
　　注１）金額は全国ベースの総額である。

　　注２）計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計において一致しないものがある。

区　　分 主な要求事項
３１予算案

（億円）

無電柱化事業の推進 ― 社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金（後掲）に一括計上＊ ― 国土交通省

木造住宅密集地域の整備促進 ― 防災・安全交付金（後掲）に一括計上＊ ― 国土交通省

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の促進 ― 社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金（後掲）に一括計上＊ ― 国土交通省

下水道事業に対する交付制度の拡充 ― 社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金（後掲）に一括計上＊ ― 国土交通省

荒川第二・第三調節池の整備推進 9,973 治水事業＊ 9,973.0億円 国土交通省

水産基盤整備事業＊、農山漁村地域整備交付金＊ 1,877.6億円 農林水産省

港湾整備事業＊、小笠原諸島振興開発事業＊ 2,769.4億円

防災・安全交付金に一括計上＊ ―

ブロック塀等に対する安全対策への支援 ― 社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金（後掲）に一括計上＊ ― 国土交通省

子ども・子育て支援新制度の実施 2,985億円 内閣府

社会的養育の充実 237.0億円 厚生労働省

職場における女性の活躍を推進する雇用就業
施策の充実 283 女性活躍推進法の実効性確保、仕事と家庭の両立支援の推進 282.6億円 厚生労働省

国民一人一人の働き方を変えるテレワークの推進 1.8億円 総務省

「働き方改革推進支援センター」によるワンストップ型の相談支援等、
働き方改革に係る国の支援策の全国的な周知・広報

79.0億円

生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む事業者等の支援、勤務
間インターバル制度の導入促進、長時間労働の是正に向けた監督指導体
制の強化等、年次有給休暇の取得促進等による休み方改革の推進

196.8億円

健康に働くことができる職場環境の整備、仕事と家庭の両立支援の推進
（再掲）

326.0億円

雇用型テレワークの導入支援、自営型テレワーク等の就業環境の整備 6.7億円

スクール・サポート・スタッフの配置 14.4億円

中学校における部活動指導員の配置 10.1億円

障害者の就業支援策の一層の充実 225 治療と仕事の両立支援、障害者の活躍促進＊ 225.0億円 厚生労働省

地域公共交通確保維持改善事業＊ 220.1億円

鉄道技術開発費補助金＊ 1.5億円

都市鉄道整備事業費補助（地下高速鉄道）＊ 60.4億円

バリアフリー法等に基づく一体的・総合的なバリアフリー化の推進＊ 0.6億円

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業＊ 54.7億円 国土交通省

島しょ港湾等の防災対策の推進 ―
国土交通省

厚生労働省

337

610

文部科学省

3,222

国土交通省

少子社会対策の推進

25

「セーフ シティ」の実現
～もっと安全、もっと安心、
もっと元気な首都・東京～

学校における働き方改革の実現

「ダイバーシティ」の実現
～誰もがいきいきと生活で
きる、活躍できる都市・東京
～

ライフ・ワーク・バランスの推進

平成３１年度国の予算編成に対する東京都の提案要求事項 平成３１年度政府予算案における措置状況

国の事業名等（＊は事業の一部が該当するもの）

鉄道駅のバリアフリー化の推進
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区　　分 主な要求事項
３１予算案

（億円）

平成３１年度国の予算編成に対する東京都の提案要求事項 平成３１年度政府予算案における措置状況

国の事業名等（＊は事業の一部が該当するもの）

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金＊ 160.0億円

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費
補助金

11.0億円

地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の普及促進＊ 5.3億円 国土交通省

電動化対応トラック・バス導入加速事業 10.0億円 環境省

風力発電のための送電網整備の実証事業費補助金 80.0億円

再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代型の電力制御技術開発事
業＊

19.7億円

海洋エネルギー発電技術の早期実用化に向けた研究開発事業 4.8億円

水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業 6.0億円 環境省

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金（再掲）＊ 160.0億円

燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金 52.0億円

燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金 100.0億円

次世代燃料電池の実用化に向けた低コスト化・耐久性向上等のための研
究開発事業

37.9億円

超高圧水素技術等を活用した低コスト水素供給インフラ構築に向けた研
究開発事業

29.9億円

新エネルギー等の保安規制高度化事業委託費＊ 5.8億円

未利用エネルギーを活用した水素サプライチェーン構築実証事業 162.7億円

水素エネルギー製造・貯蔵・利用等に関する先進的技術開発 14.0億円

地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の普及促進（再掲）＊ 5.3億円 国土交通省

再エネ水素を活用した社会インフラの低炭素化促進事業 25.7億円

再エネ等を活用した水素社会推進事業 34.8億円

食糧産業・６次産業化交付金＊ 14.3億円 農林水産省

食品廃棄物等リデュース・リサイクル推進事業費 0.9億円 環境省

容器包装等のプラスチック資源循環推進事業費 2.1億円

脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業 35.0億円

外国人旅行者の受入環境整備の拡充 55 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（再掲）＊ 54.7億円 国土交通省

外かく環状道路の早期完成 3,699 効率的な物流ネットワークの強化＊ 3,699億円 国土交通省

経済産業省

111
経済産業省

再生可能エネルギーの本格的な普及拡大

ゼロエミッションビークルの普及促進

「スマート シティ」の実現
～世界に開かれた、環境先
進都市、国際金融・経済都
市・東京～

プラスチック対策の推進

食品ロス削減施策の推進 15

水素社会の実現に向けた着実な取組

環境省

環境省

経済産業省

37

186

628
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区　　分 主な要求事項
３１予算案

（億円）

平成３１年度国の予算編成に対する東京都の提案要求事項 平成３１年度政府予算案における措置状況

国の事業名等（＊は事業の一部が該当するもの）

国際拠点空港（羽田空港分）＊ 733.0億円

空港周辺環境対策事業＊ 29.0億円

農山漁村地域整備交付金（再掲）＊ 977.1億円

川上・川下連携による成長産業化支援対策 26.8億円

林業・木材産業成長産業化促進対策 88.9億円

森林資源循環利用林道整備事業、林業専用道整備事業 30.6億円

花粉発生源対策推進事業 1.1億円

ドーピング防止活動推進事業 3.1億円

2020年以降へのレガシー創出に特に資する文化プログラム関係経費 74.8億円

医療機関における外国人患者の受入体制の整備＊ 17.0億円 厚生労働省

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（再掲）＊ 54.7億円

地域観光資源の多言語解説整備支援事業 10.0億円

オリンピック・パラリンピック暑熱環境測定事業 0.4億円 環境省

首都東京を守るテロ対応力の強化 108 国際テロ情勢等を踏まえたテロ対策の推進 108.3億円 警察庁

サイバー攻撃対策の強化 39 サイバー空間の脅威への対処 39.1億円 警察庁

社会資本整備総合交付金 8,713億円

防災・安全交付金 13,173億円

【参考】

区　　分 主な要求事項
３０補正予算

（億円）

ブロック塀等に対する安全対策への支援 ブロック塀の倒壊防止等の安全対策＊ 232億円

学校施設の空調設備整備に対する支援 熱中症対策としての空調設置 817億円

東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会の
成功

羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進 国土交通省

1,125

21,887

東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会開催への全面的支援 160

国土交通省

「スマート シティ」の実現
～世界に開かれた、環境先
進都市、国際金融・経済都
市・東京～

平成３０年度第一次補正予算における措置状況

762

国土交通省

農林水産省

文部科学省

森林循環促進に向けた施策の拡充

1,049

国の事業名等（＊は事業の一部が該当するもの）

「セーフ シティ」の実現

（再掲）社会資本整備総合交付金等に一括計上のもの
　・無電柱化事業の推進
　・木造住宅密集地域の整備促進
　・緊急輸送道路沿道建築物の耐震化
　・下水道事業に対する交付制度の拡充　　　等

文部科学省

平成３１年度国の予算編成に対する東京都の提案要求事項

－3－


