
小金井市

三鷹市国立市

府中市
日野市八王子市 調布市

千代田区中央区港区新宿区文京区台東区墨田区江東区品川区目黒区大田区世田谷区渋谷区中野区杉並区豊島区北区荒川区板橋区練馬区
足立区 狛江市葛飾区江戸川区島 稲城市

多摩市

町田市

大島町 利島村 新島村 神津島村

三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村

中央防波堤埋立
地

4
3
2
1
     
     0未満

 

0,000以上
0,000～40,000未満
0,000～30,000未満
0,000～20,000未満

0～10,000未満

市町村から区部へ市町村から区部へ（人） 

４0,000 以上 

３0,000～４0,000 未満 

２0,000～３0,000 未満 

１0,000～２0,000 未満 

0～１0,000 未満
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（年 84 万円）を上回っており平均年収である約 340 万円の 25％に達している。 

 
出典：ネクスト HP「Home’s 不動産投資 見える!賃貸経営」より引用 

図 2-3-4 都道府県における家賃相場 

 

  

     表 2-3-5 概算容積率、指定容積率と充足率(単位：千㎡、%) 

出典：住友信託銀行『調査月報』2012 年 3 月号より引用 

 

 このように居住スペースが少なく、家賃が高止まりしている原因には 2 つあると考えら

れる。1つ目は、都市空間の高度利用が不十分だということだ。表 2-3-5 は東京 23区の各

種容積率を表している。都心 3 区における容積率の充足率が約 97%であり、十分に利用さ

れていることがわかる。これらの地域ではオフィス需要が大きく、その収益率も高いこと

が一因として挙げられる。一方で、都心 3 区を除く東京都心を見てみると、必ずしも充足

率が高いとはいえず、30%台に留まっている地域もある。  

住友信託銀行 調査月報 2012年 3月号       経済の動き～構造的過剰供給体質を有する東京オフィス市場 

                                                                                             

 

4 

３．拡大を続ける理由の検証 

 

需要動向とは次元を異にするかの如く、東京 23 区のオフィス床面積はなぜこうも長期

間に亘って拡大を続けるのか。その原因と考えられる幾つかの事象を検証する。 

 

（１）未消化容積の存在 

東京 23 区は全域が都市計画区域内であり、都市計画法によりエリア別に建物用途と容

積率が指定されている（指定容積率）。ところが、巷でもよく知られている通り、現在の既

存建物はこの指定容積率を消化しきっておらず、未消化容積を多く残している。 

表１は、宅地面積と既存建物の床面積から指定容積率の消化状況（充足率）を概算した

ものである。これを見る限り、東京 23区全体の既存建物の充足率は 58.9％と 6割に満た

ない。都心3区では97.9％とほぼ100％に近いが、渋谷区や新宿区といった中心区部でも

6～7割程度である。個別の建物ごとには、斜線規制や日影規制等の制約のために指定容積

率を十分に消化しきれないケースが多々あるとは考えられるものの、23区全体として、既

存の建物を建て替える際に、敷地の拡大を伴わずに従前より規模の大きな建物を建築する

余地が未だに大きい事を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1　　概算容積率、指定容積率と充足率（単位：千㎡、％）

宅地面積　Ａ 建物延床面積　Ｂ
概算容積率　Ｃ
（Ｂ/Ａ×100） 指定平均容積率　Ｄ

充足率
（Ｃ/Ｄ×100）

千代田区 3,651 22,072 604.5 558.7 108.2

中央区 3,945 21,197 537.3 570.3 94.2

港区 9,270 35,815 386.4 408.4 94.6

都心3区計 16,866 79,084 468.9 478.8 97.9

新宿区 9,852 24,100 244.6 386.8 63.2

渋谷区 8,089 19,090 236.0 327.4 72.1

都心5区計 34,807 122,274 351.3 417.6 84.1

文京区 5,903 11,924 202.0 338.0 59.8

台東区 4,540 12,932 284.8 484.8 58.8

墨田区 6,845 12,746 186.2 325.7 57.2

江東区 14,685 27,451 186.9 288.3 64.8

品川区 11,573 21,515 185.9 277.3 67.0

目黒区 9,047 12,603 139.3 207.3 67.2

大田区 25,028 33,750 134.8 216.8 62.2

世田谷区 34,653 35,157 101.5 168.5 60.2

中野区 10,047 12,495 124.4 214.9 57.9

杉並区 21,566 21,623 100.3 155.4 64.5

豊島区 7,863 15,587 198.2 352.9 56.2

北区 9,542 13,306 139.4 251.5 55.4

荒川区 5,437 8,588 158.0 325.8 48.5

板橋区 17,989 21,720 120.7 235.6 51.2

練馬区 28,167 25,529 90.6 162.7 55.7

足立区 27,266 25,312 92.8 242.2 38.3

葛飾区 16,596 16,540 99.7 212.6 46.9

江戸川区 23,340 24,836 106.4 232.2 45.8

23区合計 314,894 475,888 151.1 256.4 58.9

（資料）東京都「東京の土地2010」、数値はH22年1月1日現在
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 2 つ目は、都心の住宅供給の量と質を低下させる弊害が存在しているということだ。東

京２３区の容積率の充足率が平均 59%であることから見ても、そもそも土地を高度利用し、

収益を得ようというインセンティブが低い状況にある。  

例えば、日本の賃貸物件は一般借家と定期借家に分類される。一般借家と定期借家の本

質的な差は、賃貸契約におけるリスク構造の違いである。一般借家契約は家賃が固定され

ているので、家賃収入のリスクはない。しかし、 家主は借家人を一方的に追い出すことが

できない。マンションのような複数の借家からなる 建物の場合、一人の借家人が立ち退き

を拒否した場合建て替えできず、住宅の高度利用が進まない。一方、定期借家契約は、こ

れらのリスクを家 主の計算に含めることができる。家主は、市場の状態に合わせ家賃を上

げることができる。さらに家主は、借家人に居座られるという リスクから解放されており、

建て替えの難易度は減少する。住宅の高度利用推進には定期借家利用の増加が望ましい。

国土交通省の実施した平成２６年度 住 宅 市 場 動 向 調 査 報 告 書によると定期借

家の利用は 3.2％にとどまっている。要因として、定期借家は借家人による契約の解除を

いつでも認めており、家族向けなどスペースの広く解約された時の損失が大きい住宅の供

給がされていないことが挙げられる。 

 さらに、持ち家についても高層化および土地建物の有効活用というインセンティブが阻害

されている状況がある。  

 

１）集合住宅  

集合住宅の建て替えは、区分所有法に基づく建て替え決議が必要である。区分所有者及び

その議決権の各５分の４以上の多数の賛成により成立するため、大変基準が厳しいものと

なっている。また、所有権の一括売却の場合売却価格が上がるといわれえているが、一人

でも反対者がいると実現できない。  

２）戸建て  

戸建ての分析は、所有権の移り変わりの促進、空き家の活用という視点から行う。戸建て

住宅の所有権は、売却、もしくは相続によって移り変わる。売却を中古住宅市場にでまわ

るまでと、その後に分けて考える。売却をためらう要因として、住宅ローン残高があげら

れる。LTV＝住宅ローン残高/売却価格が 1 より大きい、つまり売却しても住宅ローンが残

る場合売却をためらうことが指摘されている。中古市場の成立については、空き家の項目

で一緒に考察する。  

 空き家が生まれる理由として、税制のゆがみ、中古住宅市場のゆがみがあげられる。空

き家のまま住宅を放置した場合不動産価格が下落し、固定資産税の減少や相続税の軽減に

よるメリットが享受できる。さらに中古住宅市場が整備されていないため、住宅を高値で

売却することが難しく現金化することができない。現在の中古住宅市場はいわゆるレモン

市場である。買い手には住宅の良し悪しが判断できないため、住宅を悪い時と良い時の真

ん中の価格であれば買おうと思う。しかし、状態の良い住宅の売り手は買い手の評価額以

上の金額だと思っているため、市場に住宅を出さない。このため住宅市場に出回る商品が

常に悪い状態のおものばかりになっている。  
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第4節. なぜ「職住分離」が成り立ったのか 

以上、企業の集中に伴い職住が分離してきた原因を検証してきた。企業にとって、集積

は大きなメリットであり、都心はオフィス需要に応える形で居住スペースが減少していく。

そこでいわゆる郊外化という現象が生じ、ドーナッツ型の都市構造が生じる。 

 このような「ワークタウン」と「ベッドタウン」というかたちで、機能が分化すること

をなにが可能にしたのであろうか。この点について、まず、大変興味深いのは日本の私鉄

鉄道ビジネスを支えた「小林一三モデル」の存在である。阪急電鉄の創立者であった小林

は鉄道会社のビジネスモデルとして、職場と住居の分離をつなぐことにより収益をあげ、

郊外の住宅開発を自ら行い、職場の立地する都心にオフィスや商業・娯楽施設などを開発

するという手法を成立させた。その根底にあるのは、「鉄道づくりはまちづくり」という理

念であり、もう 1つは「職住分離」という発想であった。 

 このような「小林一三モデル」は現在でも多くの私鉄によって採用され、基本的な収益

モデルとされている。 

 次に、東京という都市の機能分化を支えた存在として、男女に関する社会の役割の違い

が存在すると考えられる。自明のことであるが、ある居住地から離れ、職場に通い、職場

を離れて帰るという行為をする場合、家事や子育て、介護をする存在が必要である。その

ことを可能にしたのは、ある意味、男性は「企業戦士」として働き、女性は「家内」として

家に残るという「価値観」であり、女性が働く必要がないという社会状況であった。 

 以上、網羅的にあげられるわけではないが、企業の集中に伴う職と住の分離という状況

を支えていた要因としてこれらが考えられる。 

 以上のように、満員電車および長距離通勤が生じる原因を検証してきた。ここから明ら

かになったのは、企業が集積のメリットを重要視するあまり、人々は郊外に住まざるをえ

ず、きわめて住みにくい状況が生じているということである。 

 広井良典は建物同士の関係や全体としての町並みという「ハード面」の有り様が、人と

人との関係という「ソフト面」と不可分であると述べている33。私たちが東京という都市に

存在する「企業の集中」と「居住の郊外化」という構造が私たち自身だけでなく、家族や

企業との関係を歪めていると考える。東京は住みにくく、一刻も早く作り直す必要がある

と感じている。 

 

第4章. これまでの政策の問題点 

これまでは、満員電車および長時間通勤を引き起こした要因、すなわち企業の集中と職

住分離を検証してきた。ここからは、これまで実施されてきた政策に関してどのような問

題があったのかという点を論じていく。特に、後述する私たちの提言の中核になる「企業

の移転」に関して詳しく論じる。さらに、現在、新しい働き方として導入されつつある「テ

レワーク」についても考察を加えたい。 

                                                   
33広井良典『コミュニティを問い直す』(筑摩書房、2009 年) 
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第1節.  進まぬ地方移転 

2014年 5月、「日本創成会議」が「全国の 49.8%の自治体が消滅可能性都市になる」と発

表し、地方の人口減少の問題が提起された。政府はこれを受けて「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を閣議決定し、人口問題への対応策として東京一極集中の是正と地方への人

口移転を目標に掲げ、民間企業の本社機能等の地方移転を政策目標とするに至った。この

結果、2015年に地域再生法を改正し、東京 23区から地方へ本社機能を移転する企業や、地

方に本社を置く企業の本社機能の拡充に対する税制優遇措置を設けた。さらに、地方自治

体の側も地域再生計画を策定している。自治体独自でも税制優遇措置を取り、法人事業税

や不動産取得税、固定資産税の大幅な減額措置を設けるほか、家賃補助や補助金、奨励金

による助成まで行う自治体もある34。 

まさに三跪九叩頭の礼でもって企業を受け入れようということだが、成功しているとは

言い難い。2016年 1月から 9月に東京、千葉、埼玉、神奈川の 1都 3県に本社を移した企

業は 225 件で、この地域から転出した企業の数 164 件を上回った。転入が転出を上回るの

は 6 年連続であり、この傾向は変わっていない。また、転出の場合であっても転出先は大

都市が多い35。実際、平成 26年の時点で、東京都内において約 66万の事業所が存在してい

る。また、同じく平成 26 年時点、東京都が有する会社企業数は約 27 万社であり、これは

全国の 15.6％を占めている 。その中でも特に、いわゆる丸の内に代表されるようなオフ

ィス街を中心に企業は集積しており、港区、中央区、千代田区の３つの区は東京都内 にお

いて最も多くの事業所を有している。 

企業は安い地価や税制・補助金による目先の利益、コストカットよりも大都市にいるメ

リット、特に東京にいるメリットを重視している。東京における企業の集積、人材の集積

は大きな魅力であり、企業は合理的な経済活動の結果東京に集中しているのだと考えられ

る。SankeiBiz「優遇策空振り 企業、進まぬ地方移転 市場や情報、東京本社にメリット」

の記事に紹介される企業の声からは、情報・人材・取引先や需要が東京に集まっているこ

とが窺える。このことから以下では、東京圏に企業が集積するメリットについて場合分け

し、考察する。 

「地方移転のための減税・補助金ではうまくいかない」 

上記のような集積の価値に対し、政府自治体のとる減税・補助金策による地方移転推進

という手法は有効ではない。同業種ないし多業種での集積により情報格差を埋めなければ

ならないところを、各自治体が競い合うように「どんな会社でもいいから優遇措置をとる

ので来てほしい」というのでは、集積をつくることができない。高学歴人材の集積の観点

から考えると、松浦(2012)は「生産性の高い企業は立地コストが高くても、高学歴人材が

集積すると考えられる高賃金地域に移転する」とし、「賃金水準と地価などの立地コストが

                                                   
34 ビジネス＋IT「長野県 95％、富山県 90％減税、それでも企業本社の地方移転が進まないのはなぜか」

http://www.sbbit.jp/article/cont1/32163 
35 日テレ NEWS24「政府が推進『企業の地方移転』に課題」

http://www.news24.jp/articles/2016/10/27/06344868.html 
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相関を持つ」とした上で、「企業を誘致するために、固定資産税の減税や立地補助金といっ

た立地コストを引き下げるための施策」について「あまり効果が期待できない」とする。 

  

図 2-4-1 地方移転への可能性アンケート      図 2-4-2  地方拠点の拡大状況 

 

 

図 2-4-3 地方移転を拒む理由 

 

上の図 2-4-1 から図 2-4-336は日本経済団体連合会が 2015 年に 6 月に企業に対して行っ

た「本社機能の地方移転に関する緊急アンケート」の結果である。同アンケートで、本社

機能の一部地方移転の可能性として「地方への移転を検討」または「検討していないが、

将来的に移転の可能性がある」とした企業は、147社のうちわずか 7.5％にとどまった。つ

まり、9 割以上の企業が本社機能の一部地方移転に関して消極的であるという結果となっ

た。また、地方移転を阻むまた、地方拠点の拡充・強化に関しては「拡充・強化する予定」

及び「拡充・強化を検討している」と回答した企業が合わせて 21 企業とう結果になった。

これは本社機能を移転することに比較しても可能性として一見高いようい見えるが、依然、

「当面、拡充・強化する予定はない」と回答した企業は 117 社にのぼり、企業の消極的姿

勢が目立つ。主な理由（複数回答）として、「現時点の拠点で機能・利便性に支障がない」

と回答した企業が 112 社に上っている。このことから企業は現状維持を保持する傾向が強

いことが推測できる。また、次いで 86社は「取引先や官庁等の関係者が東京に集中」を理

由としている。つまり、企業の集積のメリットならびに官庁の許認可権限の問題が地方移

転には大きい。 

以上を総合すると、地方拠点強化税制といった減税政策ではインセンティブとして全く

不足しているのである。経団連によれば 10～20 年にわたる法人税の全額免除が必要37だと

                                                   
36 日本経済団体連合会「本社機能の地方移転に関する緊急アンケート」 

www.keidanren.or.jp/policy/2015/079a.pdf 
37 SankeiBiz「優遇策空振り 企業、進まぬ地方移転 市場や情報、東京本社にメリット」 
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いう。この規模の減税策は本末転倒であって、減税インセンティブによる地方移転は現実

的に困難である。 

第2節. 産業クラスター政策 

政府も「集積のメリット」を生かす施策を行ってきた。例えば、経済産業省は 2001年に

『産業クラスター計画』を打ち出し、2009年まで実施した。この計画は「地域経済の再生

が喫緊の課題」という問題意識の下、産学官の広域的な人的ネットワークと地域関連施策

の総合的かつ効果的な投入により産業クラスターの形成を目指すというものであった38。こ

の当時、経済産業省はベンチャー企業支援や研究開発投資への補助を全面に押し出しだし

ており、シリコンバレーをモデルとした経済エコシステムを複製しようとしていたと考え

られる39。 

この計画には、実際に約 3800 社の企業と約 200 大学の参加し、全国で 19 のプロジェク

トが実施されるに至った。本報告書が対象としている関東地区においても地域産業活性化

プロジェクトとして、埼玉南西部、東京都多摩地区および神奈川県中央部などにおける企

業群の育成が目指された40。 

このような産業クラスター形成の試みの効果に関する研究が幾つか存在している。例え

ば、Nishimura and Okamuro(2010)は産業クラスターにおけるネットワーク形成が研究開発に

対して正の影響があると論じている41。さらに、大久保・岡崎(2015)は地方において形成さ

れる産業クラスターにより大都市圏との企業取引が増大する「外延の効果」を持ったとし

ている42。一方で、産業クラスター形成のために補助金政策がとられると生産性の低い企業

が立地、集積してしまうために結果として悪質なクラスターが形成されると主張する論文

もある43。 

このようなメリット・デメリットが存在する産業クラスター政策であるが、日本におい

ての評価は必ずしも好ましいものではない。殊、上述した産業クラスター計画に関しては、

シリコンバレーのようなクラスターを創出できていない点が指摘されている44。実際、経済

産業省も産業クラスター形成の困難性を認識している。例えば、同省が発表した「地方創

生と地域経済産業政策について」という資料においては、産業クラスター政策が域内のネ

ットワーク形成において成果をあげる一方、広域連携の不十分さや新規企業の立地促進の

困難性に直面したことが述べられている45。 

以上のように、「集積のメリット」を生かすために産業クラスターを形成するという政策

は、健全かつ成長見込みのある有望企業が立地および集積しないという困難性に直面した

                                                   
38 

経済産業省「産業クラスター計画(地域再生・産業集積計画)について」平成15年1月31日(http://www.meti.go.jp/topic/data/e20308a

j.html) 
39 岡崎哲二・星岳雄「政府のイノベーション政策はなぜ失敗続きだったのか」日経ビジネスオンライン2015年11月2日 
40 関東経済産業局「地域産業活性化プロジェクト」(http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/juten/index_baitara.html) 
41 J.Nishimura and H.Okamoto, “R&D productivity and the organization of cluster policy: An empirical evaluation of 

the Industrial Cluster Project in Japan, ” Journal of Technology Transfer, 2011, 36:117-144  
42 大久保敏弘・岡崎哲二「産業政策と産業集積：『産業クラスター計画』の評価」RIETIディスカッションペーパー 2015年12月 
43 T.Okubo and E.Tomiura, “Productivity distribution, firm heterogeneity and agglomeration”, RIETI 

Discussion Paper 10017, Research Institute of Economy, Trade and Industry, 2010, Japan. 
44 岡崎哲二・星岳雄「日本にシリコンバレーが生まれていない6の理由」日経ビジネスオンライン2015年10月26日 
45 経済産業省 地域経済産業グループ「地方創生と地域経済産業政策について」平成28年3月 
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といえる。 

第3節. 実現可能な「移転」 

以上、企業が都心に集積する理由と政府の施策が機能していない現状を分析した。「上か

ら」の政策で企業移転を一から十まで行うことは不可能と言ってよい。我々の本来の目的

に立ち返ってどういった移転を実現すべきか考えたい。そもそも、政府の「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」によって始まった減税による地方移転策は、あくまで地方の人口減

少問題に対する解決策として企業の地方移転が叫ばれ、画一的に減税・補助金によるイン

センティブを与えたものである。つまり、東京における住みやすさを目的としたものでは

ないし、企業や人材の集積の実態や、業種ごとの移転の実態に即さないものであって、失

敗は当然のものである。松浦(2012)では長距離の本社移転のケースで東京からの転出が少

ないことに着目し、東京から他地方への移転は難しいとする。 

我々の目的はあくまで既に企業と人とが集まり巨大都市となった東京における住みやす

さのため、企業・住居の適切な配置、そのための適度な分散、都心三区への過剰な集中で

はなく東京圏内での小規模にして多数の集積を作るという街づくりの問題にある。そこで、

我々が検討すべきは都内、ないし 23区に極めて近い隣県地域への移転であり、地方への移

転とは区別しなければならない。というのも、都区内での移転であれば情報獲得に大きな

遅れはとらず、東京での就職を希望する学生にとっても問題がない。人材の集積面でも影

響がないということになる。そこで、我々が政策で担保すべきなのはブランディングの部

分である。 

また、企業移転は移転に積極的な企業に対して働きかけることが合理的である。すでに

丸の内・大手町に自社ビルを構える総合商社やメガバンクのような大企業を、国家の政策

として移転させるということはできないからである。企業移転に積極的な企業の例として

は、ベンチャー企業、比較的新しい企業が挙げられる。松浦(2012)においても、「規模が大

きく、比較的若い企業で移転確率が高」いとある。企業規模、従業員数などを急速に拡大

するベンチャー企業においては、その拡大とともに必然的に移転が必要であり、楽天など

数年単位で本社移転を繰り返す例もある。こうした企業に対し政策的に用地選定を行い、

集積地としてブランディングをしていくことが、後続の移転を喚起する好循環を生みうる

だろう。 
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第4節. テレワークについて 

テレワークの定義は「ICT（情報通信技術）を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟

な働き方」と総務省のＨＰにある。テレワークには様々なメリットが存在するが、我々が

問題としている通勤に対して直接的な効果がある。しかしテレワークの導入率は現状低い

ままである。テレワークのための制度

や仕組みを「導入している」と回答し

た企業は 7.9%であり、「検討している」

及び「関心がある」と回答した企業を

加えても 2 割程度である46。これに対

し、「テレワークに適した職種がない」

と回答した企業が約 4 割を占め、そも

そもテレワークを導入することができ

ないと考えている企業が多いと考えら

れる。 

なぜこのようにテレワークが導入

されていない、もしくは導入できない

と考えているのであろうか？労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎氏は、テレワークが定

着しない理由を次のように指摘する。「日本は欧米と異なり、空間および時間をみんなで共

有することが重要な働き方になっている。だからテレワークでは管理も評価も難しくなっ

てしまうのです。テレワークが定着したイギリスやオランダでは、資料がすべてデータ化

され、自宅でも見られるなら何の問題もない、という感覚です。一方、日本では勤務時間

内、時間外に本音での話ができないと、なかなか仲間として仕事の輪の中に入れない。こ

の感覚が暗黙の前提となっている以上、テレワーク導入は難しいと思います」。さらに日本

では共有するのは空間、時間、感覚だけではないという。「日本は仕事を部署全体で共有す

るスタイル。たとえば休暇中の人の業務に対しても、必ず別の人が対応しフォローします。

このように、"ジョブ共有型"のため、個人の業務内容を厳密には切り出しにくく、これが

在宅ワークだけでなく、残業削減、有給消化促進などの障害になっています」（濱口氏）47。

このように日本のジョブ型労働においては個人の業務の把握から始める必要があるだろう。 

次にテレワークをより細かく分類して議論を進めていく。労働政策研究・研修機構の調

査48では、「完全在宅勤務（週に 3 日以上自宅で作業する働き方）」「部分在宅勤務（自宅で

の作業が週に 2 日以内の働き方）」「モバイルワーク（電話連絡だけでなく、会社のサーバ

ーにアクセスできる環境で、施設に依存せずどこでも仕事が可能な働き方）」「セカンドオ

フィス（サテライトオフィス、他事業所、プロジェクト期間中に設置される臨時のオフィ

                                                   
46 総務省 HP「第 2 部 ICT が拓く」

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc243330.html 2017/2/25 参照 
47 「現代の働き方 テレワーク そのメリットと課題とは？」

http://www.adecco.co.jp/vistas/adeccos_eye/41/ 2017/2/25 参照 
48 「企業のテレワークの実態に関する調査結果」

http://www.jil.go.jp/institute/research/2008/documents/050/050.pdf 2017/2/25 参照 

7.9

13.8

37.4

40.9

テレワーク

テレワーク導入済み 検討している・関心がある

導入予定はない 適した職種がない

図 2-4-4 テレワーク 

総務省ホームページ参照 
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スなどで一時的・短期的に作業をする働き方）」の 4つに分類されており、この分類に従い

分析を行う。 

 

 

2008年に発表されたこの調査においてもテレワークの実施率は低かったものの、導入さ

れている企業でどのような形態のテレワークが行われているのか調べられていた。我々の

問題意識を解決するには自宅での勤務が可能である必要があり、モバイルワークもしくは

セカンドオフィスが対象とならないことに注意する。完全在宅勤務と部分在宅勤務を合計

した導入率５０％を境に分類すると、50％を上回る職種は、研究・開発・設計、企画・調

査・広報、情報処理、人事・労務・総務である。一方下回るのは、営業、販売・サービス、

経理・会計の３つの職種となった。前者 2 つはフェイス・トゥー・フェイスのコミュニケ

ーションが重視される職種であり、自宅勤務という意味でのテレワークにはなじまないこ

とが考えられる。経理に関しては、セキュリティ上の問題で導入されていないのであると

推測される。経理・会計部門に関しては情報技術の進展で今後導入されていく可能性があ

るが、営業、販売・サービスは対面することが重視される点に変わりはなく今後も在宅勤

務は難しいだろう。以上のことかから、テレワークを導入していくことは一部の職種にと

って我々の問題を解決しうるが、営業、販売・サービス、現状の経理では難しいというこ

とが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4-5  

出典 企業のテレワークの実態に関する調査結果 
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第3. 提言～私たちの主張～ 

 

以上、満員電車および長時間通勤に伴う現状を分析し、それらの根本的な原因を検討し

てきた。このような分析に基づいて、私たちは「自分の時間を取り戻せる都市・東京」を

目指すために以下の政策を提言する。 

 

 

 

 

 

 

 

 本章において、「自分の時間を取り戻せる都市・東京」を目指し、政策提言を行う。確認

しておくと、私たちは満員電車や長時間通勤という「痛勤」体験をきっかけとし、東京と

いう都市の住みづらさを憂いている。たとえ、東京が GDP や人口規模で世界一を誇ったと

しても、人々が都市に「消費」され、貴重な時間を浪費し、暮らしの質を減じているとい

う状況は上述した通りである。一刻も早く、東京という都市の「カタチ」を作り変え、東

京という都市の環境を改善する必要があると考える。 

 そのために私たちは、(1)都心の土地建物の有効活用、(2)企業の職住近接推進、(3)企業

の都内移転、という 3つの政策を提言する。 

 

1、 「都心の土地建物の有効活用」政策 

 この政策の問題意識は、現在の東京区部における土地・建物の有効活用が不十分ではない

かというものである。その原因として、前述した通り、容積率の充足率は十分ではなく、

空き家の存在や定期借家権などの普及が不十分であることなどがあげられる。このような

状況を克服し、都心の土地建物の有効利用を促す施策をとる。 

  

定期借家権の普及と中途解約権の解消 

 建物の所有者が入居者の意向に左右されずに改築を行うことができる。また、中途解約権

を解消することにより広い居住スペースを供給するインセンティブがはたらく。  

 

リバース・モーゲージの促進  

 高齢者が老後の資金を確保するために、金融機関が土地や建物を担保とする仕組みであ

る。死後、土地や建物は金融機関によりディベロッパーに売買されるため、土地や建物の

有効利用が促されると考えられる。しかし、中古市場の未整備やリフォームを実施してい

ないため建物に資産価値が見込まれず、建物に担保価値がなく借入額が十分でないことが

同ン夕を妨げている原因の一つとなっている。リバースモーゲージの普及には建物の資産

価値の上昇が期待される政策がカギとなる。高齢者が老後の資金を確保するために、金融

提言 1 

「都心の土地建物の有効活用」政策 

提言 2 

「企業の職住近接推進」政策 

提言 3 

「企業の都内移転」政策 
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機関が土地や建物を担保とする仕組みである。死後、土地や建物は金融機関によりディベ

ロッパーに売買されるため、土地や建物の有効利用が促されると考えられる。しかし、中

古市場の未整備やリフォームを実施していないため建物に資産価値が見込まれず、建物に

担保価値がなく借入額が十分でないことが同ン夕を妨げている原因の一つとなっている。

リバースモーゲージの普及には建物の資産価値の上昇が期待される政策がカギとなる。 

 

中古住宅市場の活性化 

 上述したように、中古住宅市場は現在「レモン市場」状態にある。このことから、情報の

非対称性を解決するための仕組みを設ける 

 

マンション法改正 

現在、マンションの老朽化といった問題が存在しているが、実際建て替えをするにあた

り、マンション法が弊害になっている。このことから、5 分の 4 の賛成から 4 分の 3 の賛

成を得れば改築することができるように法改正を行う。 

 

居住容積率の緩和 

容積率に関して、さらに収益を上げられるよう容積率を緩和する。これが有効利用のイ

ンセンティブになると考える。ただ、比較的旺盛なオフィス需要によって満たされること

にならないよう、「居住」に限った容積率の緩和を行う必要がある。 

 これらの政策を行うことにより、区部における居住スペースが拡大する。実際、モデル

式を用いて計算したところ、通勤時間 30 分以内にするためには主に現在から 2030 年ま

での間で以下のような数値目標を設ける必要がある49。 

 容積率 戸建て 120%、共同住宅 600% 

 空き家の活用率 80% 

 共同住宅の建て替え率 20% 

 一戸建てから共同住宅への建て替え率 20% 

 仮にこれらの数値目標が達成された場合、昼夜間人口比率上位 3 区である千代田区、中

央区、港区から通勤時間 30 分である千代田、中央、港、文京、台東、品川、荒川の 7 区

において約 140 万人分の住宅スペースの提供が可能となる。 

 

  戸建  集合住宅  

賃貸   定期借家権の普及  

 中途解約権の解消  

 定期借家権の普及  

 中途解約権の解消  

持家  ・中古住宅市場の活性化  

(情報の対称性を高める)  

・リバース・モーゲージの促

進  

・マンション法改正  

 

 

 

                                                   
49 モデル式に関しては別途添付。 
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2、企業の職住近接推進 

 この政策は、企業が職住近接への取り組みを促す政策である。実際、社員の労働環境だ

けでなく、住環境を改善することは企業にとって有益であるにもかかわらず、依然として

職住の充実に対する関心は低い。このような「企業」の状況を改善するために、以下の政

策を提案する。 

企業の平均通勤時間公表 年齢別  

企業の平均通勤時間の長さが明らかになり、職住近接への取り組み具合がわかる。結果的

に、優秀な人材は職住近接に積極的である会社に集まる。 

 

通勤手当の廃止、住宅補助の充実へ 

通勤手当に課税、住宅補助にかかる所得税の減税を行う。さらに、通勤手当から住宅補

助の効果(2駅ルールなど)が明らかになるにつれて、結果的に、通勤手当が廃止され、より

「厚い」住宅補助へと移る。＊現在は遠いところに住めば住むほど儲かる仕組み 

借り上げ社宅の促進 

借り上げ社宅を導入することにより、職住近接を達成できるだけではなく、企業にとっ

て節税効果がある。 

「痛勤」解消促進法 

そもそも現在において、企業や自治体は「職住近接」がいかに社員や市民の生活を充実

させるのかという意識が希薄である。特に、企業は職住分離や企業の都心集中にともない

生じる「満員電車」や「長時間通勤」という問題が生産性を低下させているという認識に

乏しい。「集積のメリット」に縛られるあまり、社員の「痛勤」に伴う弊害を軽視している

と考えられる。さらに、東京圏の多くの「通勤者」自身も満員電車や長距離通勤を当たり

前だと感じている側面がある。  

 

企業の都内移転 

 東京という都市における暮らし方を改革するためには、根本的には企業の密集を改善す

る必要がある。つまり、企業を移転させることによって東京という都市における企業立地

を最適な状態に変える。そのために、街のブランディング・街づくりへの参加、自治体・

ディベロッパーとの連携、初期費用の補助や法人事業税の減税を行い、移転を促す。 

 

街のブランディング・街づくりへの参加 

 二子玉川における街づくりの事例から、自治体やディベロッパーが街のブランディング

に取り組み、街づくりへの参加を行うことは極めて重要だ。ブランディングは企業価値を

上昇させ、街づくりに取り組むことにより新たな需要を開拓することができる。これらの 

 

自治体ーディベロッパーの連携 

国 初期費用補助(初期費用の 7%を法人所得税(国税)から減税) 

都 法人事業税減税 
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ジェントリフィケーション対策 

このように、既存の住宅やビルなどを建設し、企業が誘致されることによってその土地の

評価が上昇し、家賃が上昇することがある。このような変化をジェントリフィケーション

という。このような問題を解決するために、家賃の抑制をかけた「アフォーダブル住居」

の設置も同時に行う必要がある。 

 

4、政策実施 

モデル事業  

今まで具体的な政策を述べてきた。政策は東京での暮らしをよくするために、主に二つの

軸があり、それは職場の近くに住宅を近づけることと、企業が東京に分散するということ

だ。この政策を実行するにあたって、候補地として多くの地域が考えられるが、その中の

一つをここでは紹介する。 

 

1-1 下町ブランディング 

事業として行うことは、足立区、葛飾区、江戸川区のブランディングである。ブランディ

ングを行う理由は、東京へ企業が集積するメリットの部分で述べてきたとおり、企業の集

積に重要な要素である。その一つであるブランディングを利用して、新たな職住が近づい

た地域を創ることを目指す。自治体、ディベロッパー、企業が連携して、「下町から

SHITAMACHIへ」のキャッチコピーのもと、ベンチャー企業を 3区に誘致し新たなまちづく

りをする。以下、詳しく見ていく。 

 

1-2 下町 3兄弟 

 足立、葛飾、江戸川区は地価、賃貸料金ともに 23 区の中で一番安い50。物価も安く、人

情あふれる地域というイメージが定着している51。また、製造業の事業所数は、足立区 3406、

葛飾区 2979、江戸川区 2764 事業所と合わせると 23 区の中の約 20％を占める52。下町 3 兄

弟と呼ばれるように、零細企業が多く日本のものづくりを代表する地域である。実際、足

立区では足立ブランド、葛飾区では葛飾町工場というブランドを自治体が認定し、ものづ

くりを支援している53。東西を川にはさまれて自然が豊か、JR、京成電鉄をはじめとする 6

つの鉄道が通り交通の便が良い、そんな下町という名の定着したものづくり中心の 3区は、

住みやすさ、ものづくりという点で優れている。しかし、ブランディングをすることでも

っと住みやすく、職住の接近した地域になると考える。 

 

1-3 下町＋ベンチャー企業 

                                                   
50 HOME’s「23 区の家賃相場」（http://www.homes.co.jp/chintai/tokyo/23ku/city/price/）、土地代デー

タ（https://tochidai.info/otoiawase/）より 
51 現代ビジネス「『東京 23 区格差』の裏側～足立・葛飾・江戸川『下町三兄弟』の幸せな毎日」

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48043?page=4 より 
52 政府の統計（平成 26 年度）より 
53 足立区、葛飾区両ホームページより 
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下町をブランディングするためにベンチャー企業を誘致する。なぜベンチャー企業なの

かを説明するのに、一つの企業の取り組みを取り上げる。株式会社リバネスは、2016年 9

月に海外のテクノロジーベンチャー企業が日本の町工場を訪ねる「町工場ツアー」を行っ

た54。「ものづくりの高い技術力を持ちつつも新しいアイデアの取り込みに課題を抱える町

工場と、先端技術を有しながらもものづくりに課題を抱える研究者・ベンチャー」の連携

を目指したもので、実際テクノロジーベンチャーは製品化するノウハウがなく課題を抱え

ているという。リバネスの代表はそうした製品化の課題や、商品化の金額も大手メーカー

に比べて町工場で行うと安価に抑えられるというメリットを挙げている55。ものづくりの

高い技術は周知のとおりであるが、二次請けや下請けに回っているだけではグローバル化

の経済に埋もれてしまう。下町というブランドをベンチャーなどのアイディアを持った企

業と弱点を補いあうことで、二次請けや下請けだけに回らない、発信するものづくりが可

能になる。墨田区ではガレージスミダというインキュベーション施設が町工場とベンチャ

ーのマッチングで実績を上げている56。ベンチャーの新しいアイディアと下町のアイディ

アを実現する高い技術が、下町から SHITAMACHIへと新たなブランディングを生む。3区

から新しい商品が生まれることが企業の新しい集積を生み、大手町一極集中を緩和する。 

 

1-4 自治体、ディベロッパー、企業の連携による実現 

 ベンチャー企業の誘致は、自治体の補助金や税制優遇で実現するが、もっと大きな枠で

どのようなまちづくりにするかは、3 区の住民と自治体、ディベロッパーの連携で決める

こととする。そのため、ここでは自治体の補助について触れる。法人税減税や、初期費用、

賃料を低くするなど、誘致には様々な方法があるが、我々が強調したいのはベンチャーを

強制的に動かすというための誘致ではないということである。下町という 3 区の強みを活

かして、その強みをより磨いてブランド化していくことに意味がある。補助金は最後の一

押しに過ぎず、SHITAMACHIのブランドに企業が集積するようになり、住まいと職場を近づ

ける。 

 今回紹介したのは下町 3 区のみであったが、23 区内でブランディングを進めることで、

職住接近を達成する。 

 

終章 

 都市社会学者である H.ルフェーヴルは『都市への権利』のなかでこう述べている。 

 

...馬鹿らしく悲劇性のない悲惨を展示することが必要であろうか。自分の住居から、近

くあるいは遠くの駅へ、混んだ地下鉄へ、事務所あるいは工場へと走り、夕方ふたたびこ

                                                   
54 Leave a Nest プレスリリース https://lne.st/2016/09/06/superfacotry/より 
55 Hanjo Hanjo「町工場がよみがえるベンチャーとの連携！」

http://hanjohanjo.jp/article/2017/01/04/6984.html より 
56 日経ビジネス「ニッポンの町工場はこうやって生き残る」

http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20150413/279883/?P=1 より 
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の同じ道をたどり、翌日また始める力を回復するために自分の家に帰るものの日常生活を

理解するためには、目を開きさえすれば足りる。 

 

 以上のルフェーヴルの言及は、私たちの問題意識とまさに一致している。すなわち、東

京という都市における住環境の悲惨さはすでに存在しており、決して将来や可能性として

存在しているのではない。まさに「いまここに」存在しているのである。満員電車や長時

間通勤で消耗し、それに伴い家庭や企業への影響がでるということを政府や企業経営者に

は理解してほしい。ルフェーヴルの言葉を借りれば、理解するために「目を開いて」欲し

いということだ。 

 このような理解を第一歩とし、達成されるべき理想は、時間を取り戻せる都市・東京で

ある。満員電車や長時間通勤の解消により時間を取り戻すという意味ももちろんある。た

だ、それだけではなく、いわば「出来事」としての時間を取り戻せる東京を作りたい。妻

との何気ないひと時、子供のライフイベントの共有、家族水入らずの食事、同僚との仕事

帰りの一杯、そして都市において乏しいとされている地域行事への参加など、「失われた時

間」を取り戻せる東京であってほしい。 

そして、私たちが暮らす東京、私たちの子供たちや孫たちが暮らす東京という「舞台」が

人々の可能性を広げてくれる都市になることを切に願う。そのときにはじめて「都市の空

気」は私たちを自由にしてくれるに違いない。 
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巻末 

＜政策分析に使ったモデル式＞ 

𝑋・通勤時間 30分以内の区の値の列ベクトルとする。𝑦・をスカラーとする。𝑋1

を一戸建ての住宅数、𝑋2を持ち家の一戸建ての空き家の住宅数、𝑋3を長屋建ての住宅数、

𝑋4を共同住宅の住宅数、𝑋5を宅地面積、

𝑦1を 23区での一戸建て住宅の住宅１つあたりの敷地面積、𝑦2

を 23区での長屋建て住宅１つあたりの敷地面積とする。 

𝑋6 = 𝑦1(𝑋1 − 𝑋2)(空き家を除く一戸建て住宅の敷地面積)、𝑋7

= 𝑦1𝑋2(空き家の一戸建て住宅の敷地面積)、𝑋8

= 𝑦2𝑋3(長屋建ての敷地面積)、𝑋9

= 𝑋5 − 𝑋6 − 𝑋7 − 𝑋8(共同住宅の敷地面積)とできる。 

𝑋10を一戸建て住宅 1つ当たりの延べ床面積、𝑋11

を長屋建て住宅 1つ当たりの延べ床面積、𝑋12

を共同住宅 1つ当たりの延べ床面積とする。 
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𝑋13 = 𝑋10
′𝑋1(一戸建ての総延べ床面積)、𝑋14 = 𝑋11

′𝑋3(長屋建ての総延べ床面積)、𝑋15

= 𝑋12
′𝑋4(共同住宅の総延べ床面積)となる。𝑦3

=

𝑋10
′ (
1
⋮
1
)

(𝑋6 + 𝑋7)′ (
1
⋮
1
)

(徒歩 30分以内の一戸建て住宅の容積率), 𝑦4

=

𝑋11
′ (
1
⋮
1
)

𝑋8
′ (
1
⋮
1
)

(徒歩 30分以内の長屋建て住宅の容積率)、𝑦5

=

𝑋12
′ (
1
⋮
1
)

𝑋9
′ (
1
⋮
1
)

(徒歩 30分以内の共同住宅の容積率)とできる。 

ｐ
・
をパラメータのスカラーとする。𝑝1

をこれから 2030年までに建てられる一戸建て住宅の平均容積率、𝑝2

をこれから２０３０年までに建てられる長屋建て・共同住宅の容積率、𝑝3

を２０３０年までに一戸建て住宅が共同住宅として建て替えられる割合、𝑝4

を２０３０年までに長屋・共同住宅が長屋・共同住宅として建て替えられる割合、𝑝5

を２０３０年までに現在より空き家が活用される割合、𝑝6

を一人が住むのに必要な面積とする。ここで政策によって増える人数は、 [𝑝1𝑝3𝑋6
′ (
1
⋮
1
)

+ 𝑦3(1 − 𝑝3)𝑋6
′ (
1
⋮
1
) + 𝑝2𝑝4(𝑋8 + 𝑋9)

′ (
1
⋮
1
) + 𝑦4(1 − 𝑝4)𝑋8

′ (
1
⋮
1
) + 𝑦5(1 − 𝑝4)𝑋9

′ (
1
⋮
1
)

+ 𝑝1𝑝6𝑋7
′ (
1
⋮
1
) − (𝑋13 + 𝑋14 + 𝑋15)

′ (
1
⋮
1
)] /𝑝6として推定できる。 

参考文献 総務省統計局「平成 25 年住宅・土地統計調査」 

 

＜政策の波及プロセス＞ 
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