○ 本資料の金額は全国ベースの総額であり、原則として表示単位未満を四捨五入している。
○ カッコ内の数字は内訳である。
令和２年度国の予算編成に対する東京都の提案要求事項
区

分

主な要求事項
首都直下地震等への備え

R２予算案（億円）

令和２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）

81
(78.9) 防災対策の充実＊
(1.9) 国土強靭化推進事業

帰宅困難者対策の推進

内閣府
内閣官房

44
(33.0) 災害時拠点強靱化緊急促進事業＊
(11.2) 防災対策の充実（災害予防）＊

「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～

所管省庁

国土交通省
内閣府

建築物の耐震化の推進

― 社会資本整備総合交付金（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

総合的な治水対策の推進（都市型水害対策の
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

(10,193) 治水事業＊
東京港の地震・津波・高潮対策の推進
大規模水害対策の推進

― 防災・安全交付金（後掲）に一括計上＊

国土交通省

10,204
(11.2) 防災対策の充実（災害予防）（再掲）＊
(10,193) 治水事業（再掲）＊

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＊

道路・橋梁事業の推進（道路施設の予防保全
型管理）

―
（―） 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＊
(2,223) 道路メンテナンス事業
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内閣府
国土交通省
国土交通省

国土交通省

令和２年度国の予算編成に対する東京都の提案要求事項
区

分

主な要求事項
無電柱化事業の推進（無電柱化事業の推進）

令和２年度政府予算案における措置状況
R２予算案（億円）

国の事業名等（＊は事業の一部が該当するもの）

所管省庁

―
（―） 防災・安全交付金（後掲）に一括計上＊

国土交通省

(450) 交通安全・無電柱化等事業＊
無電柱化事業の推進（臨港道路の無電柱化）

「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～

物流機能の強化に向けた東京港の整備推進
（震災にも強い東京港の機能強化）
島しょ港湾等の防災対策の推進

― 防災・安全交付金（後掲）に一括計上＊
2,829 港湾整備事業＊

国土交通省
国土交通省

―
(1654.0) 水産基盤整備事業＊、農山漁村地域整備交付金＊
(2838.0) 小笠原諸島振興開発事業費補助＊、港湾整備事業（再掲）＊

農林水産省
国土交通省

（―） 防災・安全交付金に一括計上＊
鉄道駅のバリアフリー化の推進

都市鉄道整備事業費補助＊
地域公共交通確保維持改善事業＊

375

鉄道施設総合安全対策事業費補助＊
国土交通省
鉄道技術開発費補助金＊
訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業＊
鉄道駅総合改善事業費補助＊

少子社会対策の推進（子供・子育て支援にお
「ダイバーシティ」の実現
ける施策の充実）
～誰もがいきいきと生活で
きる、活躍できる都市・東京
～
少子社会対策の推進（企業が取り組む次世代
育成支援の推進）

3,222
(2985.0) 子ども・子育て支援新制度の実施
(237.0) 社会的養育の充実

内閣府
厚生労働省

176
(164.0) 仕事と家庭の両立支援の推進
厚生労働省

(12.0) 職場におけるハラスメント撲滅対策の集中実施
高齢社会対策の推進（認知症対策の総合的な
推進）

12 認知症疾患医療センターの整備促進・相談機能強化
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厚生労働省

令和２年度国の予算編成に対する東京都の提案要求事項
区

分

主な要求事項
ライフ・ワーク・バランスの推進（働き方改
革の推進）

令和２年度政府予算案における措置状況
R２予算案（億円）

国の事業名等（＊は事業の一部が該当するもの）

所管省庁

368
(279.0) 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、同一労働
同一賃金の取組の周知・相談支援
(88.5) 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、産業保健活動、メンタルヘルス対策の推進

厚生労働省

(0.2) 長時間労働につながる取引環境の見直し
ライフ・ワーク・バランスの推進（テレワー
クの推進）

7
(2.5) テレワーク普及展開推進事業

総務省

(3.1) 雇用型テレワークの導入支援
「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
障害者の就業支援策の一層の充実
～

(0.9) 自営型テレワークの就業環境の整備及びフリーランス等雇用類似の働き方の
者に対する相談支援

厚生労働省

206
(34.0) トライアングル型サポート体制の構築＊
(172.0) 中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援等の強化、精神障害者、発達障
害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援の強化

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

厚生労働省

171
(6.6) 女性活躍推進法の実効性確保

厚生労働省

(164.0) 仕事と家庭の両立支援の推進（再掲）
学校における働き方改革の実現

30
(19.0) スクール・サポート・スタッフの配置
(11.4) 中学校における部活動指導員の配置

－3－

文部科学省

令和２年度国の予算編成に対する東京都の提案要求事項
区

分

主な要求事項
東京外かく環状道路の整備促進
羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
物流機能の強化に向けた東京港の整備推進
（物流機能の強化）
気候変動対策の推進

令和２年度政府予算案における措置状況
R２予算案（億円）

国の事業名等（＊は事業の一部が該当するもの）

4,304 効率的な物流ネットワークの強化＊
717 国際拠点空港（羽田空港分）、空港周辺環境対策事業＊
2,829 港湾整備事業（再掲）＊

(0.5) 物流生産性向上の推進＊
(17.3) 地域の系統線を活用したエネルギー面的利用事業費補助金＊

国土交通省
国土交通省

環境省
国土交通省
経済産業省

154
(130.0) クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金＊
(8.9) 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
(5.1) 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＊
(10.0) 電動化対応トラック・バス導入加速事業

再生可能エネルギーの本格的な普及拡大

国土交通省

116
(98.5) 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業＊

「スマート シティ」の実現
～世界に開かれた、環境先 ゼロエミッションビークルの普及促進
進都市、国際金融・経済都
市・東京～

所管省庁

経済産業省

国土交通省
環境省

37
(31.9) 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＊
(5.5) 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
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経済産業省

令和２年度国の予算編成に対する東京都の提案要求事項
区

分

主な要求事項
水素社会の実現に向けた着実な取組

令和２年度政府予算案における措置状況
R２予算案（億円）

国の事業名等（＊は事業の一部が該当するもの）

所管省庁

850
(130.0) クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金（再掲）＊
(40.0) 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
(120.0) 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
(30.0) 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

経済産業省

(5.4) 新エネルギー等の保安規制高度化事業委託費＊
(141.2) 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
(15.0) 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事業
(303.0) 利便性が高く持続可能な地域公共交通ネットワークの実現＊
(30.0) 水素を活用した社会基盤構築事業＊

国土交通省
環境省

(35.8) 再エネ等を活用した水素社会推進事業
「スマート シティ」の実現
森林循環促進に向けた施策の拡充
～世界に開かれた、環境先
進都市、国際金融・経済都
市・東京～

1,085
(111.3) 川上・川下連携による成長産業化支援対策、林業・木材産業成長産業化促進
対策＊
(973.4) 森林資源循環利用林道整備事業、林業専用道整備事業、農山漁村地域整備交
付金（再掲）＊
2

食品ロス削減施策の推進

(0.7) 食品ロス削減の推進、6次産業化の推進＊
(1.2) 食品ロス削減及び食品廃棄物等の３Ｒ推進事業費
プラスチック対策の推進

農林水産省

農林水産省
環境省

12
(1.9) 容器包装等のプラスチック資源循環推進事業費
(10.0) プラスチック有効利用高度化事業

国立公園の活用

92 自然公園等事業費＊

次世代通信ネットワークの早期構築

82
(44.3) 携帯電話等エリア整備事業、電波遮へい対策事業＊
(37.4) 地域課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証＊
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環境省
経済産業省
環境省

総務省

令和２年度国の予算編成に対する東京都の提案要求事項
区

分

主な要求事項
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

令和２年度政府予算案における措置状況
R２予算案（億円）

国の事業名等（＊は事業の一部が該当するもの）

所管省庁

256
(14.0) 多言語翻訳技術の高度化に関する研究開発＊

総務省

公共交通利用環境の革新等＊、ICT等を活用した多言語対応等による観光地の

(134.0) 「まちあるき」の満足度向上＊、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事

国土交通省

業＊、地域観光資源の多言語解説整備支援事業＊

東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会の
成功

(11.0) 外国人患者の受入体制の整備＊

厚生労働省

(3.1) ドーピング防止活動推進事業

文部科学省

(94.0) 2020年東京大会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
首都東京を守るテロ対応力の強化

28 国際テロ情勢等を踏まえたテロ対策の推進

警察庁

重要インフラ等に対するサイバー攻撃対策の
強化

47 サイバー空間の脅威への対処

警察庁

（再掲）社会資本整備総合交付金等に一括計上のもの
・建築物の耐震化の推進
・木造住宅密集地域の整備促進
・東京港の地震・津波・高潮対策の推進
・下水道事業に対する交付制度の拡充

7,627 社会資本整備総合交付金
国土交通省

等

10,388 防災・安全交付金

令和２年度国の予算編成に対する東京都の提案要求事項
区

分

「セーフ シティ」の実現

文部科学省

主な要求事項
高齢運転者の交通安全の推進に向けた安全運
転サポート車の普及促進

令和元年度第一次補正予算における措置状況
R１補正予算（億円）

国の事業名等（＊は事業の一部が該当するもの）

5.0 やＳＤＧｓの実現に向けたイノベーションと社会実装の促進等
12 Society
（サポカー補助金）＊

1,127 Society5.0時代の高齢運転者による交通事故対策
（サポカー補助金）＊
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所管省庁
国土交通省
経済産業省

