




 

 

東京都では、本年６月に平成２７年度の国の施策及び予算に対する提

案要求をとりまとめ、要請活動を行ってまいりました。 

このたび、都として、最重点事項に位置づけた項目につきまして、改

めて予算編成に対する提案要求としてとりまとめました。 

大臣及び各省庁におかれましては、都の提案要求の実現に向けて的確

な措置をとられるよう、お願い致します。 
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6 少子高齢社会対策の推進
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　○国際ビジネス環境の整備、外国人受入体制の整備

　○創薬の拠点形成、東京都版ＰＭＤＡの創設

　○羽田空港の更なる国際化、港の自主性を発揮できる「国際コンテナ戦略港湾」の実現　など

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的
支援及びスポーツ振興

（１）東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援

　○ 大会開催基本計画への全面的な協力、大会組織委員会への必要な支援

　○ 競技会場の整備推進、外国語表示・標識の整備推進

　○ 障害者スポーツの振興、文化プログラム及び教育プログラムの推進 など

（２）東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた環境整備の推進

平成２７年度　国の予算編成に対する東京都の提案要求（概要）

都市の財源を狙い撃ちした偏在是正措置の廃止・撤回

　○都市の財源を狙い撃ちした偏在是正措置の廃止・撤回

　○法人実効税率の引下げに係る国の責任による対応及び代替財源の確保

　○地方税財政制度の抜本的な改革

重 点 事 項

平成26年度後期 41

平成26年度前期 41

平成25年度後期 45

平成25年度前期 45

重点事項
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項目
番号 施　　　　　策

1 競技会場の整備等

競技会場の整備

安定的な大会運営

競技会場等となる都立公園及び海上公園の整備

競技会場周辺の防災対策の強化

2 輸送手段の整備

三環状道路の整備及び利用しやすい料金体系の構築

会場周辺道路の整備

拠点駅周辺の基盤整備

羽田空港の機能強化

大型クルーズ客船ふ頭の整備

3 交通機関や公共空間のバリアフリー化

鉄道のバリアフリー化

道路のバリアフリー化

4 テロ対策など治安対策の強化

治安の維持向上

首都東京を守るテロ対応力の強化

5 外国人旅行者の受入体制の整備

快適な滞在環境の整備

大会開催都市にふさわしい緑化の推進と環境の整備

　※ これらの要望事項は、２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて完了を目指す事業だけでなく、取組を

加速させていく事業を含めて整理している。

望し、現在、平成２７年度における確実な予算措置等に向け、都と関係府省庁との間で具体

２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会関係府省庁連絡会議

東京都との連絡協議会に係る要望事項について

１　 ２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた国と都の連携について

　２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて、国と開催都市である都との
より密接な連携に資するため、平成２６年１月３１日、「２０２０年オリンピック・パラリ
ンピック東京大会関係府省庁連絡会議　東京都との連絡協議会」を開催し、大会の成功のた
め財政支援を含めた国の協力を要請した。

　これを踏まえ、より具体的な検討を行うため、平成２６年３月２７日に幹事会を開催し、
早急に取り組むべき当面の課題として、５項目１５施策について財政支援を含めた協力を要

的な協議を進めている。

２　要望事項（５項目１５施策）
【２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会関係府省庁連絡会議

東京都との連絡協議会 第１回 幹事会(平成２６年３月２７日開催)】
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１ 分権型社会の実現 

地方分権に資する地方税財政制度の抜本的改革の推進 

（提案要求先 内閣府・総務省・財務省） 
（都 所 管 局 財務局・総務局・主税局） 

 
＜現状・課題＞ 
 真の地方自治は、地方自治体が自らの権限と財源に基づき、主体的に行財政運

営を行うことで初めて実現できるものである。 
 そのためには、国から地方への権限移譲、国の手続的関与の廃止・縮小等と併

せて、国と地方の税財政制度を抜本的に見直し、一層の地方分権を進める必要が

ある。 
 地方分権改革を進めることに伴い、地方の役割が更に高まることは明らかであ

るが、改めて必要なことは、自立した地方が地域の課題に自主的に取り組めるよ

う、地方自治体の課税権や受益と負担の関係などを踏まえ、権限に見合った財源

を確保することである。 
 平成２６年度税制改正では、消費税率が引き上げられたが、法人事業税の暫定

措置の復元は一部にとどまるとともに、地方の重要な基幹税である法人住民税の

一部が地方法人税として国税化され地方交付税の原資とされた。さらに、消費税

率１０パーセント段階において、地方法人特別税を廃止するとしたものの、他の

偏在是正措置を講ずるなど、幅広く検討を行うことに加えて、地方法人税の拡大

を行うこととされた。こうした偏在是正措置の拡大は、地方の自主財源である地

方税の拡充につながらず、これまで着実に進めてきた地方分権の推進に対して逆

行するものである。 
地方の役割を十分に踏まえた地方税財政制度の構築に向けては、地方消費税の

充実を含めた地方税源の拡充に加え、地方交付税の財源保障機能と財源調整機能

を適切に発揮させるため、必要かつ十分な地方交付税総額を確保する必要がある。

また、その手法についても、法人住民税の地方交付税原資化のような手法ではな

く、総体としての地方の税財源を充実強化する方向で改革を進めていくべきであ

る。 
  
 

（１）地方税財政制度の抜本的改革を、地方分権に資するよう、早

急に実現すること。 

（２）地方消費税の充実を含めた地方税源の拡充を図るとともに、

地方の自立につながる、地方税体系を構築すること。 

（３）地方の実態を踏まえた、必要かつ十分な地方交付税総額を確

保すること。 
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＜具体的要求内容＞ 
（１）地方の真の自立を確立するため、地方が担う事務と責任に見合うよう、国

から地方への税源移譲を推進し、地方税源の拡充を図ること。また、安定的

な財源である地方消費税について、税率を引き上げること。 
（２）税制の見直しに際しては、地方税の応益原則や地方法人課税の税源涵養イ

ンセンティブを最大限尊重するとともに、地方分権に資する地方税体系を構

築すること。受益と負担という地方税の原則を無視した地方間の水平的財政

調整については、行わないこと。 
（３）地方の実態を踏まえ、適正な財政需要に基づく、必要かつ十分な地方交付

税総額を確保するとともに、地方交付税の財源保障機能と財源調整機能を堅

持すること。 
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１ 都市の財源を狙い撃ちした偏在是正措置の廃

止・撤回 
 

（提案要求先 総務省・財務省） 
（都所管局 財務局・総務局・主税局） 

 
＜現状・課題＞ 

平成２０年度税制改正で暫定措置として導入された地方法人特別税及び地方

法人特別譲与税については、「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」が成立し、地方消費税率

の引上げ時期を目途に「抜本的に見直しを行う」こととなった。 
この暫定措置は、地方の重要な基幹税である法人事業税の一部を国税化し、地

方に配分するものであるが、そもそも法人事業税は、法人の事業活動と地方自治

体の公共サービスとの幅広い受益関係に着目した税であり、これを国が他地域に

再配分することは、受益と負担の観点から見て、不合理であるばかりか、憲法の

定める地方自治を国自ら侵害することに他ならない。 
しかし、平成２６年度税制改正では、法人事業税への復元は一部分にとどまる

と同時に、地域間の税源の偏在を是正する新たな措置として法人住民税の一部が

地方法人税として国税化され、その税収は地方交付税原資に繰り入れることとな

った。また、消費税率の１０パーセント段階で、地方法人特別税を廃止するとし

たものの、現行制度の意義や効果を踏まえて他の偏在是正措置を講ずるなど、関

係する制度について幅広く検討をすることとされ、さらに、地方法人税の拡大を

行うこととされた。 
これらの措置は、地方の自主財源である地方税の拡充につながらないばかりか、

地方の税源涵養インセンティブを損ない自主的な努力を阻害するものであり、こ

れまで着実に進めてきた地方分権の流れに大きく逆行する措置である。そのため、

こうした不当な偏在是正措置は速やかに廃止・撤回し、地方税へ復元されなけれ

ばならない。 
本年６月の「経済財政運営と改革の基本方針２０１４」では、法人実効税率の

引下げを含めた法人税改革に着手することが明記された。不当な偏在是正措置に

加えて、確実な代替財源の確保を伴わない法人実効税率引下げが行われれば、地

方の自主財源の更なる縮小を招きかねない。 
現下の都政には、日本全体の持続的発展をけん引していくとともに、オリンピ

（１）法人事業税の不合理な暫定措置を確実に廃止し、地方税とし

て復元すること。 

（２）地方法人税は速やかに撤廃し、法人住民税に復元すること。

（３）都市の財源を狙い撃ちした他の偏在是正措置の導入は行わな

いこと。 
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ック・パラリンピックへの万全の準備をはじめ、急速に進行する少子高齢化、都

民の安全・安心を確保するため、防災力の高度化に向けたハード・ソフト両面で

の取組、都市活力を支える経済対策など、多岐にわたる課題に対し積極果敢に取

り組んでいくことが求められている。このような状況で東京の財源が不当に吸い

上げられれば、東京の活力が削がれるばかりでなく、我が国全体にとって利益と

ならない。 
こうした中、税収の偏在に対しては、地方消費税の拡充や地方交付税の法定率

の引上げなど、総体としての地方税財源の充実強化で対応すべきであり、都市の

財源を奪う他の偏在是正措置を講ずるべきではない。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）不合理な手段で東京の財源を奪う法人事業税の暫定措置は、消費税率１０

パーセントへの引上げを待つことなく、速やかに廃止し、地方税として復元

すること。 
（２）地方法人税は速やかに撤廃し、法人住民税へ復元すること。 
（３）都市の財源を狙い撃ちした他の偏在是正措置の導入は行わないこと。 
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２ 法人実効税率の引下げに係る国の責任による対

応及び代替財源の確保 
 

（提案要求先 総務省・財務省） 
（都所管局 財務局・総務局・主税局） 

 
＜現状・課題＞ 

地方法人課税は企業の生産活動を支える公共サービスに必要な財源を賄うため、

法人に応分の負担を求めるものであり、地方の重要な基幹税目として不可欠なも

のである。 
地方自治体は産業振興、雇用対策、警察・消防のほか社会資本の整備など多く

の行政サービスを担うとともに、国の成長戦略とも連動しながら、地方独自の施

策を展開することで、日本経済再生に取り組んでいる。今後の自治体運営におい

ても多くの財政需要が見込まれる中にあっては、法人二税は地方の自主財源とし

て確保されていく必要がある。 
一方、本年６月に策定された「経済財政運営と改革の基本方針２０１４」では、

成長志向に重点を置いた法人税改革に着手し、来年度以降、数年で法人実効税率

を２０パーセント台まで引き下げることを目指すとされた。 
法人実効税率の引下げは、日本の国際競争力の強化に資するものと考えられる

が、こうした地方自治の原則を踏まえれば、法人実効税率の引下げに当たっては、

国の責任において対応し、全ての地方自治体の歳入に影響を与えることのないよ

う、確実な代替財源が確保されなければならない。 
  
＜具体的要求内容＞ 

法人実効税率の引下げに当たっては、国の責任において税率を引き下げること

とし、税率引下げによる地方の減収については、代替財源を確実に確保し、全て

の地方自治体の歳入に影響を与えることのないようにすること。 

法人実効税率の引下げに当たっては、国の責任において税率を引

き下げることとし、全ての地方自治体の歳入に影響を与えることの

ないようにすること。 
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（提案要求先 内閣官房・内閣府・国土交通省） 

（都所管局 総務局・政策企画局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成２５年１１月、首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持 

を図るとともに、首都直下地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護 

することを目的として、首都直下地震対策特別措置法が制定され、同年１２月に 

施行された。平成２６年３月には、同法に基づく緊急対策区域・首都中枢機能維 

持基盤整備等地区が指定され、前者には東京都の全区市町村、後者には東京都千 

代田区、中央区、港区、新宿区が含まれることとなった。また、同じく３月には、 

同法に基づく首都直下地震緊急対策推進基本計画（以下「基本計画」という。） 

が閣議決定された。この基本計画では、「政府が講ずべき措置」が掲げられてい

るが、事業を具体的に実施する主体が明確になっておらず、国としての責任が曖

昧になってしまっている。さらにこの法では、緊急対策区域に指定された区市町

村を含む都県は地方緊急対策実施計画（以下「地方計画」という。）を作成する

ことができるとされているが、現時点では地方計画等に位置づけられた首都直下

地震対策に対する国の具体的な財政上の措置等は図られていない。 

また、首都機能のバックアップに関しては、基本計画に基づき作成された政府

業務継続計画においては、被害想定を上回る事態を想定し、同計画で定められて

いる代替拠点以外の代替拠点への移転に関して、さいたま新都心等の東京圏内の

地区のほか、東京圏外も含め代替拠点と成り得る地域を対象に、既存の庁舎、設

備及び資機材の活用等に係る具体的なオペレーションについて検討していくこと

としている。 

しかし、発災時に可能な限り速やかに機能する体制を構築するためには、でき

得る限り、物理的・時間的も近接で確実な立ち上げが可能なさいたま新都心など

首都圏内の拠点を活用すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都直下地震をはじめとする災害から首都圏３,５００万住民の生命と財産

を守るとともに、国の政治経済の中枢機能への打撃を 小限にとどめるため、

１ 首都直下地震対策の具体的な推進 

（１）首都直下地震等の災害から住民の生命と財産を守るとともに、

首都機能への打撃を 小限にとどめるため、財政上の措置を実

施するなど、首都直下地震対策を具体的に推進すること。 

（２）九都県市の集積を活かした、迅速かつ確実に機能し得る首都

機能のバックアップ体制の充実・強化を早急に進めること。 
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基本計画において「政府が講ずべき措置」として掲げられている対策に限ら

ず、国が責任を持って防災力の更なる強化のための施策を着実に実施してい

くこと。 

（２）首都直下地震対策特別措置法で定められている地方計画、首都中枢機能維

持基盤等整備計画、特定緊急対策事業推進計画などの中に位置づけられた、

都をはじめ地方自治体が進める首都直下地震対策に対して、具体的な財政上

の措置等を実施すること。 

（３）さいたま新都心を緊急災害対策本部の代替拠点として位置付けることをは

じめ、首都圏を構成する九都県市の集積を活かした、迅速かつ確実に機能し

得る首都機能のバックアップ体制の充実・強化を早急に進めること。 
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（提案要求先 内閣府・総務省・財務省・国土交通省） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京都防災会議の｢首都直下地震等による東京の被害想定報告書｣（平成２４年

４月）では、帰宅困難者は約５１７万人発生すると想定している。 

首都直下地震帰宅困難者等対策協議会の調査によれば、東日本大震災において

も、鉄道の運行停止により都内で約３５２万人の帰宅困難者が発生し、多数の帰

宅困難者が駅前に滞留するなど、課題が顕在化した。首都直下地震等の大規模地

震が発生し、多くの人が帰宅を開始した場合、建物倒壊や火災などで、帰宅困難

者自身が危険にさらされるだけでなく、発災後に優先して実施していかなければ

ならない救助・救護・消火活動・緊急輸送等を妨げることになりかねない。 

このため、企業や学校等における施設内待機や鉄道事業者等の利用者保護など

の一斉帰宅の抑制、行政と民間事業者の協力による一時滞在施設の確保、家族と

の安否確認や正確な情報提供に必要な情報通信基盤の整備、安全が確認された後

の代替輸送も含めた帰宅支援などの対策を強化する必要がある。 

都ではこうしたことを踏まえ、都と国で、経済団体、鉄道事業者等と横断的な

課題について検討する協議会を設置し、官民それぞれが連携して行う対策につい

て、平成２４年９月に 終報告を取りまとめた。都は、この協議会での議論を踏

まえ、平成２５年４月より「東京都帰宅困難者対策条例」を施行したところであ

るが、対策はまだ緒についたばかりである。 

特に、国においては、民間事業者による従業員の一斉帰宅の抑制や利用者保護

の徹底とそれに必要な備蓄の推進、民間事業者による帰宅困難者の受入促進、帰

宅困難者に対する情報提供など、広域的課題について大きな役割を果たす必要が

あり、国をはじめ都や民間事業者を含めた社会全体で取り組む総合的な帰宅困難

者対策を推進する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）「一斉帰宅の抑制」の視点から、従業員の施設内待機とそれに必要な３日

分の飲料水や食糧等の備蓄を行うことについて、国として、民間事業者に対

する働きかけを強化すること。             

（２）「利用者保護」の観点から、鉄道事業者や集客施設の設置者または管理者

などに対し、利用客の保護を図ることや、必要となる飲料水や毛布、医薬品 

２ 帰宅困難者対策の推進 

大震災時に発生する帰宅困難者に対し、一斉帰宅の抑制、一時滞

在施設の確保、安否確認や情報提供のための体制整備、帰宅支援な

ど、総合的な帰宅困難者対策を推進すること。 
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などを備蓄するよう指導すること。 

さらに、利用者を保護するために必要となる、利用者が安全に待機できる

場所や、飲料水や毛布、医薬品などを備蓄する倉庫を設置するよう強く働き

かけること。 

（３）「一時滞在施設の確保」の観点から、国の庁舎及び関係機関の所有または

管理する施設について、発災時に、都や区市町村の要請により、帰宅困難者

の一時滞在施設として使用できる施設を確保するとともに、飲料水や食糧等

の備蓄、情報通信体制の整備、非常用電源等の確保など、運営体制の整備を 

行うこと。              

また、自治体が民間事業者の協力を得ることの障害を取り除くため、法改

正を視野に入れ、首都圏だけでなく全国共通の「発災時の損害賠償責任が事

業者に及ばない制度」の創設を国として早期に実現すること。 

（４）国は、本年３月に「首都直下地震緊急対策推進基本計画」を定め、震災時 

の一斉帰宅の抑制や、一時滞在施設の確保等を推進していくことを示すとと

もに、その中で国としてもその環境整備を担う必要性を明らかにしている。

そこで、今後の民間が担う一時滞在施設において不可欠な帰宅困難者用の３

日分の飲料水及び食料等の備蓄が実施できるよう、財政措置を講じること。

その際は、民間事業者の負担を可能な限り軽減するとともに、民間事業者が、

それぞれ負担した費用について、発災後に災害救助法による支弁を受けられ

ることを明確にすること。 

   さらに、一時滞在施設に協力をした民間事業者に対し、法人税の軽減など

の税制措置を行うこと。                         

（５）「迅速な安否確認と正確な情報提供」の分野では、災害時に強い通信基盤 

の整備や、帰宅困難者が必要とする情報を迅速かつ的確に提供するための体

制づくりについて、早期に実現すること。 

（６）「帰宅支援」の視点から、鉄道事業者に対し、優先して復旧・点検する路

線の指定や、運転再開に係る鉄道事業者間の連携など、運行の早期復旧を図

れる体制づくりについて早期に実現すること。    

 

参  考 

 

｢首都直下地震等による東京の被害想定｣（平成２４年４月）より 

 

【帰宅困難者数総数】         （単位：人） 

東京都市圏内からの訪問者 約 4,714,000

東京都市圏外（国内）からの訪問者

（海外からの訪問者を含む） 
約 451,000

計 約 5,166,000

※ 東京都市圏とは、東京都市圏パーソントリップ調査の 

対象地域で東京を中心とする半径８０キロメートル圏域 
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３ 立川広域防災基地の機能強化 
 

（提案要求先 内閣府・厚生労働省・農林水産省） 
（都所管局 総務局） 

 
＜現状・課題＞ 
 立川広域防災基地は、南関東地域（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）で広

域的な災害が発生した場合の、人員・物資の緊急輸送の中継・集積拠点として、

国が位置づけており、その機能の一つである旧立川政府倉庫については、昭和５

８年の中央防災会議決定等に基づき、立川広域防災基地公共施設整備事業の一環

として、平常時における政府米の保管機能のほかに、南関東地域の災害時におけ

る備蓄倉庫としての機能を併せ持つ倉庫として平成２年１０月に建設された。 
 その後、業務の効率化を目的として政府所有の米穀の保管業務を民間業者に委

託して、平成２２年９月に倉庫業務を終了し、平成２２年１０月に政府倉庫が用

途廃止された。 
 しかし、東日本大震災の経験を踏まえ、発災時の避難所等における、食料や毛

布、医療品などの生活必需品の確保、さらには、高齢者・乳幼児・障害者等要配

慮者への対応として、お粥・粉ミルク・おむつ等の物資の確保等、いつ発生する

か分からない首都直下地震などへの備えを万全にしておくことが喫緊の課題とな

っている。 
 都は、区市町村と連携し、概ね２日分の食料等を備蓄するとともに、備蓄物資

の不足やおむつや生理用品等避難者のニーズにきめ細かく対応するため、物販事

業者等と連携し、調達体制を整備しており、さらに、発災後３日間必要となる物

資の確保を推進している。 
 国においても、首都直下地震などへの備えとして確実な物資の確保など、国と

して実施すべき防災対策について、責任を持って対応していく必要がある。 
 
＜具体的要求内容＞ 

国民の生命・財産を守る国の責務として、立川広域防災基地に位置する旧立川

政府倉庫について、政府の災害備蓄倉庫として使用するなど防災面での活用を検

討し、実効性ある防災対策を実現すること。 
 
 
 
 
 

国民の生命・財産を守る国の責務として、立川広域防災基地に位

置する旧立川政府倉庫について、政府の災害備蓄倉庫として使用す

るなど防災面での活用を検討し、実効性ある防災対策を実現するこ

と。 
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参  考 
 
 
１．旧立川政府倉庫の概要 
 

 旧立川政府倉庫は、昭和 58 年の中央防災会議決定等に基づき、立川広域防

災基地公共施設整備事業の一環として、平常時における政府米の保管機能のほ

かに、南関東地域の災害時における備蓄倉庫としての機能を併せ持つ倉庫とし

て平成 2 年 10 月に建設。平成 22 年 10 月に用途廃止。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
２．防災基本計画（抄） 
 
 第２編 第１章 第１節 災害に強い国づくり、まちづくり 
 ２－（４）災害応急対策等への備え               （１２頁） 
 

 国及び地方公共団体は、避難場所、避難所、備蓄など、防災に関する諸活動

の推進に当たり、公共用地・国有財産の有効活用を図るものとする。 
 

３．首都直下緊急対策推進基本計画（抄） 
 
 ７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべ

き措置 
 （２）－③円滑かつ迅速な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 
                                （３５頁） 
 

ク 物資の絶対的な不足に対応した物資輸送機能の確保 
 首都圏の物資輸送機能の著しい低下と、被災地内で深刻な物資不足の発生を

防ぎ、また、全国での生活物資の買い付け行動といった社会的混乱を回避する

ことが必要である。このため、国〔総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産

業省〕、都県及び市町村は、食料、飲料水、燃料等の生活必需品及び医薬品並

びに通信機器等の備蓄又は調達体制の整備を行うものとする。 
 
 

住所 東京都立川市緑町 

建設時期 平成 2 年 10 月 

用途廃止 平成 22 年 10 月 

敷地面積 約 22,420 ㎡ 

建築面積 約 11,057 ㎡ 

延床面積 約 17,432 ㎡ 
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１ 災害に強い都市構造の確保 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

首都直下地震による東京の被害想定によると、大地震が発生した場合、 悪の

ケースでは、建物の全壊・焼失は約３０万棟にも及ぶとされ、山手線外周部を中

心に約１６，０００ｈａ存在する木造住宅密集地域では、大規模な市街地火災が

発生するおそれがある。 

このため、市街地火災の延焼を防止する延焼遮断帯の形成や、市街地火災から

都民の生命を守る避難場所等の確保など、災害に強い都市構造を早期に確保する

ことが重要である。 

しかしながら、延焼遮断帯の形成率は約６割にとどまるなど、いまだ不十分な

状況にある。 

都は、首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、木造住宅密集地

域の改善を一段と加速するため、これまでの取組に加えて、特に甚大な被害が想

定される地域を対象に、「木密地域不燃化１０年プロジェクト」を立ち上げた。 

本プロジェクトは、不燃化特区制度の創設や特定整備路線の整備など、平成３

２年度までの重点的・集中的な取組を実施することにより、整備・改善を加速し、

木密地域を燃えない・燃え広がらないまちにすることを目標としており、取組を

着実に実施していくためには、国の支援が必要不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）木造住宅密集地域において、道路整備と沿道の不燃化を重層的に推進する

ことにより、震災時の延焼拡大を防止し避難路としても機能する「延焼遮断

帯」の整備を図るため、 

① 「特定整備路線」をはじめとする街路事業について、必要な財源を確保

すること。 

② 都市防災総合推進事業（都市防災不燃化促進事業）について、必要な財

源を確保すること。 

また、都は、「木密地域不燃化１０年プロジェクト」実施に向け、新た

な制度を構築した。実施に当たって、国は、都への協力や、地方自治体の

１ 木造住宅密集地域の整備促進 

（１）延焼遮断帯の整備を推進するため、また木密地域の解消を図

るため、土地の流動化などの取組に必要な財源を確保するとと

もに、新たな制度・仕組みづくりに取り組むこと。 

（２）避難場所等として機能する公園整備を推進するため、必要な

財源を確保・拡充すること。 
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まちづくりをバックアップする新たな制度・仕組みづくりの検討を行うこ

と。 

（例） 

 ・「木密地域不燃化１０年プロジェクト」の特別枠を新設する。 

 ・物納による国有地を事業の種地として、円滑に活用する。 

 ・木密地域の解消に必要なまちづくり用地の先行取得及び取得に係る制度

の対象地域について、新重点密集市街地に限らず設定できるよう仕組み

を緩和すること。 

（２）震災時に、避難場所や救援・復興活動の拠点として機能する公園の整備を

短期集中的に進めるため、用地取得について、国費率を３分の１から２分の

１に引き上げるとともに、必要な財源を確保すること。 

 

参  考 

 

１ 災害に強い都市構造の確保 

（１）「延焼遮断帯」整備の推進 

○「防災都市づくり推進計画」における「整備地域」を中心に、都市計画

道路整備と沿道の建築物の不燃化促進を一体的に進めることにより、効

率的に延焼遮断帯を整備し、早期に安全性の向上を図る。 

・街路事業を推進するため、必要な財源の確保を図ること。 

【整備地域における延焼遮断帯】 

三宿・太子堂地区（補助 26 号線）、鐘ヶ淵周辺・京島地区（補助 120

号線）、東池袋地区（補助 81 号線）ほか 

・都市防災総合推進事業について必要な財源を確保すること。 

【都市防災不燃化促進事業地区】 

鐘ヶ淵通り地区、補助 46 号線目黒本町五丁目地区ほか 

 

（２）木造住宅密集地域の防災性を高めるため、公園については、用地取得の国

費率を３分の１から２分の１に引き上げるとともに、事業の推進に必要な

財源の確保を図ること。 

    【現行国費率】用地取得１／３、整備１／２ 

   【防災上、整備が必要な公園】都立篠崎公園、都立和田堀公園ほか 
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２ 地域の防災性の向上 

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京には、山手線外周部を中心に木造住宅密集地域が広範囲に分布しており、

地震火災など大きな被害が想定されている。 

これまでも、区と連携して「防災都市づくり推進計画」を策定し、木造住宅密

集地域のうち、特に甚大な被害が想定される整備地域等を定め、建物の不燃化・

耐震化を促進してきたが、住民の高齢化や権利関係の複雑さなどから、改善が進

みにくい状況となっている。 

都は、首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、木造住宅密集地

域の改善を一段と加速するため、これまでの取組に加えて、特に甚大な被害が想

定される地域を対象に、「木密地域不燃化１０年プロジェクト」を立ち上げた。 

プロジェクトでは、従来よりも踏み込んだ取組を行う区に対して特別の支援を

行う不燃化特区制度などを構築・推進していくこととしているが、こうした取組

を着実に実施していくためには、国の支援が必要不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）事業のスピードアップを図るためには、施行者である民間事業者や地方公

共団体の負担を軽減していくことが有効であることから、住宅市街地総合整

備事業（密集住宅市街地整備型）については、必要な財源を確保するととも

に、早期かつ着実に防災性の向上を図るため、優先度の高い事業については、

国費率を従来よりも引き上げること。 

また、木造密集地域の避難路の確保に当たって、建築助成費などの制度構

築を図ること。 

さらに、都は、「木密地域不燃化１０年プロジェクト」実施に向け、新た

な制度を構築した。実施に当たって、国は、都への協力や、地方自治体のま

ちづくりをバックアップする新たな制度・仕組みづくりの検討を行うこと。 

 

（１）建物の不燃化等を促進し、木密地域の解消を図るため、土地

の流動化などの取組に必要な財源を確保・拡充するとともに、

新たな制度・仕組みづくりに取り組むこと。 

（２）防災街区整備事業の実施における要件を緩和すること。 

（３）密集事業や新防火規制に係る税制優遇措置拡充の検討をする

こと。 

（４）不燃化建替え等を促進するため、独立行政法人住宅金融支援

機構が実施しているまちづくり融資の限度額を引き上げるこ

と。 
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（例） 

 ・「木密地域不燃化１０年プロジェクト」の特別枠を新設する。 

・物納による国有地を事業の種地として、円滑に活用する。 

・特区内であれば戸建から戸建への建替えの助成を始める。 

（２）防災街区整備事業における個別利用区の敷地の 低限度の要件（１００㎡） 

を緩和すること。 

（３）耐火性の高い建物への建替えや主要生活道路の整備を促進するため、密集

事業施行区域や東京都建築安全条例に基づいて新たな防火規制を行う区域に

ついて、税制上の優遇措置による支援策拡充の検討を積極的に進めること。 

（４）木造住宅密集地域において、高齢者世帯の建替えに伴う資金面の負担を軽

減し、不燃化建替え等を促進するため、独立行政法人住宅金融支援機構が実

施している高齢者向け返済特例制度の融資限度額の引上げを図ること。 

 

参  考 

 

２ 地域の防災性の向上 

○地域特性を踏まえた対応 

・住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）については、今後、住

生活基本計画において選定予定の「地震時等に著しく危険な密集市街地」

内であるかどうかに関わりなく、密集市街地の整備により地域の防災性を

高めるため、地域特性を踏まえる必要がある。 

・東京都には、木造住宅密集地域が広範囲に連担して分布しており、震災時

の大規模な延焼火災が予想される。 

 

○住宅市街地総合整備事業の国費率 

地区公共施設等整備（道路、公園等）   １／２ 

（重点整備地区内において密集住宅市街地整備型により施行する事業） 

市街地住宅等整備（共同施設整備等に要する費用） １／３ 

 

○防災街区整備事業における敷地の 低限度 100 ㎡の緩和 

・防災街区整備事業における個別利用区については、その敷地の 低基準面

積を特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画に関する都市計画に

おいて定められた 低限度の数値又は 100 ㎡のうち、いずれか大きい数値

とすることと規定 

・個別利用区の設定は、できるだけ地権者の意向に沿うため土地から土地へ

の権利変換を認めた、再開発事業にはない防災街区整備事業の独自の仕組

み 

・都が防災まちづくりを進めている地域は狭小な宅地が多く、100 ㎡では、

地権者の意向に必ずしも沿えないので、緩和が必要 

  

  〇税制の優遇措置の創設 

震災時の危険性が高い地域において、建築構造の規制強化と建替え誘導を

併せて実施することにより市街地の安全性を高めるため、条例に基づき新た
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な防火規制を行う地域において、登録免許税の税制優遇措置と、密集事業に

よる公共用地取得に係る租税の特別措置の検討を進めること。 

【新たな防火規制】（平成 15 年 3 月、「東京都建築安全条例」改正） 

規制の内容 ・原則として、全ての建築物は、準耐火建築物以上の性能

とする。 

・延べ面積が５００㎡を超えるものは、耐火建築物とする。

規制の区域 防災都市づくり推進計画で定める整備地域やそのほかの特

に震災時に発生する火災等による危険性が高い地域で、知

事が指定する区域 

 

○独立行政法人住宅金融支援機構のまちづくり融資限度額（高齢者向け返済

特例制度）の引上げ 

 

・高齢者向け返済特例制度 

対象となる住宅 共同建替事業、地区計画等適合事業、マンション建替

事業等のまちづくり融資の対象となる事業により建設

される住宅（耐震改修、バリアフリー） 

対象者 建替事業の対象となる住宅に建替え前から居住してい

る高齢者（借入申込時満 60 歳以上） 

融資限度額 1,000万円かつ(財)高齢者住宅財団が保証する限度額※

の範囲内 

※更地評価額の 60％又は 1,000 万円のいずれか低い額

（マンションの場合、土地・建物評価額の 40％） 

返済方法 利息のみ毎月返済。元金は、借入申込者の死亡時に「相

続人が一括返済」又は「担保提供された建物・土地を

処分」することにより返済 

 

・制度の拡充 

まちづくり融資における高齢向け返済特例制度において設定されている

融資限度額は、戸建て住宅の建替えには不十分であり、また、地価の高い

東京において、その担保価値が十分に評価されていないため、融資限度額

の引上げを図ること。 
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３ 木造住宅の耐震化促進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

首都直下地震の切迫性が指摘されている中、災害に強い首都東京を一日も早く

実現する必要がある。 

木造住宅密集地域では、地震発生時に住宅が倒壊した場合、道路閉塞や出火に

より避難・応急活動が妨げられ、大規模な市街地火災につながるおそれがあり、

都民の生命・財産の保護及び地域の被害の軽減を図るため、このような地域での

住宅の耐震化のスピードアップを図り重点的に促進する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 木造住宅の耐震化を促進するため、耐震診断・改修などの費用助成について、

一定の額の国費負担に加え、地方公共団体の負担額に応じた国費負担の上乗せを

行うなど、継続して必要な財源を確保・拡充すること。 

 住宅の耐震改修等に対する国費負担の割合について、平成２８年度以降も従前

の割合を維持すること。 

また、国は平成２２年度補正予算において、住宅の耐震改修費用助成について、

一定の額の国費負担に加え、地方公共団体の負担額に応じた国費負担の上乗せを

行う新たな枠組みを示したが、平成２２年度補正予算限りの短期間の措置であっ

た。木造住宅の耐震化を早急かつ集中的に促進するため、耐震診断･耐震改修など

の費用助成について、平成２２年度補正予算で示した枠組みを復活させ、まとま

った期間継続して実施すること。 

 

木造住宅の耐震化を促進するため、現在の補助割合を維持すると

ともに、必要な財源を確保・拡充すること。 
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参  考 

 

３ 木造住宅の耐震化促進 

 

○ 住宅・建築物安全ストック形成事業の概要 

※平成２５年度から「防災・安全交付金」に再編 

 制度概要（主な要件等） 

耐震診断 補 助 率：地方公共団体が実施する場合 国 1/2 

地方公共団体以外が実施する場合 

国 1/3＋地方公共団体 1/3 

耐震改修等 補助対象：耐震改修工事費（建替えを含む。） 

補 助 率：23.0％（国 11.5％＋地方公共団体 11.5％） 

工事費の 23.0％について、国費で 1/2（交付限度額

40 万円/戸）を補助 

加算額 30 万円（平成 26 年度末まで） 

 

（参考）工事費 200 万円/戸の場合の耐震改修等の助成額 

 

 

 

 

◆平成２２年度に国が補正予算で示した耐震改修等助成制度 

 

 

 

 

 

 

 ※200 万円から定額 30 万円を控除した額(170 万円）の 23％(約 40 万円）を国と地方で助成 

 

 

地方 11.5％

（20 万円※）

自己負担 

国の負担の限度は５０万円 

国 
11.5％ 

（23 万円） 

国 

定額(30 万円） 

自己負担 

国 11.5％ 

（20 万円※）

地方 
11.5％ 

（23 万円） 

－27－



 

 

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 
＜現状・課題＞ 

平成２３年３月に発生した東日本大震災では、道路分断などにより、発災後の
早急な救命救急活動や物資輸送が滞るなど大きな支障が生じ、緊急輸送道路の機
能の確保の重要性が改めて明らかになった。 

首都直下地震の切迫性が指摘されている東京においても、大地震が起きた際に
都民の生命・財産を守るとともに首都機能を確保するため、防災拠点や他県等と
連絡する緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化を進め、建物の倒壊による道路閉塞
を防止することは喫緊の課題である。 

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を早急かつ強力に促進するため、継続して必
要な財源を確保・拡充するとともに、以下のとおり施策を充実することが必要で
ある。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に特に重点的に取り組む地方公共団体を

支援するため、耐震診断・耐震改修等の費用助成について、一定の額の国費
負担に加え、地方公共団体の負担額に応じた国費負担の上乗せを行うなど、
必要な財源を確保・拡充すること。 

   また、平成２２年度補正予算では、地方公共団体が負担しない場合に国が
一定の額を負担する助成制度の新たな枠組みを示したが、補正限りの短期間
の措置であった。耐震化を早急かつ集中的に促進するため、平成２２年度補
正予算で示したような枠組みを復活させ、まとまった期間継続して実施する
こと。 

（２）都では、平成２０年度から緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断費用助成を
実施しているが、小規模建築物を中心に助成対象事業費の限度額を超える事
例が相当数生じている。 

２ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進 

（１）緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進するため、耐震診断

・耐震改修等の費用助成について、一定の額の国費負担に加え、

地方公共団体の負担額に応じた国費負担の上乗せを行うなど、

必要な財源を確保・拡充すること。 

（２）緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断の費用助成において、小

規模建築物を中心に助成対象事業費の限度額を超える事例が相

当数生じていることから、助成対象事業費の限度額を実勢に即

して引き上げること。また、特に倒壊の危険性が高い建築物の

場合の補助対象費用床面積当たりの限度額を復活すること。 

（３）既存建築物の耐震改修投資促進税制及び耐震改修した場合の

固定資産税減額の措置について、対象建物を拡大して実施する

こと。 
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ついては、耐震診断費用助成における助成対象事業費の限度額について、
実勢に即した引上げを行うこと。 

また、特に倒壊の危険性が高い建築物の耐震改修工事は、通常の改修工事
に比べコストがかかることから、補助対象事業費用床面積当たりの限度額に
ついて通常の改修工事より割り増して設定していたが、平成２２年度限りで
廃止された。この特に倒壊の危険性が高い建築物に係る補助対象費用床面積
当たりの限度額を復活すること。 

（３）平成２６年度の税制改正において、耐震改修促進法に基づき耐震診断が義
務付けられる建築物について、耐震改修により取得等をする建築物の部分に
ついて、その取得価額の２５％の特別償却ができる税制措置、さらに、改修
工事が完了した年の翌年度から２年度分の家屋に係る固定資産税額の２分の
１に相当する金額の減額（改修工事費の２．５％を限度とする。）措置が創
設された。しかし、義務化がされていない避難路沿道建築物や緊急輸送道路
の建築物についても、耐震化を進めることが緊急輸送道路のネットワークを
形成する上で重要であることから、対象を拡大して実施すること。 

 

参  考 

 

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 

○事業概要 

・災害時に早期復旧を図るため、防災拠点や他県等と連絡する緊急輸送道路の

沿道の耐震化を進め、建物の倒壊による道路閉塞を防ぐことが重要 

・東京都耐震改修促進計画において、「地震発生時に閉塞を防ぐべき道路」を

指定し、沿道の建築物の耐震化を促進 

・促進計画で耐震化を図るべき路線として指定した緊急輸送道路については、

住宅・建築物安全ストック形成事業を活用（一般の建築物の補助率 23.0％に

対し緊急輸送道路沿道建築物は 66％） 

・平成 19 年度に、東京都地域防災計画に定める緊急輸送道路全路線を指定し、

区市と連携して法に基づく指導・助言を実施するとともに、補助事業を実施。

平成 27 年度までに沿道の建築物の 100％の耐震化が目標 
 
○住宅・建築物安全ストック形成事業における緊急輸送道路沿道建築物に対する

耐震化支援の概要 
 ＊住宅・建築物安全ストック形成事業は、平成 25 年度から防災・安全交付金に再編 

■ 耐震診断（補助限度額 1,030 円/㎡～2,060 円/㎡） 
■ 耐震改修・建替え・除却（補助限度額 48,700 円/㎡） 
 

 

 

○要望する耐震診断・改修等の費用に係る助成制度の概要 
■ 耐震診断 

 

 
  

■ 耐震改修・建替え・除却 
 

 

 

 

国 地方自治体 自己負担 

1/3 1/3 1/3 

国 

地方に応じた負担

地方自治体 自己負担 国定額 

※Ｈ22 補正：200 万円 

地方自治体 

 

自己負担 

 

国 

地方に応じた負担 

国定率 

※Ｈ22 補正：1/6 

－29－



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

妥当であり、そのまま継続してほしい。

住宅を改修した場合の所得税・固定
資産税の減免額を広げるべきである。

事業用建物を改修した場合の所得
税、法人税の減免額をもっと広げるべ
きである。
事業用建物についても、住宅と同様に
固定資産税を減免するべきである。

減免の効果がわかりにくい。

あまり効果がないので、必要ない。

わからない

回答数＝140

○ 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の実績 
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○免震工法など特殊工法による改修工事の場合の補助対象費用床面積当たりの

限度額（平成２２年度） 
 通常の工法の場合 ４８，７００円／㎡ 
 特に倒壊の危険性の高い建築物の場合 ７３，０５０円／㎡ 
 
○税制上の優遇措置に係るアンケート結果 

「平成 19 年 8 月 モデル路線沿道建物所有者アンケート」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     東京都の現行単価 

       国の改正単価 

延面積（㎡） 

＜要望＞国の改正単価に、一定の 低額が必要という考え

の下、小規模加算の考え方を導入していただきたい。 

都が独自に加算している範囲であるが、それでもカバーできな

い案件も存在する。 

（万円） 
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（提案要求先 法務省・国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

都内には約３６万戸の旧耐震基準の分譲マンションがあり、改修や建替えによ

る耐震化は喫緊の課題となっている。今後、これらが更新期を迎えていく一方、

分譲マンションは多数の区分所有者による合意形成が困難なため、耐震改修や建

替え等が進まない状況にある。これらの耐震化や更新が進まないことは、マンシ

ョンの安全安心な居住環境のみならず、周辺地域の防災性などにも影響を与え、

都市再生を進める上で大きな問題となる。 

都は、分譲マンションの耐震化の取組を促進するため、戸別訪問し助言等を行

う啓発隊活動を平成２４年度から実施するとともに、耐震診断・改修工事費に対

する助成事業など、技術的・財政的側面から支援を行っている。昨年の耐震改修

促進法の改正により、認定マンションについては、改修に係る合意要件の緩和が

可能となったが、今後、より一層の耐震化の促進に向け、支援制度の拡充が求め

られている。 

また、耐震性が不足する分譲マンションについては、今回のマンション建替え

円滑化法の改正により、敷地売却制度や容積率の緩和特例が措置されることから、

建替え等の促進が期待できる。しかし、特別多数決議による合意形成は引き続き

課題となっており、さらに、自己の敷地のみでは建替えが困難なマンションや権 

利関係が輻輳
ふくそう

しているマンションなどもあることから、円滑な建替えや改修を促 

すためには、法改正などの措置により更なる支援策を講じることが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

〔予算要求に関する事項〕 

（１）首都東京の高度防災都市づくりに向け、喫緊の課題である分譲マンション

の耐震化を促進するため、耐震診断及び耐震化のための計画策定にかかる区

分所有者の自己負担（現行１／３）が、より軽減されるように、国の補助割

合を拡充すること。 

   また、耐震改修工事かかる区分所有者の自己負担（現行７７％）について

も、より軽減されるように、国の補助割合を拡充すること。 

 

 

３ マンションの耐震化及び適切な更新による都市 

再生 

喫緊の課題であるマンションの耐震化を促進するため、支援制度

を拡充すること。また、円滑な建替え・改修を促進するため、法改

正などの措置により更なる支援策を講じること。 

－31－



〔制度要求に関する事項〕 

○ 建替えについて 

（２）老朽化が著しいマンションや耐震性が低いマンションを建て替える場合の

合意要件を緩和すること。 

（３）既存不適格マンションなどの別敷地での建替えについて、建物の区分所有

等に関する法律（以下「区分所有法」という。）の建替え決議の対象となる

よう改正すること。また、区分所有法改正に併せて、マンションの建替えの

円滑化等に関する法律（以下「マンション建替え円滑化法」という。）も改

正すること。 

（４）敷地に借地権等が設定されるなど、権利関係が輻輳
ふくそう

しているマンションの 

建替えを促進するため、マンション建替え円滑化法において、土地所有権を

含めた権利変換ができる仕組みの整備を図ること。 

（５）借地借家法第２８条における解約の正当事由に、建替え決議の成立が該当

するよう措置すること。 

（６）建築基準法第８６条による一団地認定の廃止等に係る全員同意要件などの

法令要件を緩和すること。 

（７）マンション建替え円滑化法の改正により、耐震性不足のマンションについ

ては、特別多数決議による区分所有関係の解消が可能となるが、既存不適格

等で建替えが困難なマンションについても同様の仕組みを整備すること。 

○ その他について 

（８）改修・改築に伴う共用部分の専有部分化など、現行では全区分所有者の合

意が必要と解される事項について、特別多数決議で実施できる制度を導入す

ること。 

 

参  考 

 

（１）住宅・建築物安全ストック形成事業の耐震化支援の概要 
※平成２２年度から「社会資本整備総合交付金」に再編 

 制度概要（主な要件等） 

耐震診断及び

耐震化のため

の計画の策定

補 助 率：地方公共団体が実施する場合 国 1/2 

地方公共団体以外が実施する場合 

国 1/3＋地方公共団体 1/3 

耐震改修工事 補助対象：耐震改修工事費（建替えを含む。） 

補 助 率：23.0％（国 11.5％＋地方公共団体 11.5％） 

工事費の 23.0％について、国費で 1/2 を補助 

 
○耐震診断及び耐震化のための計画策定 
 ■ 現行の助成制度 

 
 

 
※現行の自己負担割合 1／3 を軽減するため、国の補助割合の拡充を要望 

 

国 地方自治体 自己負担 
1/3 1/3 1/3 
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○耐震改修工事 
■ 現行の助成制度 

 
 

 
※現行の自己負担割合 77％を軽減するため、国の補助割合の拡充を要望 

 

（２）建て替える場合の合意要件の緩和 

建替えは、特別多数決議（５分の４の賛成）が必要とされている（区分所有法第

62 条）が、合意形成が難しいため、老朽マンションの不良ストック化が懸念される。 

とりわけ、耐震性が低いマンションは、居住者の生命に関わるものであり、その

建替えは、より高い緊急性を備えている。また、震災時に倒壊による周囲への影響

や大量の避難者の発生等社会への影響が大きく、建替えを促進する公益性は高い。 

（３）別敷地での建替えが可能となる制度の導入 

建替えは、現敷地の全て又は一部を含む敷地において行うものとされている(区分

所有法第 62 条)。しかし、容積率などが既存不適格のマンションは、現在地で同規

模の建替えを実施することが非常に困難になっている。別敷地での建替えにより解

決を図ろうとした場合、全員合意の要件が課題となっている。そのため、容易に別

敷地での建替えが可能となるような仕組みづくりが必要である。 

 
（４）敷地に借地権等が設定されたマンションの権利変換の仕組みの整備 

マンション建替えにおいて、建替前の土地に借地権と土地所有権が混在している

場合など権利関係が輻輳
ふくそう

している場合、円滑に事業が進まない事例が多々あるが、 

マンション建替え円滑化法は、借地権が設定されている場合の底地権などは権利変

換の対象とはしていないため、法による権利整理ができない状況となっている。 

 

【マンション建替え円滑化法に基づく建替えの実績（件数）及び築４０年以上の戸数の推移】 

              （単位：件） 
年度 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 計

東京都 ３ ２ ４ ３ ３ ２ ２ ５ ５ ３ ５ 37

全国 
(東京都分

を含む)。 

４ ５ ８ 14 ９ ６ ４ ５ ６ ５ 10 76

注）構造計算書偽装物件を除く。 

 

（５）賃貸借契約解約の正当事由 

区分所有者が自己の居室を転貸していた場合、賃貸借契約の解約が必要となるこ

とがあるが、建物賃貸借契約の解約の正当事由については、具体的な例示等がなさ

れていない（借地借家法第 28 条）。老朽化や耐震性が低いなどの課題を抱えるマン

ションにおいて建替え決議が成立したとしても、区分所有者が自己の居室を転貸し

ていた場合は、解約の正当事由とならないため、建替えが進まない事例がある。 
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 11.5％ 
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（６）一団地認定の廃止等に係る全員同意要件などの法令要件の緩和 
マンションとそれ以外の建築物が一つの区域内に存在する一団地認定の廃止につ

いて、マンションについては売渡し請求等により全員同意が可能となるが、マンシ

ョン以外の権利者に反対者がいた場合、一団地認定の廃止ができず、マンションの

建替えが頓挫してしまう。 

このため、一団地認定の区域内に認定の廃止によって違反になる建築物がない場

合には、全員の同意によらない一団地認定の廃止を認めるなど、法令要件の緩和を

していただきたい。 

 建築基準法第８６条の５ ： 

 （一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し）  

 公告対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者は、その全員の同意に

より、当該公告対象区域内の建築物に係る（中略：一団地認定及び許可の規程）認

定又は許可の取消しを特定行政庁に申請することができる。 

 

区分所有法の建替え決議の議決要件 

単棟型【第６２条】 区分所有者及び議決権の各４／５以上 

団地(一括) 

【第７０条】 
団地全体：区分所有者及び団地内建物の敷地の持分割合の各 4/5 以上

各団地内建物：区分所有者及び議決権の各 2/3 以上 

団地（部分） 

【第６９条】 

団地全体：土地の持分割合の 3/4 以上（ただし、建替えにより特別の

影響を受ける棟についてはその棟単独で 3/4 以上） 

建替え棟：区分所有者及び議決権の各 4/5 以上による建替え決議（又

は全員同意） 

 

（７）特別多数決議による区分所有関係の解消など、柔軟な対応を可能とする制

度の整備 

区分所有法では、一たび区分所有関係が形成された場合に、それを解消する規定

はない。そのため、現建物の使用をあきらめる場合の対応としては、建替えの場合

及びマンション建替え円滑化法で措置見込みの耐震性不足マンションの敷地売却の

場合を除き、民法の原則に基づき権利者全員の合意が必要となる。しかし、容積率

などが既存不適格なマンションなどは、現実的に建替えは困難であり、耐震性の有

無にかかわらず特別多数決議により区分所有関係を解消し、敷地売却を可能とする

制度を整備すべきである。 

（８）改修・改築に伴う共用部分の専有部分化などを特別多数決議で実施できる

制度の導入 

 

 

 

 

   現行法上、上記のような場合は、共用部分の処分に当たり、共用者全員の合意が

必要となる。今後、人口減少とともに想定される住宅需要の低下等に対応するため、

ワンルームマンションなど狭小住戸のファミリー世帯向けへの更新や、住宅以外の

用途への部分的なリノベーションなどについて、特別多数決議により可能となるよ

うにすべきである。 

（例）共用部分である

壁を取り払い、２戸を

１戸にする場合 
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４ 総合的な治水対策の推進 

１ 生命や財産を守る治水事業の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

治水事業は一部を除き法定受託事務であり、国の基本的な責務である。 

首都東京では、人口が密集する市街地が形成され、政治、経済等の中枢機能が

集積しており、安全・安心を確保する治水対策への十分な財源確保が必要不可欠

である。また、今後、高度な防災都市の実現を目指すことからも、治水対策事業

の一層の推進が必要となる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国の基本的な責務である治水事業について必要な財源を確保するとともに、

首都東京に対して重点的に配分すること。 

（２）災害が発生した地域における災害対策の予算は別枠とし、災害を未然に防

止する予防対策の予算について必要な財源を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土の保全及び国民の生命や財産を守る治水は国の基本的責務で

あるため、必要な財源を確保し、東京に必要額を確実に配分するこ

と。 
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参  考 

 

 

国土交通省平成 26 年度予算の動向について 

（国土交通省：予算概要平成 25 年 12 月 25 日資料より） 

○平成 26 年度の公共事業関係予算は、ほぼ前年並の予算が確保 

（単位：億円）  

項  目 26 年度 25 年度 対前年度比 

国土交通省予算（国費） 51,616 50,743 1.02  

  ※この他に、東日本大震災復興交付金等が、復興庁予算等に計上されている。 

 

○国民の生命や財産を守る治水事業への配分状況 

（単位：億円）  

項  目 26 年度 25 年度 対前年度比 

水管理・国土保全局 

関係予算（国費） 
6,838 6,704 1.02 

  ※この他に、社会資本整備総合交付金等がある。 

 

 

東京都における治水事業の動向について 

○首都東京の安全・安心を確保する治水対策事業は、高度防災都市の実現に向け

て地震・津波・高潮対策や都市型水害対策などの取組をより一層推進していく。 

 

○東京都における治水対策の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都は人口・資産の集中地域

全国の１/1８0の面積に
人口の1/10（１,300万人）

資産の1/8（ 300兆円） が集中！

浸水面積は全国の0.1％
しかし、被害額は4.3%にのぼる

全国比4.３％を占める東京都の浸水被害

東京の河川1kmあたりに住む人口は全国平均の約17倍
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東京都

河川1kmあたりに住む人口※（人/km）

※東京（全国）の人口／東京（全国）の法定河川延長

15,271 人/km

全国平均の約17倍

東京の河川は守るべき人々が多く、投資効果が高い

885 人/km

東京都は人口・資産の集中地域

全国の１/1８0の面積に
人口の1/10（１,300万人）

資産の1/8（ 300兆円） が集中！

浸水面積は全国の0.1％
しかし、被害額は4.3%にのぼる

全国比4.３％を占める東京都の浸水被害

東京の河川1kmあたりに住む人口は全国平均の約17倍

0 5,000 10,000 15,000

全国平均

東京都

河川1kmあたりに住む人口※（人/km）

※東京（全国）の人口／東京（全国）の法定河川延長

15,271 人/km

全国平均の約17倍

東京の河川は守るべき人々が多く、投資効果が高い

885 人/km

未だ道半ばの治水対策 首都東京に暮らす

1,300万都民の命と

暮らしを守る総合的な

治水対策を推進！

【洪水対策】 時間50㍉対策護岸整備率 65％
【地震対策】 M8クラスの海溝型地震等で

堤防等の施設が一部損傷
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２ 都市型水害対策の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局、下水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

都はこれまで、時間５０ミリ降雨に対応可能な護岸、調節池等の整備を進め、

水害の早期軽減に努めてきた。 

しかし、近年、時間５０ミリを超える台風や雷雨性の局地的集中豪雨に伴う水

害が増加しており、降雨状況の変化への対応が急務となっている。 

東京は膨大な人・資産情報が高度に集積された日本の中枢であり、大規模な浸

水が発生した際の被害とその影響は、非常に深刻で広範囲なものとなる。 

都は、平成２４年１１月に、区部で時間最大７５ミリ降雨、多摩部で時間最大

６５ミリ降雨による河川からの溢水の防止を目標とした「整備方針」を策定した。

これに対応した具体の対策を講ずることにより、既往最大の浸水被害をもたらし

た狩野川台風規模の豪雨や、時間１００ミリの局地的かつ短時間の集中豪雨に対

しても効果を発揮することができる。現在、近年浸水被害のあった神田川など五

流域において、道路や公園など公共空間を活用した調節池の測量や設計を進めて

おり、特に、神田川、石神井川、白子川流域では、環七地下調節池と白子川地下

調節池をトンネルで連結する新たな調節池を整備し、相互活用も可能な広域調節

池とする。 

また、内水氾濫対策として、下水道管きょや雨水ポンプ所等の整備を進めてい

るが、浸水対策事業の促進には多大な事業費が必要であり、下水道の基幹施設な

どの整備により 1 時間５０ミリの降雨に対して浸水被害が解消される面積の割合

は、平成２５年度末時点で６７パーセントとなっている。今後とも、頻発する集

中豪雨への対応など、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を安全に開催

するためにも、都市型水害対策の推進が求められている。 

さらに、これまでの浸水対策に加え、昨年１２月に策定した「豪雨対策下水道

緊急プラン」による対策を推進することで、下水道事業における浸水対策の更な

る充実・強化を図っていく必要がある。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）都市型水害対策を推進するために必要な財源を安定的・継続的に確保し、

東京に必要額を確実に配分すること。 

（２）平成１１年８月や平成１７年９月の集中豪雨による溢水など、大きな浸水

被害を生じた河川を中心に早期に安全性を向上させるため、次の事業におけ

る財源措置について他事業を圧迫することのないよう特段の配慮をすること。 

（１）都市型水害対策の推進に必要な財源を確保し、東京に必要額

を確実に配分すること。 

（２）下水道浸水対策事業の交付対象事業の採択要件を緩和するこ

とにより財政措置を充実し、都市型水害対策を支援すること。 
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・ 古川地下調節池 

・ 白子川地下調節池 

・ 善福寺川調節池 

・ 黒目川黒目橋調節池 

（３）「豪雨対策下水道緊急プラン」で位置付けた以下対策地区における浸水対

策事業を着実に実施できるよう、浸水の危険性が高い地域や予防保全対策が

必要な地域において実施する下水道管きょの整備事業に対し、浸水実績に関

わらない、シミュレーション等による予防保全的事業について交付対象とす

ること。 

  【７５ミリ対策地区】 

   ・目黒区上目黒、世田谷区弦巻 

   ・目黒区八雲、世田谷区深沢 

・大田区上池台 

・文京区千石、豊島区南大塚 

  【５０ミリ拡充対策地区】 

   ・港区白金、品川区上大崎 

   ・品川区戸越、西品川 

   ・中野区東中野、杉並区阿佐谷 

   ・杉並区荻窪 

   ・文京区大塚 

   ・文京区千駄木    など 

 

参  考 
 

[治水事業] 

【近年多発する集中豪雨】 

○集中豪雨等による被災事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中小河川の整備状況】 

＜平成 26 年 3 月末＞    

 

※ 治水安全度達成率とは、時間雨量 50mm に対する護岸整備率に調節池等の整備効果を加味

た安全度。 

全体計画 
護岸整備延長 
（H25 年度末） 

護岸整備率 治水安全度達成率 

324.0 ㎞  212.0 ㎞    65％     77％ 

（平成17年9月 妙正寺川護岸損傷）（平成16年10月 麻布十番駅地下ホーム冠水） （平成17年9月 妙正寺川護岸損傷）（平成16年10月 麻布十番駅地下ホーム冠水）
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[下水道浸水対策事業] 
 
【現行採択要件】 

 

 

 

【主な下水道浸水対策事業】 

 

 

幹線管きょ(貯留管)の建設 

《和田弥生幹線》 

雨水ポンプ所の建設 

《東尾久ポンプ所》 

  

雨水調整池の建設 

《南元町雨水調整池》 

雨水排水ポンプの増強 

《先行待機型ポンプ》 

白子川地下調節池完成イメージ 古川地下調節池の整備イメージ 

白子川

比丘尼橋
上流調節池

白子川

地下調節池 比
丘
尼
橋

下
流
調
節
池

連絡管

白子川

比丘尼橋
上流調節池

白子川

地下調節池 比
丘
尼
橋

下
流
調
節
池

連絡管

（下水道浸水被害軽減総合事業）   

過去10年間に規定の浸水実績 ⇒ 浸水実績にかかわらず、シミュレーション等

による予防保全的対策   
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３ 地震・津波・高潮対策の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

東部低地帯の河川では、これまで水門や堤防等の整備を着実に進め、関東大震

災時の震度に対する構造物の耐震性と、伊勢湾台風級の高潮に対する堤防の高さ

を確保してきた。 

東日本大震災を踏まえて東京都防災会議が示した最大想定津波に対しては、現

行の堤防高で対応が可能である。 

しかし、東部低地帯では、水門や堤防等の耐震性能の調査を行った結果、マグ

ニチュード８．２の海溝型地震など想定される最大級の地震によって施設の一部

が損傷し、満潮時に最大想定津波が重なった場合、浸水による被害が発生する可

能性がある。 

このため、都は、このような地震が発生した場合においても各施設が機能を保

持し、津波等による浸水を防止するよう、平成２４年１２月に策定した「整備計

画」に基づき、約８６ｋｍの堤防の耐震化と２２施設の水門等の耐震・耐水対策

を進めている。平成２６年度は、隅田川など低地部の７河川の堤防と大島川水門

や竪川水門など９施設の耐震工事を実施する。 

人々に安心感を与え東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に備え

るためにも、２０２０年までに全ての水門、排水機場等と水門外側の堤防におい

て対策を完了させるなど、地震・津波に伴う水害対策への取組を早急に推進して

いく。 

一方、隅田川などの主要河川については、大地震に対する安全性を高めるとと

もに、水辺環境の向上を図るため、背後地開発と連携してスーパー堤防等の整備

を早期に推進していく必要がある。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地震・津波・高潮対策の推進は、低地帯に暮らす３００万人の命と、人口、

資産が高度に集積する首都の機能を守るため、待ったなしの課題であること

から、東京に必要額を確実に配分すること。 

（２）背後地開発と連携して推進する都のスーパー堤防整備について、必要な財

源を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

東部低地帯における地震・津波・高潮対策の推進に必要な財源を

確保し、東京に必要額を確実に配分すること。 
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参  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 東部低地帯は地震・津波・高潮に対して極めて弱い地域

満潮面以上であるが高潮
の脅威にさらされる高さ
A.P.+5.1m

東部低地帯の地盤高東部低地帯の地盤高

干潮面の高さ
A.P.+0.0m
干潮面の高さ
A.P.+0.0m

満潮面の高さ
A.P.+2.1m
満潮面の高さ
A.P.+2.1m

Ｍ８クラスの
海溝型地震等に対する
河川施設の耐震性能を確認

↓
調査地点の約３割で、
堤防の一部が損傷して
浸水する可能性！

Ｍ８クラスの
海溝型地震等に対する
河川施設の耐震性能を確認

↓
調査地点の約３割で、
堤防の一部が損傷して
浸水する可能性！

想定津波高・高潮高のイメージ

高潮高

満潮位

想定津波高

堤防背後の地盤高

想定津波高・高潮高のイメージ

高潮高

満潮位

想定津波高

堤防背後の地盤高

東部低地帯には、
約300万人が生活！
東部低地帯には、
約300万人が生活！

 【基本的な考え方】 
 想定される最大級の地震時における浸水を防止 
 ・最大級の地震動に対する構造物の耐震性を強化 
 ・設備（電気など）への浸水を防止 
 ・優先度を考慮して整備を実施 

コンクリート特殊堤防 

底版の地盤改良 

水門

門
柱
等
の
巻
き
た
て
補
強

開閉設備の固定強化

設備を高い位置に設置

自家
発電設備

受変電
設備

管理棟の耐震補強

開口部の水密化

柱の耐震補強

下部梁の耐震補強

ポンプ設備

排水機場等水門

門
柱
等
の
巻
き
た
て
補
強

開閉設備の固定強化

設備を高い位置に設置

自家
発電設備

受変電
設備

管理棟の耐震補強

開口部の水密化

柱の耐震補強

下部梁の耐震補強

ポンプ設備

排水機場等水門

門
柱
等
の
巻
き
た
て
補
強

開閉設備の固定強化

設備を高い位置に設置

自家
発電設備

受変電
設備

管理棟の耐震補強

開口部の水密化

柱の耐震補強

下部梁の耐震補強

ポンプ設備

排水機場等水門

門
柱
等
の
巻
き
た
て
補
強

開閉設備の固定強化

設備を高い位置に設置

自家
発電設備

受変電
設備

管理棟の耐震補強

開口部の水密化

柱の耐震補強

下部梁の耐震補強

ポンプ設備

排水機場等
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中
川

綾

瀬

川

呑 川

内川

大場川

新川

新

中

川

日本橋川

隅 田 川

垳川

海
老
取
川

神田川

目黒川

旧江戸川

干潮位干潮位

満潮位

満潮位満潮位

満潮位満潮位

従来の事業で引き続き実施する箇
所

目標年次までに実施する箇所

目標年次以降に実施する箇所

凡 例

本計画の対象区間

水門等 排水機場 樋門・閘門

十分な耐震機能を有している区間

本計画以降に実施する等の区間

満潮位

干潮位干潮位

国交省管理区間

地盤高が干潮位以下の範囲

地盤高が満潮位以下の範囲

・「整備計画」を平成２４年１２月に策定、早急かつ積極的に事業を推進 
・水門の全箇所と水門外側の堤防などについては、２０２０年までに完了 

＜整備計画延長等＞

22施設 水門等の 
耐震・耐水

約86km 堤防の耐震

延 長 施設名

＜計画期間＞ 
10年間（～２０２２年まで）

■ 地震・津波から東部低地帯を守る対策 
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４ ソフトとハードの連携した土砂災害対策の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

都内には、土砂災害のおそれがある箇所が約１５，０００か所あると想定して

おり、平成１８年の品川区西五反田のがけ崩れ、平成２０年の八王子市初沢地区

における土石流など、台風や局地的な集中豪雨により毎年のように土砂災害が発

生している。さらに、平成２５年には伊豆大島において、２４時間雨量８２４ミ

リに達する記録的な豪雨により甚大な土砂災害が生じ、多くの尊い人命、財産が

失われた。 

都では、砂防施設の整備等のハード対策を実施してきているものの、全ての危

険箇所での対策を実施するには、膨大な費用と時間を要することから、ハード対

策を着実に進めるとともに、警戒避難体制の確立に必要となる土砂災害警戒区域

等の指定などのソフト対策を推進していくことが必要である。 

このため、都では順次指定を進めているが、指定の際、あらかじめ宅地造成等

規制法など他の法令により開発された箇所では、安全性の基準が土砂災害防止法

と異なることから、関係者の理解を得ることが困難なケースも増加している。 

また、活火山を多く抱える伊豆諸島では、火山噴火に伴う泥流や溶岩流の発生

により、渓流周辺の平地に集中している人家が被害を受ける危険性があるため、

火山砂防等の対策が急務となっている。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１） 砂防事業、地すべり防止事業、急傾斜地崩壊対策事業を着実に推進するた

め、必要な財源を安定的・継続的に確保し、東京に必要額を確実に配分する

こと。また、伊豆大島において、災害が発生した地域の防災力向上のために、

集中的・重点的に砂防事業等を推進できるよう必要な財源を確実に確保する

こと。 

（２） 土砂災害警戒区域等の指定を推進するため、土砂災害危険箇所の基礎調査

について必要な財源を確保するとともに国費率の引上げを図ること。 

（３） 避難所や災害時要援護者関連施設を保全する土砂災害対策は、人命を守る

効果的な方策であるため、その財源措置については他の事業を圧迫すること

のないよう特段の配慮をすること。また、避難所や災害時要援護者関連施設

を区市町村や施設管理者が改築又は移転する場合の財政措置を創設するこ

と。 

ソフトとハードの連携した土砂災害対策を推進するため、土砂災

害危険箇所の基礎調査及び砂防事業、地すべり防止事業、急傾斜地

崩壊対策事業について必要な財源の確保及び制度拡充等を図るこ

と。 
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（４） 土砂災害特別警戒区域の指定に伴う住宅の建替及び区域指定解除のための

防災工事に対し、区市町村が助成などを行う際の財政上の支援措置の充実を

図ること。 

（５） 土砂災害特別警戒区域の指定に伴い、市町村が固定資産税評価額の減額を

行った際に、財政上の負担が生じないよう支援措置の充実を図ること。 

（６） 土砂災害警戒区域における警戒避難体制を確立するために、市町村による

土砂災害ハザードマップ作成等に対し、必要額を配分すること。 

（７） 土砂災害特別警戒区域内の指定の基準と、宅地造成等規制法など他の法令

に基づく安全性の基準との整合を図るなどの措置を講じること。 

（８） 土砂災害防止法に基づく宅地などの基礎調査において、迅速な調査完了の

ため、必要な場合は通知のみで調査を実施できるよう支援を行うこと。 

 

参  考 

 

【都内の土砂災害危険箇所の分布状況】 

 

○都内には、土砂災害のおそれが 

ある箇所は、約 15,000 か所あると想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【土砂災害警戒区域等の指定状況】 

                           ＜平成26年3月末＞ 

全体計画（想定） 指定済み箇所数 指定率 

15,000 か所 
土砂災害警戒区域     6,993 か所 約 47％ 

土砂災害特別警戒区域 3,986 か所 約 27％ 

 

【整備状況】 

＜平成 26 年 3 月末＞ 

区  分 
全体計画 

Ａ 

整備状況 

Ｂ 

整備率 

Ｂ／Ａ 

砂防事業 
堰堤 377基 226基 60％ 

流路 85.2㎞ 77.4km 90％ 

地すべり対策事業 17地区 11地区 65％ 

急傾斜地崩壊対策事業 95地区 49地区 52％ 

●急傾斜地の崩壊 

●土石流 

●地すべり 
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【ソフトとハードが連携した土砂災害対策のイメージ】  【基礎調査の国費率】       

                            現行 １／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【他法令で許可を受けた斜面が特別警戒区域に指定される例】 

 宅地造成等規制法などで許可を受けた斜面勾配 30°以上かつ高さ 5ｍ以上の人

工構造物を有しない斜面は、特別警戒区域に指定される。 

 

 

 

  

避難 避難

避難所

警戒情報ハード対策
区域内の避難所の

移転等が不可能で土
砂災害対策が必要な
避難所周辺で砂防施
設等を整備

ソフト対策③
警戒区域毎の土砂災害ハザードマッ

プ作成に向けた区市町村への技術的
支援

ソフト対策②
住民の自主避難及び自治体

の避難勧告等の発令の目安
となる土砂災害警戒情報を気
象庁と共同で発表し、総務
局・区市町村を通じて住民へ
情報伝達

ソフト対策①
土砂災害防止法に基づき、

・危険箇所を明らかにする基礎調査の実施
・危険箇所の避難体制の確立及び新たな危険箇
所を増やさないための警戒区域等の指定

避難 避難

避難所

警戒情報ハード対策
区域内の避難所の

移転等が不可能で土
砂災害対策が必要な
避難所周辺で砂防施
設等を整備

ソフト対策③
警戒区域毎の土砂災害ハザードマッ

プ作成に向けた区市町村への技術的
支援

ソフト対策②
住民の自主避難及び自治体

の避難勧告等の発令の目安
となる土砂災害警戒情報を気
象庁と共同で発表し、総務
局・区市町村を通じて住民へ
情報伝達

ソフト対策①
土砂災害防止法に基づき、

・危険箇所を明らかにする基礎調査の実施
・危険箇所の避難体制の確立及び新たな危険箇
所を増やさないための警戒区域等の指定

ハード対策 
区 域 内 の 避 難 所 の

移 転 等 が 困 難 で 土 砂

災 害 対 策 が 必 要 な 避

難 所 周 辺 で 砂 防 施 設

等を整備 

ソフト対策① 
 土砂災害防止法に基づいて、危

険箇所を明らかにする基礎調査を

実施し、土砂災害警戒区域等を指

定することで、警戒避難体制の確

立を推進 

ソフト対策② 
 住民の自主避難及び自

治体の避難勧告等の発令

の目安となる土砂災害警

戒情報を気象庁と共同で

発表し、総務局・区市町村

を通じて住民へ情報伝達 

ソフト対策③ 
 警戒区域毎の土砂災害ハ

ザードマップ作成に向けた

区市町村への技術的支援 

ハード対策 
 区域内の避難

所の移転等が困

難で土砂災害対

策が必要な避難

所や要援護者施

設周辺で砂防施

設等を整備 

災害時要援護者施設

５ｍ以上 

３０°以上 

切土

３５° 

３５°
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５ 水辺空間のにぎわいの創出及び緑化の推進 

  （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

都では、都市に残された貴重なオープンスペースである河川において、水害に

対する安全対策のみならず、緑化の推進や人々が水辺に親しめる空間としての整

備など、河川空間の魅力向上に努めてきた。 

さらに、平成２５年度には、有識者、国、関係区を交えた「新たな水辺整備の

あり方検討会」を設置し、恒常的なにぎわい創出に向けた検討を進めてきた。 

また、国においても、平成２３年４月に「河川敷地占用許可準則」の改正を行

い、地域活性化のための飲食店やオープンカフェ等について、一定のルールの下、

営業活動を行う事業者等による占用を可能とする規制緩和を行ったほか、平成２

５年度には「水辺とまちのソーシャルデザイン懇談会」を開催するなど、水辺空

間の利用や民間活力の積極的な活用等の取組を推進していくこととしている。 

今後、首都東京の更なる魅力向上を図るとともに、２０２０年オリンピック・

パラリンピック競技大会の東京開催に向け、世界の人々を手厚く「おもてなし」

するため、道路や公園など幅広い施策とも連携しながら、舟運拠点や、オープン

カフェ等河川敷地の民間活用を支援するインフラ、回遊性向上に資するインフラ

等の整備を進めるなど、河川空間を活用した恒常的なにぎわいづくりに取り組ん

でいく必要がある。 

さらに、これまで整備してきた点在する既存の緑を、水辺空間の緑化推進によ

りネットワーク化し、都市環境を改善する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）水辺空間のにぎわいづくりを推進するために必要な財源を安定的・継続的

に確保し、東京に必要額を確実に配分すること。 

（２）水辺空間の民間利用を推進する施策を拡充するとともに、河川管理者自ら

がにぎわいづくりに資する施設整備等をより積極的に行えるよう、「かわま

ちづくり支援制度」の見直し・充実等を図ること。 

（３）水辺空間の緑化を推進するために必要な財源を安定的・継続的に確保し、

東京への確実な配分と国費率の引上げを図ること。 

 

 

 

 

 

 

水辺空間におけるにぎわいの創出及び緑化の推進に必要な財源の

確保及び制度拡充を図ること。 
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 参  考 

 

【にぎわいづくりに向けた取組事例】 

 

  

 

○テラスの連続化 

○回遊性向上に資する施設整備 

テラス動線の連続化イメージ

○「塩の道」の整備 
小名木川を江戸情緒あふれる「塩の道」として再生

○河川利用の促進 

一時的な利用事例（両国納涼水辺まつり） 恒常的な利用事例（隅田川オープンカフェ） 

○舟運拠点の整備

舟運ターミナルイメージ 

－47－



  
【主な河川の緑化状況】 

＜平成 26 年 3 月末＞     

河 川 名 
計画延長 

Ａ 

緑化延長 

Ｂ 

緑化率 

Ｂ／Ａ 

中川 9.3km 6.9km 74% 

呑川 5.1km 1.2km 23% 

大栗川 4.1km 1.3km 32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中川の堤防緑化 

整備前 整備後 

呑川の護岸緑化 

整備前 整備後

整備前 整備後 

大栗川の護岸緑化 

－48－



６ 水質浄化の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

都はこれまでに、環境基本法に基づく環境基準を踏まえ、水質浄化の取組を進

めてきた。 

しかしながら、隅田川、新河岸川をはじめとする感潮河川では、一部区間にお

いて河床に堆積した汚泥によって、水質の悪化や悪臭の発生がみられることから、

引き続き水質浄化対策が必要である。 

また、河川に隣接した公有水面についても、平常時の流れがない閉鎖性水域で

水質が悪く、河川と合わせて水質改善を実施する必要があるが、これまで公有水

面の水質浄化や利用の適正化に対する十分な支援制度がなかった。 

さらに、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け

ても、良好な水質を維持し、都民、選手等の大会関係者や世界からの来訪者等が

水辺に親しめるよう、河川と公有水面について計画的なしゅんせつを推進してい

く必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）計画的なしゅんせつについて必要な財源を安定的・継続的に確保し、東京

に必要額を確実に配分すること。 

（２）公有水面の水質浄化についても、基幹事業等としての取組が推進できるよ

う、交付対象事業の採択要件を緩和すること。 

（３）公有水面についても、法定河川と同様に適正化のための制度を整備するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良好な水質を維持し、都民が水辺に親しめるようにするため、計

画的なしゅんせつについて必要な財源の確保及び制度拡充を図るこ

と。 
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参  考 

 

【しゅんせつが必要な土量（汚泥）の堆積状況】(平成 25 年度末時点) 

区  分 
しゅんせつ必要土量 

（千m３） 

しゅんせつ必要土量（Ａ） 1,408 

 

隅田川（Ｂ） 239 

新河岸川（Ｃ） 186 

その他の河川（Ｄ） 983 

※ 平均堆積厚さが 0.5m 以上で、かつ、水質悪化や悪臭発生のある区間に堆積した土量 

（汚泥）をしゅんせつ必要土量としている。 

 

【外濠における水質悪化状況】 

 弁慶濠以外の濠では、環境保全のための最低限の基準であるCOD 8mg/l以下（湖

沼）を満たしていない。 

また、新見附濠と市ヶ谷濠では、外濠の下流を流れる神田川の環境基準を満た

しておらず、神田川や日本橋川の水質悪化の一因となっている。 

 

 

直近10ヵ年（H16-H25)

牛込濠 新見附濠 市ヶ谷濠 弁慶濠
環境基準

の最低値

神田川の

環境基準

BOD値（mg/l） 6.2 9.0 10.9 3.4 10以下（Ｅ類型） 5以下（Ｃ類型）

COD値（mg/l） 12.7 17.4 16.6 6.5 8以下（Ｃ類型）  　　　

ＢOD 環境基準(10mg/L) 
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７ 流域貯留浸透事業の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局、都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

都は、河道などの治水施設の整備に加え、総合治水対策の一環として、流域に

おける雨水の流出を抑制するため、都の関連施設に加え、関係区市町村とも協力

して公共施設への貯留浸透施設の設置や透水性舗装の実施などを推進している。 

しかし、流域貯留浸透事業の採択要件では、地方自治体等が設置する３００ｍ３

以上の貯留浸透機能を持つ施設とされており、小規模な貯留浸透機能を持つ施設に

ついては、財政支援の対象となっていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）流域貯留浸透施設の整備について必要な財源を安定的・継続的に確保し、

東京への確実な配分と国費率の引上げを図ること。 

（２）１施設３００ｍ３未満の小規模な貯留浸透施設についても取組を推進でき

るよう、交付対象事業の採択要件を緩和すること。 

 

 

参  考 

 

 

【整備状況】 

                        ＜平成 26 年 3 月末時点＞ 

区    分 整備状況 
（H25 年度末） 

流域貯留浸透施設（S58～） 88か所 

 

流域における雨水の流出を抑制するため、流域貯留浸透施設の整備

について必要な財源の確保、国費率の引上げ及び制度拡充を図ること。
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８ 海岸保全事業の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

我が国は、台風、地震、津波などに対し、厳しい地理的・自然条件にあるこ

とから海岸災害が多発しており、東日本大震災においても甚大な海岸災害が発

生した。また、海岸侵食も顕在化してきており、放置すれば貴重な国土が失わ

れることになり、その保全は極めて重要である。 

伊豆・小笠原諸島沿岸は、海岸背後の平坦な場所に人口・資産の多くが集中

している。また、島しょ地域沿岸は豊かな海洋自然環境が広がり、島の貴重な

観光資源となっている。 

このことから、自然環境へ配慮しつつ、台風、低気圧及び季節風等による波

浪・高潮等から人命・財産及び国土を保全するため、これまで以上に着実な海

岸保全事業の推進が求められている。 

このような状況の中、発生頻度が極めて低いものの、発生すれば甚大な被害

をもたらす最大クラスの津波に対する被害について、平成２５年５月、都は、

内閣府が公表した「南海トラフ巨大地震の被害想定」を基に、より詳細な検討

を加え、「南海トラフ巨大地震等における東京の被害想定」を公表した。最大

クラスの津波に対しては、「何としても命を守る」ことを最優先として、住民

等の避難を軸にソフト対策とハード対策の取り得る手段を組み合わせた総合

的な津波対策を確立するなど、津波の規模や発生頻度に応じて防護目標を明確

化し、海岸保全施設の整備を図る必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）海岸保全事業の推進するために必要な財源を安定的・継続的に確保し、

東京に必要額を確実に配分すること。 

（２）津波の防護目標に対し、これまでに整備した施設の改修が必要となった

場合には、直ちに必要な財源を確保し、東京に必要額を確実に配分するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

伊豆諸島等における海岸保全事業について必要な財源を確保し、

東京に必要額を確実に配分すること。 
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参  考 

 

【海岸施設の整備状況】 

                     ＜平成 26 年 3 月末＞ 

全体計画 

Ａ 

整備状況 

Ｂ 

整備率 

Ｂ／Ａ 

43.2㎞ 18.4㎞ 43％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

波浪状況（左）と波浪による被災状況（右）（三宅島・阿古海岸） 

海岸侵食による汀線（海岸線）の後退（大島） 
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５ 高規格堤防（スーパー堤防）事業の推進 

 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局、都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

直轄管理河川における高規格堤防事業は、首都圏を洪水から守るとともに、ま

ちづくりを進めていく上で重要な事業であり、その構造的特徴から破堤しにくい

だけでなく、地震時の液状化等にも強いため、震災対策としても有効である。 

東京は、河川の氾濫原に多くの人口・資産等が集積しており、東部低地帯に３

００万人が暮らしているなど、水害から都民の命と暮らしを守るためには堤防の

安全性向上は特に不可欠である。 

平成２６年度予算では、小松川地区（荒川）及び北小岩一丁目地区（江戸川）

が整備されることとなったが、首都東京の安全性を高めていくためには、今後も

積極的に事業を推進していく必要がある。 

また、現行の直轄事業負担金の負担割合は３分の１と、一般的な河川改良事業

並の負担割合となっている。一方で、例えば、道路事業では、高速道路の負担金

（新直轄方式）について都県の負担は４分の１となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地震や豪雨による水害から都民を守るため、土地区画整理事業等と連携し、

早期の事業着手と一層の整備促進を図ること。 

（２）高規格堤防事業の実施に当たっては、共同事業者に十分な説明責任を果た

すとともに、コスト縮減に努めること。 

（３）高規格堤防事業の直轄事業負担金について、負担軽減を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首都圏の洪水や地震に対する安全性を高め、まちづくりにも寄与

する高規格堤防（スーパー堤防）事業を着実に推進すること。 
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参  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【直轄事業負担金の負担率】 

 

直轄事業 国 都県 

河川事業 

 

その他の改良事業 

（高規格堤防事業含む） 

２／３ １／３ 

大規模改良事業 ７／１０ ３／１０ 

道路事業 高速自動車国道 

（新直轄方式） 

３／４ １／４ 

一般国道（直轄国道） ２／３ １／３ 

 

 

 

高高規規格格堤堤防防（（ススーーパパーー堤堤防防））断断面面図図（（イイメメーージジ））  

（200ｍ～300ｍ程度） 

高高規規格格堤堤防防（（ススーーパパーー堤堤防防））事事業業対対象象河河川川図図（（首首都都圏圏））  
                ※※出出典典：：平平成成２２４４年年度度予予算算決決定定概概要要  
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６ 東京港の地震・津波・高潮対策の推進 

 

 （提案要求先 国土交通省）      

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

日本の中枢機能が集中する首都東京に大規模地震が発生し、海岸保全施設の機 

能が失われると、約３００万人が暮らす沿岸部低地帯に海水が浸入し、甚大な被

害を受けるおそれがある。 

首都東京が機能不全に陥れば、我が国の社会・経済活動、国民生活への影響は 

計り知れない。 

 また、２０２０年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会も開催され、

首都東京の防災力を早急に向上させることが必要である。  

このため、東京の沿岸部の第一線を守る水門・防潮堤等の海岸保全施設の耐震

性強化を図るなど、東京港における地震・津波・高潮対策を強力・早急に推し進

めていかなければならない。 

   

＜具体的要求内容＞ 

最大級の地震や台風に備え、水害から都民の生命・財産、首都東京の中枢機能 

を守るため、防潮堤や水門の耐震性強化を図るなど、東京港における地震・津波

・高潮対策を強力・早急に講じられるよう、必要な財源を確保すること。 

特に、東京の沿岸部の第一線を守る水門・防潮堤については、２０２０年東京

オリンピック・パラリンピック競技大会までに整備を確実に完了させるよう、必

要な財源を確保すること。 

都民の生命と財産を守り、首都東京の中枢機能を確保するため、

東京港における地震・津波・高潮対策を早急に講じられるよう、必

要な財源を確保すること。 

特に、東京の沿岸部の第一線を守る水門・防潮堤については、２

０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに整備を

完了させるよう、必要な財源を確実に確保すること。 
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（提案要求先 内閣官房・国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・政策企画局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２３年４月、都市再生特別措置法の改正により、「特定都市再生緊急整備

地域」の制度が創設された。本制度では、都市拠点インフラ（国際空港へのアク

セス改善等）の整備に係る予算支援が創設されるとともに、民間都市開発事業に

対する金融支援の充実が規定されるなど、都市再生の更なる推進に資する支援メ

ニューの充実が図られた。本制度については柔軟な運用を図り、効果的かつ効率

的に都市再生を推進していくことが必要である。 

 また、民間都市再生事業計画の認定により、事業者への不動産取得税の課税標

準控除や地権者への所得税･法人税の軽減税率などの支援措置があるものの、平成

２６年度末までの措置となっており、支援措置を延長するとともに、より一層民

間都市開発事業を推進するため、更に税制優遇措置を拡充すべきである。 

 加えて、平成２４年３月の都市再生特別措置法改正により、新たに「都市再生

安全確保計画制度」が追加され、国際的な都市間競争の見地からもターミナル駅

周辺等の人口・機能が高度に集積したエリアにおける防災対策の強化も喫緊の課

題となっている。本制度については、実効性の高いものとなるよう、柔軟性のあ

る運用が求められる。 

 同時に、東日本大震災で発生した原子力発電所の事故によって、電力の確保は、

ＢＣＰの観点からも非常に重要な要素として改めて認識されたところである。震

災以後、防災面への対応を強化した建物の需要はますます高まってきており、都

市の国際競争力や信用力を高めるためには、非常時に発電可能な設備の設置促進

に向けた環境整備が必要である。 

７ 国際競争力に資するまちづくりの推進 

（１）東京の都市再生を一層推進するため、特定都市再生緊急整備

地域に係る協議会及び整備計画については柔軟な運用を図ると

ともに、都市基盤施設の整備に必要な財源を確保すること。 

（２）都市再生緊急整備地域内において、都市再生事業に対する税

制等支援の継続と更なる拡充を行うこと。 

（３）都市再生安全確保計画制度については、地域の実情に応じて

取り組めるよう柔軟な運用を図ること。 

（４）非常時に発電可能な設備の設置促進に向け、都市計画法に基

づく用途地域ごとに定められている規制の緩和を図るなどの検

討を進めること。 

（５）都市再生特別地区に定める容積率の最高限度を制限する都市

再生特別措置法を改正すること。 
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市街地の防災性の向上や環境改善を図る都市再生を推進するには、都市再生特

別地区の容積率を、街区の特性に応じた指定を可能とし、容積率の有効活用がで

きる制度とする必要がある。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）特定都市再生緊急整備地域における協議会の運営や、整備計画の策定に当

たっては柔軟な制度運用を図るとともに、整備計画の実施に必要な財源を確

保すること。 

都市再生特別措置法第１７条を踏まえ、緊急整備地域内の都市基盤の整備

については、整備計画の予算措置以外にも、必要な財源を確保すること。 

（２）民間都市再生事業計画の認定による事業者への不動産取得税の課税標準控

除や、地権者への所得税･法人税の軽減税率などの支援措置を延長すること。

民間が行う都市再生事業が着実に推進されるよう、都市再生事業として認定

された事業において、権利者の生活再建対策のため、第二種市街地再開発事

業と同様に、地区外転出者に対する租税の軽減を行うなど、税制等財政面の

更なる支援拡充を行うこと。また、市街地再開発事業の保留床取得について、

全ての取得者に対して税制上の優遇措置を行うなど、支援拡充を行うこと。 

（３）都市再生安全確保計画制度については、協議会の構成など地域の実情に応

じて取り組めるよう配慮するとともに、補助事業の円滑な実施に向けて制度

の柔軟な運用を図ること。 

（４）非常時に発電可能な設備の設置促進に向け、都市計画法に基づく用途地域

ごとに定められている、建築基準法による燃料貯蔵量制限の緩和を図るなど

の検討を進めること。 

（５）都市再生特別地区では、容積率の最高限度を４００％以上として都市計画

に定めることとなっているが、容積率の有効活用を促進するため、街区の特

性に応じて指定できるように、都市再生特別措置法を改正すること。 

 

参  考 

 

■都市再生特別措置法 第１７条（公共公益施設の整備） 

 国及び関係地方公共団体は、地域整備方針に即して、都市再生緊急整備地域

における都市開発事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備の促進

に努めるものとする。 

 

－58－



８ オリンピック・パラリンピック競技会場等 

となる都立公園及び海上公園の整備 

 

（提案要求先 財務省、国土交通省） 

（都所管局 建設局、港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、「史上最高・世

界一のオリンピック・パラリンピック」の実現に向けて取り組み、競技会場等の

着実な整備を行い、開催都市としての責務を果たす必要がある。 

とりわけ、都立公園及び海上公園は、競技会場としての整備が求められている

ほか、練習会場やライブサイト等による利活用も予定されている。 

大会開催時に向けた公園の整備・改修とともに、大会終了後の仮設競技施設撤

去に伴う公園の再整備及び改修に対し、財政的及び政策的な支援が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）競技会場等となる都立公園及び海上公園の再整備や改修に係る補助制度の

創設を行うとともに、十分な財源を確保すること。 

（２）都立公園等に設置する仮設物等について、交付金等の対象となるよう、補

助対象施設の拡充を行うこと。 

（３）交付金等による再整備が行われた競技会場等について、大会後の撤去・改

修が可能となるよう、処分制限を緩和すること。 

（４）競技会場等の整備が借受国有地内で行われる場合、利用変更手続きの簡素

化を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に

向けて、競技会場等となる都立公園及び海上公園での施設整備等に

対し、財政的及び政策的な支援を行うこと。 
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９ 不法係留船対策の推進 

   

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 首都東京の河川には、現在約５２０隻の不法係留船がある。これまで、不法係

留船について都は、暫定係留施設の整備と代執行等の強制措置により、プレジャ

ーボートを中心に縮減に一定の成果を上げてきたが、暫定係留施設及び代執行に

は多大な費用がかかる。 

また、小型船舶操縦士免許取得者は増加傾向にあり、問題の抜本的な解決を図

るためには、船舶について保管場所を義務付ける法制度の創設が必要である。 

平成１９年６月「プレジャーボートの三水域連携による放置艇対策検討委員会」

の提言では、「特に放置艇対策が進捗している地域では係留・保管能力が十分で

あると想定されるため、保管場所確保の法制化を早期に図るべき」としている。 

このため、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会時における

水辺景観向上を図るためにも、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に相

当するような制度を創設する必要がある。本要望は平成５年以降、九都県市首脳

会議においても要望しているものである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

不法係留船を根絶するため、船舶について、保管場所を義務付ける「自動車の

保管場所の確保等に関する法律」に相当する法制度を創設すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不法係留船を根絶するため、船舶について、保管場所を義務付け

る制度を創設すること。 
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参  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規免許取得者が

放置をする前に

法制度の整備を！

新規免許取得者が

放置をする前に

法制度の整備を！

万人 

都内河川の不法係留船の推移 隻
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小型船舶操縦士免許取得者の推移 全国 

保管場所の義務付けの効果

小型艇の陸上保管の促進

保管業への民間参入の促進

河川管理者の施設整備の負担減

不法係留船の縮減とモラル向上

保管場所の義務付けの効果

小型艇の陸上保管の促進

保管業への民間参入の促進

河川管理者の施設整備の負担減

不法係留船の縮減とモラル向上
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（提案要求先 財務省、国土交通省） 

（都 所 管 局 建設局、都市整備局） 

 
＜現状・課題＞ 

我が国の経済を成長軌道に戻し、国際競争力を高めるため、また、災害時にお

いて首都の中枢機能を守るためには、首都圏の陸・海・空の交通・物流ネットワ

ークの強化が喫緊の課題である。 

外環は、首都圏の慢性的な渋滞を緩和するとともに、災害時に日本の東西交通

の分断を回避するなど、必要不可欠な道路であり、国の「日本再興戦略（２０１

４改訂）」にも位置付けられた国家プロジェクトである。 

外環（関越道～東名高速）については、国が実施する直轄事業と高速道路会社

が実施する有料道路事業を組み合わせた整備手法とし、関越道～中央道は国と東

日本高速道路会社、中央道～東名高速間は国と中日本道路株式会社が事業主体と

なり、事業を行っているところである。 

 事業の前提となる用地取得等に当たって、外環の大深度地下より浅い区間で

は、区分地上権の設定が必要である。設定に伴って地権者に支払われる補償金が、

１０ 外かく環状道路の早期完成 

（１）外環（関越道～東名高速間）については、東京オリンピック

・パラリンピック競技大会のためにも、２０２０年早期の開通

に向けて、用地補償及び工事に必要な財源を十分に確保するこ

と。 

（２）東名ジャンクションで施工中のトンネル立坑工事、また、そ

れに続くトンネル本体工事については、完成時期を見据えて、

計画的に進めること。 

（３）公共事業における構築物等の設置のための地上権等の設定対

価について、その土地価格に対する割合にかかわらず、租税特

別措置法の５，０００万円控除を適用するなど、区分地上権設

定が迅速かつ円滑に進むよう措置を講ずること。 

（４）「対応の方針」を国の責任において確実に履行すること。ま

た、ジャンクションやインターチェンジ周辺等におけるまちづ

くりなどについて、都や沿線区市と協力し推進すること。 

（５）東名ジャンクション以南の早期具体化に向けて、国や関係機

関による協議会を早期に開催するとともに、必要な調査を実施

すること。 
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土地価格の２５％を超える場合、租税特別措置法の「５,０００万円控除」が適

用されるが、２５％以下の場合、一般的に不動産所得とみなされ課税されること

となる。 

当該土地の一部を道路トンネルのために半永久的に使用させることは、その対

価が地価の何割であるかにかかわらず、地権者にとっては資産の一部を譲渡する

のと同義である。また、公共事業の施工上の重要性についても設定対価の地価に

対する割合にかかわらず等しいのであり、事業協力へのインセンティブとなる収

用交換の場合の租税特別措置については等しく適用されるべきである。 

事業を進めるに当たっては、地域住民の意見や要望に対する「対応の方針」を

確実に履行する必要がある。 

また、環状道路としての機能を発揮し、首都圏の高速道路ネットワークを最大

限利活用できるようにするため、東名ジャンクション以南について早期に具体化

する必要がある。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）高速道路ネットワークの要である外環の整備については、我が国の経済を

成長軌道に戻し、国際競争力を高めるため、また、災害時において日本の交

通分断を避け、首都の中枢機能を守るためにも、一刻も早く整備しなければ

ならない。 

関越道から東名高速間については、東京オリンピック・パラリンピック競

技大会の開催が控えていることからも、２０２０年早期の開通に向けて、必

要な用地補償及び工事の財源を確実に確保すること。 

（２）外環本線は大深度地下構造を採用しており、地下４１ｍ以上深い位置等に

トンネルを通過させる。大深度地下構造では、地上部の用地取得が不要とな

ることから、トンネル本体工事に必要な発進・到達立坑用地を確保できれば、

工事に着手することができる。 

東名ジャンクション地域については、既に用地を取得しており、この用地

を活用し平成２４年度より立坑工事に着手した。トンネル立坑工事に引き続

き、完成時期を見据えて、トンネル本体工事を計画的に進めること。 

（３）公共事業における構築物等の設置のための地上権等の設定対価について、

その土地価格に対する割合にかかわらず、租税特別措置法第３３条の４第１

項に規定する５,０００万円控除を適用するなど、区分地上権設定が迅速か

つ円滑に進むよう措置を講ずること。（所得税法施行令第７９条第１項の緩

和等） 

（４）地域住民の意見や要望に対する「対応の方針」を国の責任において確実に

履行すること。また、ジャンクションやインターチェンジ周辺等のまちづく

りについて、都や沿線区市と協力し推進すること。特に３区市に跨る中央ジ

ャンクション周辺のまちづくりについては、国が主導し、都や沿線区市と協

力しまちづくりを推進すること。さらにアクセス道路整備についても積極的

に支援を行うこと。 

（５）外環の環状道路機能を発揮させるため、東名ジャンクション以南（東名高

速～湾岸道路間）の早期具体化に向けて、国や関係機関による協議会を早期

に開催するとともに、計画の検討に必要な調査等を実施すること。 
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１１ 高速道路網の整備推進及び有効活用等 

１ 高速道路網の整備推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・建設局） 

交通渋滞解消や環境改善、防災機能向上等、整備効果が高い首都

圏における高速道路ネットワークの充実を図ること。さらに、これ

に必要となる財源を確保すること。 

 

＜現状・課題＞ 

三環状道路をはじめとする首都圏の高速道路は、交通渋滞の解消、環境改善、

さらには、地震による被災時の緊急輸送、災害や事故による非常時の迂回機能確

保の観点から、非常に高い整備効果が期待される。 

しかし、三環状道路を例にとっても、その整備率は６４パーセントにすぎず、

諸外国の主要都市と比較すると、いまだ不十分な水準にある。 

 首都圏の再生のみならず、日本全体の活性化につなげるため、首都圏における

高速道路ネットワークの充実に向けた集中投資を行う必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都圏三環状道路のうち東京外かく環状道路及び首都圏中央連絡自動車道

を早期かつ確実に整備推進すること。さらに、これに必要となる財源を確保

すること。 

（２）環状線本来の機能を発現させるため、中央環状線の既に開通している区間

（板橋ＪＣＴから熊野町ＪＣＴ間、堀切ＪＣＴから小菅ＪＣＴ間、小松川Ｊ

ＣＴ等）の改良により交通渋滞解消に寄与する事業等を推進するとともに、

必要な財源を確保すること。 

（３）都市高速道路晴海線のⅠ期区間（有明から晴海まで）のうち、事業中であ

る豊洲から晴海までの区間の整備に必要な財源を確保すること。 

また、Ⅱ期区間（晴海から築地まで）について、早期に事業者を決定し、

事業化を図ること。 

（４）都市高速道路の整備に対する日本高速道路保有・債務返済機構への出資率

については、出資者である地方公共団体の意見を尊重し決定すること。 

（５）首都圏の高速道路が早期に整備でき、利用者により良いサービスが提供で

きる、（仮称）首都圏高速道路構想の実現が図られるよう取り組むこと。 
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参  考 

 

首都圏三環状道路の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・慢性的な交通渋滞により社会経済活動が低下

・環境への負荷が増大

● 三環状道路の早期整備を推進 

●現 況

三環状道路の整備率：６４％

■海外主要都市の環状道路整備率 

目 標： 平成 27 年度までに三環状道路を約８割整備 

・通過交通の都心流入抑制等により、渋滞が解消

・ＣＯ2排出量が年間で約２００～３００万トン削減 

（H26.10 月末） 

H26.10 月末
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２ 高速道路網の有効活用 

(提案要求先 国土交通省) 

(都所管局 都市整備局・建設局) 

 
＜現状・課題＞ 

首都圏の高速道路料金は、複数の高速道路会社により運営されていることなど

から、料金体系が輻輳
ふ く そ う

し、割高感がある。このため、移動の効率性が極めて高く、 

環境にもやさしい首都圏の実現に向け、高速道路網を最大限利活用する料金施

策を導入することが必要不可欠である。 

この首都圏の高速道路料金については、環状道路の整備に合わせてシームレス

な料金体系を導入するべく検討を進めることとなっており、今後、平成２８年度

の導入実現に向けて、都心に集中する交通を外側の環状道路へ適切に分散し、首

都圏三環状道路の整備効果を最大限発揮させる一体的で利用しやすい料金体系に

ついて、地方の意見を踏まえた上で、検討していく必要がある。 

一方、我が国の高速道路のインターチェンジは、平均間隔が約１０ｋｍと、欧

米諸国の約２倍もの長さがあり、利便性が低く、高速道路が有効活用されていな

い。 

そのため、ＥＴＣ車両に限定し、従来のインターチェンジに比べてコンパクト

に整備することが可能なスマートインターチェンジの設置により、整備費用や管

理コストを削減する。また、アクセス改善による利便性向上を図ることで、地域

生活の充実や経済の活性化などが実現すると考えられる。これらのことから、整

備推進が期待されている。 

また、中央自動車道の調布付近や小仏トンネル付近等については、恒常的に交

通渋滞が発生し定時性を損ねていることなどから、早期の渋滞対策実施が強く望

まれている。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都圏の高速道路料金については、交通や環境面などの影響を十分に検証

し、環状道路の利用促進、会社間の乗継による割高感の解消、長距離利用車

や大型車等の負担軽減などを考慮して、一体的で利用しやすい料金施策を国

策として実施すること。 

（２）将来的には、外環など三環状道路の完成を見据え、圏央道内側エリアにお

ける料金体系の一元化を目指すこと。そのため、首都圏の一体的で利用しや

すい料金体系については、料金施策をはじめとした有料道路制度等について議

論が行われている「国土幹線道路部会」においても十分に検討し、また、国

と地方の検討会を着実に開催して、地方の意見を尊重した上で、その実現に向

け、責任をもって取り組むこと。 

首都圏の高速道路網の有効活用を図るため、環状道路の利用促進

など合理的な料金体系を構築するとともに、スマートインターチェ

ンジの整備等を推進すること。また、２０２０年東京オリンピック

・パラリンピック競技大会までに中央道調布付近の渋滞対策を完了

させること。 
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（３）首都圏における既存の高速道路の利便性向上や交通の円滑化、一般道路の

渋滞緩和及び地域の活性化を図るため、スマートインターチェンジの整備推

進、ＩＴＳの推進等に、取り組むこと。 

（４）中央自動車道の調布付近や小仏トンネル付近等については、国が設置した

ワーキンググループにより、具体的な対策を検討し、とりわけ調布付近の抜

本的な対策について、２０２０年のオリンピック・パラリンピック競技大会

までに対策を完了させること。 

（５）一般国道１６号（八王子バイパス）の有料区間については、平成２７年１

０月の償還期間満了後、速やかに無料化すること。 
 

参  考 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）スマートインターチェンジの整備推進

（１）首都圏の高速道路料金体系

現状：路線毎の入り組んだ料金体系 

・均一料金制と距離別料金制が混在 

・約 30 か所の本線料金所 

首都圏における

一体的で利用し

やすい料金体系 

料金所ブースを集約し
な く て も よ い こ と か
ら、少ない用地で済み、
建設コストの縮減が可
能。 

料金所ブースを１か所
に集約するため、広い
敷地が必要になる。 

スマート IC（ETC 専用 IC）概念図 

 

中央道 

常磐道 

東関東道 

館山道 

第三京浜 

東名高速 

関越道 
外環 

中央環状線 圏央道 

湾岸線

首都高速道路㈱ 
東日本高速道路㈱ 
中日本高速道路㈱ 

未完成区間 
その他 

東京湾アクアライン 

本線料金所 
（全 30箇所のうち一部を表示） 

従来型 IC 
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３ 高速道路の老朽化対策 

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

首都高速道路をはじめとした高速道路構造物の老朽化対策につい

て、取組を進めること。 

 

＜現状・課題＞ 

 首都圏における高速道路構造物は、災害時に首都圏の機能を維持するとともに

日本の東西交通の分断を防ぎ、救援・復旧活動を支える重要な社会資本である。 

開通から５０年が経過した首都高速道路をはじめとする高速道路構造物は、平

成２４年の中央道笹子トンネル天井板落下事故に見られるように、老朽化が進ん

でおり、対策が急がれている。 

このため、平成２５年１２月に首都高速道路株式会社が、平成２６年１月には

東日本及び中日本高速道路会社が大規模更新等に関する計画等を示した。また、

平成２６年６月には、高速道路会社の料金徴収期間を延長する法律が施行され、

老朽化対策の財源確保の見通しがついたところである。 

首都高速道路については、大規模更新等の着手に向けて、手続きを進めている

が、東日本及び中日本高速道路株式会社等が管理する高速道路については、いま

だ具体的な計画が示されていない。 

そのため、高速道路事業を所管する国が責任を持って、事業の早期推進に努め

ていく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都高速道路構造物の老朽化対策については、１号羽田線（東品川桟橋・

鮫洲埋立部）など５区間の大規模更新の早期着手に取り組むとともに、都心

環状線の築地川区間や日本橋区間の都市再生に関する検討を進めること。 

また、東日本及び中日本高速道路株式会社が管理する高速道路構造物につ

いても、早期に老朽化対策の取組を進めること。 

（２）老朽化対策の実施に当たっては、三環状道路の早期整備により都心への流 

入交通量を減らすなど、更新のための環境を整えた上で、取組を進めること。 
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１２ 国道等の整備推進 

１ 国道の整備推進 
（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・建設局） 

 
＜現状・課題＞ 
 都市交通の混雑を緩和し交通を円滑化するとともに、被災時における通行機能

を強化する都市幹線道路の体系的なネットワークを構築する必要がある。 
このうち国道３５７号は、東京湾岸の広域的なネットワーク形成のみならず、

国際化が進む羽田空港へのアクセス向上や京浜三港の連携強化にも寄与する重要

な路線である。また、国道３５７号等は、２０２０年オリンピック・パラリンピ

ック競技大会開催時の円滑な移動を提供する上でも重要な役割を担っている。 
国土交通省の平成２６年度予算においても、前年度とほぼ同額が確保されたも

のの、道路関係予算が大幅に削減された平成２２年度と同規模となっており、骨

格幹線道路である国道の整備に支障を来すと危惧されるため、十分な財源確保が

必要不可欠である。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）国道３５７号のうち、東京港トンネルについては、必要な予算を確保し、

早期開通に向け、整備を推進すること。また、多摩川トンネルについては、

羽田空港周辺と京浜臨海部の連携強化に向け、着実に整備を図ること。加え

て、その他の未整備区間についても、早期に事業化を図り、整備を推進する

こと。 
（２）国道１６号松原地区、町田立体については、共に事業進捗率が約９割とな

っており、必要な予算を確保し、早期完成を図ること。 
（３）圏央道へのアクセス機能強化と防災力の向上に寄与する国道２０号八王子

南バイパス、日野バイパス（延伸）については、必要な予算を確保し、整備

推進を図ること。また、未事業化区間についても、早期事業化を図ること。 
特に土地区画整理事業により用地を確保した部分については、早期に事業

効果を発現させるために、早急に整備を行うこと。 
（４）国道６号、国道１４号など現在事業中の箇所については、必要な予算を確

保し、早期完成を図り、その他の箇所についても、整備推進を図ること。 
特に国道１５号については、国内外の広域交通拠点である品川駅の再編整

備に併せ、駅前広場と連携した整備に向けて取り組むこと。 

（１）国道３５７号（東京港トンネル、多摩川トンネル、その他の

未整備区間）について整備推進を図ること。 
（２）国道１６号（松原地区、町田立体）について早期完成を図る

こと。 
（３）国道２０号（八王子南バイパス、日野バイパス（延伸））につ

いて整備推進を図ること。 
（４）首都圏の都市間連携を強化する国道（国道６号、国道１５号

など）について整備推進を図ること。 
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２ 臨港道路の整備推進 

  （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成２２年８月に、国が、更なる「選択と集中」による重点投資を行うため公

募した国際コンテナ戦略港湾に京浜港（東京港、川崎港、横浜港）が選定された。

今後も、京浜三港が国際競争力強化に向けた施策に取り組むため、十分な財源確

保が必要である。 

特に、東京港の国際競争力を強化し、首都圏の生活と産業を支えるとともに、

震災時における迅速な緊急物資輸送や被災者避難が行えるよう、ふ頭と背後地と

を結ぶ道路ネットワークの充実・強化を図ることが必要である。 

また、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、臨海部に

多くの競技会場が集中することから、会場へのアクセス確保や港湾物流への影響

を回避するため、２０２０年までに臨港道路南北線を完成することが不可欠であ

る。 

 

＜具体的要求内容＞ 

東京港の国際競争力及び地震災害に対する危機管理機能の強化並びに２０２

０年東京オリンピック・パラリンピック競技会場へのアクセス確保に向け、２０

２０年までに臨港道路南北線を完成すること。 

 

 

 

 

 

東京港の国際競争力及び地震災害に対する危機管理機能の強化及

び２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技会場へのアクセ

ス確保に向け、臨港道路南北線の整備推進を図ること。 
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１ 道路・橋梁整備の推進 

 （提案要求先 法務省、国土交通省） 

（都 所 管 局 建設局、都市整備局） 

 
＜現状・課題＞ 

首都東京は、日本の全人口の約１割にあたる１,３００万人が生活し、総生産額

が全国の約２割にあたる９４．７兆円に上るなど、人やモノ、企業が集積し、日

本経済の中枢を担っている。しかし、都市計画道路の整備率は、約６０パーセン

トといまだ道半ばであり、混雑時旅行速度が区部においては、全国平均約３５km/

ｈの半分程度で、非常に低い水準にあり、慢性的な交通渋滞が生じている。この

ことが、都市機能の停滞や都市環境の悪化を招くなど、東京の最大の弱点となっ

ている。 

一方、東日本大震災では、救援活動や救援物資輸送を支えるなど、改めて道路

ネットワークの重要性が明らかになった。 

 そのため、首都圏三環状道路のみならず幹線道路ネットワークなどを早期に整

備し、首都東京の渋滞解消・防災性の向上・環境改善を図ることが喫緊の課題と

なっている。また、都県境の道路は災害時の救援活動や緊急物資輸送など首都機

能堅持のためにも非常に重要であるが、隣接県市の財政負担が厳しいこと等から

整備が進まないことが課題となっている。 

さらに、都では首都直下地震の発生が懸念される中、高度防災都市の実現に向

け、震災時に特に甚大な被害が想定される約７，０００ヘクタールの整備地域に

おける防災性の向上を図る都市計画道路（特定整備路線）を平成３２年度までに

整備することとしている。 
 
＜具体的要求内容＞ 

我が国の経済を活性化させ、国際競争力を強化するとともに、災害時に、首都

の中枢機能を堅持するためにも首都東京の道路整備は極めて重要である。また、

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催時の円滑な移動を提

供する上でも重要な役割を担っている。このため、国は、補助金、社会資本整備

総合交付金、防災・安全交付金など、地方自治体の道路整備の財源を安定的・継

続的に確保し、東京に必要額を確実に措置するとともに、都県境の道路整備につ

いて首都機能堅持の重要性に鑑み、国が財政面や制度面での特別な支援を行う仕

組みを構築すること。 

また、道路事業の効果を早期に発現させるため、少数の反対者のために用地取

得が困難化することを避けるとともに、円滑な用地取得を推進するため、特別多

数の合意によって土地の分筆が可能となるよう、建物の区分所有等に関する法律

及び不動産登記法等関係法令を改正すること。 

 

１３ 道路・橋梁事業の推進 

東京の道路整備の着実な推進のため、必要な財源を確保し、東京

に必要額を確実に措置するとともに建物の区分所有等に関する法

律及びその他の関係法令を改正すること。 

－71－



 東京の主な道路事業 

  ①区部の放射・環状道路整備 

 環状２号線、環状３号線、環状５の１号線、放射７号線、 

放射３５・３６号線など 

②多摩の南北・東西道路整備 

   調布保谷線、府中所沢・鎌倉街道線、東京八王子線など 

  ③交通の円滑化や耐荷力向上を図る橋梁整備 

松枝橋、若潮橋、関戸橋など 

  ④連続立体交差事業 

   京王京王線、西武新宿線など 

⑤道路整備による多摩山間、島しょ地域の防災力強化 

多摩川南岸道路、秋川南岸道路など 

  ⑥「木密地域不燃化１０年プロジェクト」特定整備路線 

   放射３２号線、補助２６号線、補助２９号線など 
 

参  考 

（１）東京の道路交通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）東京の主な道路事業 
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２ 無電柱化事業の推進 

（提案要求先 総務省、経済産業省、国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 無電柱化事業は、災害時に電柱の倒壊による道路閉塞を防ぐとともに電線類の

被災を軽減するなど、都市防災機能の強化に寄与する。 

 あわせて、安全で快適な歩行空間の確保や良好な都市景観の創出を図る上でも

重要な事業である。 

 都はセンター・コア・エリア内のほか、震災対策上、重要な位置付けにある緊

急輸送道路や主要駅周辺で重点的に無電柱化を進めている。 

その結果、都道の地中化率は約３５パーセントに達しているが、諸外国の都市

と比較するといまだ大きく立ち遅れている。 

 また、国道・都道といった幹線道路に比べ、区市町村道における無電柱化の取

組は、まだ緒についたばかりであり、面的な無電柱化は一部の地域を除いてあま

り進展していない。 

 今後、都道の無電柱化を加速させるとともに、面的な無電柱化を推進するため、

区市町村道での無電柱化を促進する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けて、無

電柱化をより一層推進するため、事業推進に必要な財源の確保と補助率の引

上げを図り制度の拡充を行うこと。 

（２）２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けて、国

道においても、山手通りと荒川に囲まれたセンター・コア・エリア内の無電

柱化を完了させるとともに、センター・コア・エリア外の無電柱化を推進す

ること。 

（３）更なるコスト縮減とコンパクト化を図ることができる新構造の開発を推進

すること。 

（４）電線管理者の費用負担減を図るための財政的支援制度を創設すること。 

 

 

 

 

 

都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市

景観の創出を図るために、無電柱化の実施に必要な財源を確保する

こと。 
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参  考 

 

１ 都道における整備状況 

 

【無電柱化の整備状況】           （平成 26 年 4 月 1 日現在） 

 整備対象延長 整備延長 地中化率 

区部 1,288 km 662 km 51 ％ 

 
うちセンター・コア・ 

エリア 
  536 km 457 km 85 ％ 

多摩 1,040 km 157 km 15 ％ 

計 2,328 km 819 km 35 ％ 

 

 

２ 平成２６年度 都の予算（当初） 

                           （単位：百万円） 

区    分 事業費 うち国費対象事業費（国費）

無電柱化整備事業 16,535 6,709（3,690） 

※ 事業費は、既設道路における整備にかかるもの。 

 

３ 都への当初内示額 

                        （単位：百万円） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 

無電柱化整備事業 

（国費） 
4,682（2,575） 6,046（3,325） 

 

【整備事例】日野市高幡（川崎街道） 

  

（整備前）              （整備後） 
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３ 橋梁の耐震補強事業の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局、港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

 阪神淡路大震災での橋梁被害を踏まえ、東北地方でも耐震補強対策が実施さ

れてきたことなどから、東日本大震災においては、地震の揺れによる落橋など

の致命的な被害を防ぐことができ、緊急活動を支える交通機能が早期に確保で

きた。 

改めて、震災時に迅速かつ円滑に応急・避難活動を行うための道路ネットワ

ークの重要性が明らかになった。 

都では、阪神淡路大震災の教訓を踏まえ、平成８年に「東京都緊急輸送道路

ネットワーク計画」を定め、震災対策上重要な位置付けにある橋梁の耐震化に

取り組んできた。 

今後とも、震災時の応急活動や円滑な避難活動を確保するため、橋梁の耐震

化を積極的に推進していく。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 緊急輸送路等、防災上重要な位置付けにある橋梁から、落橋防止対策や橋脚

の補強等を計画的に実施するため、橋梁の耐震性向上に必要な財源を確保する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緊急輸送ネットワークを整備し、震災時の緊急輸送を円滑に行

うため、橋梁の耐震性向上に必要な財源を確保すること。 
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参  考 

 

 

１ 実施状況 

      （平成２６年４月１日現在） 

区  分 計画箇所 実施済箇所 整備率 

橋梁の耐震性向上 

 412 橋 329 橋 80％ 

都  道 401 橋 322 橋 80％ 

臨港道路等  11 橋   7 橋 64％ 

 

２ 平成２６年度 都の予算（当初） 

（単位：百万円） 

区  分 事業費 
うち補助事業費 

（国費） 

橋梁の耐震性向上 

 7，285   2,076(1,098) 

都  道 6，229   1,205(663) 

臨港道路等 1,056     871(435) 

 橋梁の耐震補強事業に対する補助率 0.50 又は 0.55 

 

３ 都への当初内示額 

（単位：百万円） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 

橋梁の耐震性向上 

（国費） 

 558(298) 900(484) 

都  道 405(222) 707(388) 

臨港道路等 153( 76) 193( 96) 

 

４ 補強例 

       

落橋防止装置

 橋脚補強
    

      [補強前]                   [補強後] 

【橋脚の補強】 

・地震時に橋脚の柱にひび割れが生じ破壊しないよう、コンクリート等によって巻き立てを行う。 

【落橋防止装置】 

・地震時に上部構造の落下を防ぐため、橋げたを連結するなど落橋防止装置を整備する。 
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４ 道路災害防除事業の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 多摩地域や島しょ部の山岳道路では、台風や集中豪雨により落石や崩落等の土

砂災害が発生している。また、東日本大震災においても、道路斜面の崩落等の土

砂災害が報告されている。 

災害の発生に伴う、物的、人的被害や、通行止めによる経済的損失、日常生活

に及ぼす影響を未然に防ぐためには、道路斜面の崩落や落石等による土砂災害を

未然に防止する必要がある。 

このため、日常的な巡回点検に加え、専門技術者により斜面の安定度を評価す

る５年に一度の定期点検、大雨等の際に行う異常時点検などにより、斜面の状況

を的確に把握し、擁壁や落石防護柵の設置など多様な斜面対策を現道の拡幅や代

替ルート整備と併せて効果的に推進し、総合的に道路の防災性を高めていくこと

とした。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）道路斜面の補強や落石防護対策等の道路災害防除に必要な財源を確保する

こと。 

（２）既対策斜面の補修、補強対策を行うために必要な財源を確保すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害を未然に防ぐことにより、道路の安全性を向上させる道

路災害防除に必要な財源を確保すること。 
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参  考 

 

（１）道路災害防除事業 

１ 実施状況 

（平成26年4月1日現在） 

区  分 計画箇所 実施箇所 達成率 

道路災害防除事業 408 187 46％ 

 

２ 平成２６年度 都の予算（当初） 

（単位：百万円） 

区  分 事業費 
うち補助事業費 

（国費） 

道路災害防除事業 4,394 820(447) 

  道路災害防除事業に対する補助率 0.50又は0.55（小笠原0.6） 

 

３ 都への当初内示額 

（単位：百万円） 

区  分 平成24年度 平成25年度 

道路災害防除事業 

（国費） 

778 

(426) 

819 

(450) 

 

（２）対策事例 

 １ 道路斜面対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 既対策斜面における補修・補強対策 

 

・ モルタル吹付等、経年劣化した既対策斜面

が崩壊する事例が発生 

 

 

・ 早期に法枠設置やモルタル吹付け等の補

修、補強対策が必要 

落石防護柵工 法枠工 

モルタル吹付崩壊事例 
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５ 臨海部道路網の整備 

  （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２２年８月に、国が、更なる「選択と集中」による重点投資を行うため公

募した国際コンテナ戦略港湾に京浜港（東京港、川崎港、横浜港）が選定された。

今後も、京浜三港が国際競争力強化に向けた施策に取り組むため、十分な財源確

保が必要である。 

東京港の国際競争力を強化し、首都圏の生活と産業を支えるとともに、震災時

における迅速な緊急物資輸送や被災者避難が行えるよう、ふ頭と背後地とを結ぶ

道路ネットワークの充実・強化を図ることが必要である。 

 特に、中央防波堤内側及び外側地区においては、今後、内貿ユニットロード及

び外貿コンテナターミナルなどの埠頭施設が供用されることから、交通混雑の回

避が喫緊の課題である。 

また、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、臨海部に

多くの競技会場が集中することから、会場へのアクセス確保や港湾物流への影響

を回避するため、２０２０年までに臨港道路南北線接続道路を完成することが不

可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

東京港の国際競争力及び地震災害に対する危機管理機能の強化並びに２０２

０年東京オリンピック・パラリンピック競技会場へのアクセス確保に向け、２０

２０年までに臨港道路南北線接続道路を完成できるよう、整備に必要な財源を確

保すること。 

東京港の国際競争力及び地震災害に対する危機管理機能の強化及

び２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技会場へのアク

セス確保に向け、臨港道路南北線接続道路について、整備に必要な

財源を確保すること。 
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６ オリンピック・パラリンピック競技会場周辺の臨港道路等の 

無電柱化 

  （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会においては、臨海部に

競技会場が集中しており、オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、臨海部

の良好な景観を形成するとともに、来訪者のための快適な歩行空間を確保する必

要がある。 

また、震災時の電柱倒壊に伴う交通遮断等を防ぎ、防災安全性の向上を図るた

め、沿道の無電柱化を進める必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催までに、選手村や

競技会場周辺及びオリンピックレーンにおける臨港道路等の無電柱化が完了す

るよう、必要な財源の確保を行うこと。 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、

会場周辺の臨港道路等における無電柱化の実施に必要な財源の確保

を行うこと。 
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１４ 連続立体交差事業の推進 

 

 （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局、都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京都内には、約１，０７０か所の踏切が存在し、交通渋滞をはじめとした様

々な問題が日常的に発生している。 

 このため、鉄道を連続して高架化又は地下化し、数多くの踏切を同時に除却す

ることで、道路ネットワークの形成を促進し、交通渋滞や地域分断を解消して、

地域の活性化や都市の防災性の向上にも資する連続立体交差事業の推進が必要で

ある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）－① 

現在、都施行の京王京王線、西武新宿線などの７路線１０か所に加えて、

区施行の東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)で連続立体交差事業を進めており、 

都施行のＪＲ埼京線および区施行の東武伊勢崎線（とうきょうスカイツリー

駅付近）で事業化に向けた準備を進めている。 

これらの事業の推進に必要な財源を確保すること。 

（１）－② 

抜本的な踏切対策としての連続立体交差事業を継続的に推進するため、今

後新たに事業化に取り組む箇所についても、必要な財源を確保すること。 

（２）連続立体交差事業と併せて整備することにより渋滞解消や沿線のまちづく

りなど、周辺への波及効果の大きい東京都・区市施行の街路事業や市街地開

発事業に対しても必要な財源を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）連続立体交差事業の推進に必要な財源の確保を図ること。 

（２）連続立体交差事業と併せて整備する街路事業や市街地開発事

業に必要な財源の確保を図ること。 
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参  考 

 

秋葉原

立川

八王子

西武池袋線

京成押上線

拝島

調布

石神井公園

新宿

京急蒲田

京成立石

京成曳舟

ＪＲ南武線

京王線・相模原線

矢野口

京急本線・空港線

小田急線
下北沢

京王京王線

西武新宿線

明大前

野方

東武伊勢崎線

竹ノ塚

池袋
中井

東村山

連続立体交差事業 箇所図

西武新宿線他２路線

連立事業 事業中路線

連立事業 準備中路線

H26.9現在

渋谷

品川

日暮里

鉄道立体化の検討対象区間

東武伊勢崎線

とうきょう

スカイツリー

JR埼京線十条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京浜急行本線・空港線（京急蒲田駅付近）の 

平成２４年１０月全線高架化による効果 

第一京浜の自動車平均走行速度が向上 

0 5 10 15 20 (km/h) 25 30 

 

高架化前 

 

高架化後 

19.6km/h 

24.7km/h 

約３割向上 

※ 第一京浜の環７～環８間における朝・昼・夕の平均走行速度 

（平成24年11月調査） 

  高架化後 

780m 高架化前 

200 400 600 800 (m) 

解消 

0 

※ 上り方面（川崎方面から品川方面）の最大渋滞長

第一京浜の交通渋滞が解消 

※ 国土交通省が進めている蒲田立体（南蒲田交差点）開通（平成24年12月）

により、さらに道路交通の円滑化が図られている。 
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１５ 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進 

１ 羽田空港の更なる機能強化と国際化 

 （提案要求先 法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

都は、従来の自治体の枠組みを超えて国の新しい滑走路整備に無利子貸付けを

行うなど、羽田空港の再拡張事業を推進してきた。こうした努力が実を結び、平 

成２２年１０月にＤ滑走路と国際線旅客ターミナルの供用が開始され、本格的

な国際空港となった。羽田空港は、都心に近く２４時間利用できる空港であり、

我が国の将来を左右する重要なインフラであるため、その機能を十二分に発揮さ

せていくことが必要である。一方、概ね２０２０年代前半には、首都圏空港の空

港需要全体は、現在計画中の空港容量の限界に達する見込みであるため、空港容

量の更なる拡大と国際線の増枠を進め、東京の国際競争力を強化していく必要が

ある。 

また、本年７月には、技術検討小委員会から中間の取りまとめが出され、都心

上空を飛行経路とする案を含む機能強化策が示された。 

国は、都県市及び政令市等からなる協議会を設置し、具体化に向けた検討を進

めているが、その際には、関係する地方自治体に対し正確な情報提供と丁寧な説

明を行うことが必要である。 

さらに、自然災害や不測の事態に対し、航空機離発着の定時性の確保や空港の

安全の確保に万全を期す必要がある。 

 

（１）羽田空港の更なる機能強化と国際化を推進するため、昼間の空

港容量について可能な限りの方策を総合的に検討し、国の責任に

おいて、更なる拡大を図り、国際線の増枠を進めること。 

なお、機能強化策の具体化に当たっては、地元自治体等に対し、

正確な情報提供と丁寧な説明を行うこと。 

（２）需要動向の変化を踏まえ国内線を国際線に振り替えることなど

により、国際線の更なる増枠を検討すること。 

（３）夜間駐機場の拡充など、拠点空港機能の強化を進めること。 

（４）再拡張事業により拡大された国際線の発着枠や深夜早朝時間帯

の発着枠について、有効に活用すること。 

（５）自然災害や不測の事態に対して、航空機離発着の定時性確保や

空港の安全確保に万全を期すため、適切な対策を講じること。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）－① 

概ね２０２０年代前半には、首都圏空港の航空需要全体は、現在計画中の

空港容量の限界に達する見込みであるため、既存施設の機能向上、施設整備、

管制や環境面における制約への対応、旧整備場地区の活用などあらゆる角度

から可能な限りの方策を総合的に検討し、国の責任において、昼間の空港容

量の更なる拡大を実現し、拡大した発着枠を使って、国際線の増枠を進める

こと。 

なお、機能強化策の具体化にあたっては、関係する地方自治体に対し、正

確な情報提供と丁寧な説明を行うこと。 

また、今後の国際線の増枠において利用者に不便が生じないよう、出入

国管理、税関及び検疫体制を確保すること。 

（１）－② 

長期的な航空需要の増加に対応するため、オリンピックパラリンピック開

催以降の方策など、更なる機能強化についても検討を進めること。 

なお、検討に当たっては、空港機能と港湾機能が共存できるよう配慮する

こと。 

（２）今後、大幅な増加が見込まれる国際線需要に対応するため、国内線の需要

動向の変化を踏まえ国内線を国際線に振り替えることなどにより、国際線の

更なる増枠を検討すること。 

（３）夜間駐機場の拡充など、拠点空港機能を強化すること。 

（４）－① 

再拡張事業により拡大された昼間の国際線発着枠を有効に活用してい

くため、航空協議の進展など早急な対応を図ること。 

（４）－② 

２４時間利用可能な羽田空港を 大限活用するため、深夜早朝時間帯の就

航拡大を図ること。 

（５）－① 

降雪等の自然災害や不測の事態に対して、航空機離発着の定時性確保や空港

の安全確保に万全を期すため、適切な対策を講じること。 

（５）－② 

船舶動静把握を引き続き適切に行い、東京港における港湾機能の確保に万

全を期すこと。 
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参  考 

 

（１）首都圏空港の航空需要予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省資料より作成 

 

（４）再拡張事業 

・平成 19 年 3 月着工、平成 22 年 10 月 21 日供用開始 

・事業費 総額約 7,300 億円（うち、都は総額約 1,085 億円の無利子貸付け

を実施） 

（４）羽田空港における国際線就航状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1 日当たり）

40

50

60

70

80

90

100

2010 2020 2030 （年度）

（万回/年）

最終形（2014年度中）の発着枠（貨物便を除く）

上位ケース

中位ケース

下位ケース

ロンドン　パリ　フランクフルト　ミュンヘン
バンクーバー　トロント
上海　台北　北京　香港　ソウル
シンガポール　バンコク　ハノイ　ジャカルタ　デンパサール　マニラ

パリ　フランクフルト
サンフランシスコ　ロスアンゼルス　シアトル　ホノルル
香港　ソウル
シンガポール　バンコク　ホーチミン　クアラルンプール　マニラ　ジャカルタ　
ドバイ　ドーハ
※2014年4月現在　　「昼間時間帯」は6～23時、「深夜早朝時間帯」は23～6時
※一部は6月以降に就航予定

【昼間時間帯】
13国･地域
17都市

【深夜早朝時間帯】
13国･地域
16都市

－85－



２ 羽田空港の機能発揮に資する交通アクセス等の強化 

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

羽田空港は、都心に近く、２４時間利用可能な空港である。このポテンシャル

を十二分にいかすためには、深夜早朝時間帯の交通アクセスの利便性の向上とと

もに、幹線道路や公共交通など、空港アクセスの一層の強化が重要である。 

このため、中央環状品川線や国道３５７号東京港トンネル部など、広域交通ネ

ットワークの整備を進めているが、国道３５７号多摩川トンネル部は事業化され

ていない。 

今後、国は関係自治体等と連携を図りながら、羽田空港の機能強化に的確に対

応するため、空港アクセスの強化を検討する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）都心に近く、２４時間利用可能な国際空港である羽田空港の機能を 大限

発揮するために、空港と連結する広域交通ネットワークの整備を推進するこ

と。 

（２）今後の羽田空港の更なる機能強化に的確に対応するため、空港アクセスの

強化を検討すること。 

（３）深夜早朝時間帯における国際線発着枠を一層活用するため、深夜早朝時間

帯における交通アクセスの利便性の向上を図ること。 

 

（１）都心に近く、２４時間利用可能な空港である羽田空港の機能を

大限に発揮するため、広域交通ネットワークの整備を推進する

こと。 

（２）今後の羽田空港の更なる機能強化に的確に対応するため、空

港アクセスの強化を検討すること。 

（３）深夜早朝時間帯の国際線発着枠を一層活用するため、深夜早朝

時間帯における交通アクセスの利便性の向上を図ること。 
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３ 羽田空港をいかす跡地利用の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

羽田空港跡地は、空港の沖合展開事業以来の経過によって生じた広大な土地で

あり、空港に隣接する希少な空間であることから、跡地利用に当たっては、空港

機能のサポートや空港のポテンシャルの活用など、空港と密接に関連し、一体と

なった利用を図ることが重要である。 

跡地利用については、羽田空港移転問題協議会（メンバー：国土交通省、東京

都、大田区及び品川区。以下「三者協」という。）において、平成２２年１０月

に「羽田空港跡地まちづくり推進計画」（以下「推進計画」という。）を策定し、

第１ゾーン及び第２ゾーンの土地利用や基盤施設、まちづくりの進め方等につい

て取りまとめた。 

また、平成２３年１２月には、跡地（第 1 ゾーン）及び都内の４地域が、国際

戦略総合特区「アジアヘッドクォーター特区」に位置付けられた。 

今後は、推進計画に基づき可能な部分から事業化し、段階的にまちづくりを進

めていく必要がある。 

これに当たっては、羽田空港を所管し、現在跡地を管理している国の役割が重

要である。 
  

＜具体的要求内容＞ 

（１）－① ｢推進計画｣に掲げた２０２０年頃のまちづくり概成を目指して、民

間事業者の公募など、必要な手続や、都市基盤の整備を進めること。

これに当たっては、三者協での協議を継続し、関係自治体と十分に調

整を行うこと。 

（１）－② 第１ゾーンのまちづくりの早期実現に支障となる環状８号線平面交

差化の計画を早急に明らかにすること。また、第２ゾーンにおける環

状８号線切替工事を着実に進めること。 

（１）－③ 第２ゾーンにおける民間提案の募集条件の検討に当たっては、「推

進計画」に基づき、国際線地区との補完的・一体的な土地利用を図る

とともに、親水性や景観に配慮しつつ、第１ゾーンや水際線との連続

性の確保に配慮すること。 

（１）「羽田空港跡地まちづくり推進計画」に掲げた２０２０年頃

のまちづくり概成を目指し、空港と一体となった魅力的なまち

づくりを進めること。 

（２）空港跡地に係る多摩川の護岸整備を早急に進めること。 

（３）跡地売却に際しては、公共的な施設整備に資するよう、特段

の配慮をすること。 
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（１）－④ 土地利用の具体化や護岸の検討に当たっては、「推進計画」に基づ

き、多摩川沿いには長い水際線を活かした良好な景観を創出して、快

適で魅力ある親水ネットワークの形成にも配慮すること。 

（１）－⑤ 跡地を可能な限り有効に活用するため、既存ライフライン等の移設

等について十分に配慮すること。また、ライフライン管理施設等につ

いて、第 1 ゾーンにおける土地利用の実現のため、必要な協議に応じ

ること。 

（２）跡地及び空港を高潮と津波から守るため、第２ゾーン西側の多摩川護岸に

ついて着実に整備を進めるとともに、その他の区間についても、国の責任に

おいて早期に整備に着手すること。 

（３）跡地売却に際しては、公共的な施設整備に資するよう、特区協議を進める

等、特段の配慮をすること。また、まちづくりの概成を待つことなく、暫定

的な土地利用が可能となるよう柔軟な対応を図ること。 

 

参  考 

 

（１）「羽田空港跡地まちづくり推進計画」（平成 22 年 10 月）における土地利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）国際戦略総合特区（アジアヘッドクォーター特区） 

・ 国は、平成２３年１２月、跡地（第１ゾーン）及び都内の４地域を国際戦略

総合特別区域に位置付けた。国への提案事項である国有地処分条件の緩和

（①随意契約、②減額譲渡）、③施設整備に対する無利子融資のうち、随意

契約については平成２４年秋協議で認められた。 

（１）（３）平成２６年５月、政令において大田区を含む９区が国家戦略特区に指   

      定された。 

        図２　　 土 地 利 用 図

ライフライン管理施設等

駅前広場

産業交流施設エリア

多目的広場エリア

第３ゾーン

第２ゾーン

Ａ

Ａ’

   エアポートホテル・複合業務施設エリア

   親水ネットワーク

Ａ

Ａ’

Ａ

Ａ’

Ａ-Ａ’断面以東　　　　　※縮尺は異なる。

   親水ネットワーク

緑地

国際線地区

第１ゾーン

国際線旅客ターミナルビル

環
状
８
号
線
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１６ 京浜三港（東京港･川崎港・横浜港）が実施 

する国際競争力強化施策への支援 

   

（提案要求先 国土交通省）      

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

京浜三港（東京港・川崎港・横浜港）は、我が国を代表する港湾として、激化

する国際港湾間の競争を勝ち抜き、我が国産業の活性化、生活の安定性を確保す

るべく、様々な取組を進めてきた。 

こうした中、平成２２年８月には、国が、更なる「選択と集中」による重点投

資を行うため公募した「国際コンテナ戦略港湾」に選定され、平成２３年９月に

は、「京浜港共同ビジョン」で示した将来像を具体化するとともに、各港が策定

する港湾計画の基本となる「京浜港の総合的な計画」を策定した。 

京浜三港は、これらの内容を実現するため、貨物集荷補助の実施、横持ち輸送

の円滑化などの取組を進めているところであるが、国際競争力を更に強化し、国

際基幹航路の維持・増大を図るためには、ふ頭の機能強化・再編等による港湾全

体の機能向上に、早期・迅速に取り組んでいく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

国際基幹航路等の維持・増大に向けた、ふ頭の機能強化・再編等を着実に進め

ていくため、「国際コンテナ戦略港湾」において国が示した「選択と集中」によ

る重点投資を、以下のとおり早期に行うこと。 

（１）東京港におけるふ頭の機能強化・再編の大前提となる、中央防波堤外側の

新規ふ頭の整備推進に必要な財源を確保すること。 

（２）中央防波堤外側の新規ふ頭開発に伴う交通需要に対応するため、臨港道路

南北線の整備推進に必要な財源を確保すること。 

（３）荷役機械（ガントリークレーン）の整備に関する補助制度を創設すること。 

京浜三港（東京港・川崎港・横浜港）が実施する国際競争力強化に

必要不可欠な施設整備について、財政支援を行うこと。 
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１７ 港の自主性を発揮できる「国際コンテナ戦略港

湾」の実現 

 

  （提案要求先 国土交通省）      

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

 東京港は、多様な航路や多くの貨物が集積する極めて重要な物流拠点であり、

首都圏４，０００万人の生活と産業を支えている。今後も東京港の国際競争力を

強化し、我が国と北米・欧州を結ぶ基幹航路やアジア航路を維持・拡大させてい

くことは、首都東京が我が国の経済を牽引していく上でも重要な課題である。 

 

国は、国際競争力強化のため「選択と集中」を掲げ、「国際コンテナ戦略港湾」

として、平成２２年８月、京浜港（東京港・川崎港・横浜港）を選定した。さら

に、同政策の延長として、平成２３年の港湾法改正により「港湾運営会社制度」

を創設した。 

この制度では、国から｢港湾運営会社｣として指定を受けた株式会社が、京浜港

のコンテナふ頭等を一体的に運営することとされている。当面は、暫定的な措置

として各港に「特例港湾運営会社」を置き、従来どおり港別の運営を行うが、平

成２８年９月までに三社が統合することが予定されている。 

また、本制度立案時には予定していなかった新たな動きとして、国は、｢港湾

運営会社｣に対し出資を行うことを可能とする港湾法の改正を、平成２６年通常

国会で行ったところである。 

 

そもそも、京浜港における港湾の経営は、港湾管理者である地方自治体が、利

用者や港湾関係者と長年の信頼関係を積み重ねつつ、歴史的、地理的、機能的等

の面から、港の実情を踏まえたきめ細かい対応を行ってきた。 

国際競争力を強化し、京浜港が今後も利用者から選択される港であり続けるた

めには、現場の実態を熟知した地方自治体が現場の声を十分に聞きながら、引き

続き港湾の経営について責任を担っていくことが不可欠である。 

さらに、国際競争力の強化が喫緊の課題である東京港の経営については、臨海

地域をはじめとした東京のまちづくりや環境・防災施策等と密接に関連してお

り、都が行う大都市経営と不可分である。そのため、都が、東京港の経営に責任

を持つことが必要である。 

 

これに対し、「港湾運営会社制度」では、会社の事業運営の基本となる「運営

計画」を策定し、指定時に国の審査を受けるとともに、これを変更する場合は、

東京港（京浜港）が、経営の自主性を十分に発揮できる「国際コ

ンテナ戦略港湾」を実現すること。 
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改めて国の認可が必要となるなど、経営の自由度が制限されている。 

加えて、国の出資を受けた｢港湾運営会社｣には、毎年度、事業計画や収支予算

を国土交通大臣に提出する義務を課せられるとともに、定款変更や剰余金の配当

等についても国土交通大臣の認可が必要となるなど、経営の機動性や柔軟性が大

きく阻害される規制が課せられている。 

 

また、国は、国出資の意義・効果として、｢港湾運営会社｣の財務基盤の強化や

全国からの集荷、船会社誘致のためのセールス活動に重点的に取り組むことが可

能になることなどとしているが、これらは出資がなくても実現できるものであ

り、国の｢港湾運営会社｣への出資については必然性がない。 

さらに、①国が主導権を握るような出資を行うことは、国の責任を果たすとい

う趣旨をはるかに超え、現場を熟知した地方自治体が現場のことを担うという地

方分権に逆行する、②国出資が入った特定港湾運営会社では必然的に国の関与が

強まり、現行の港湾運営会社制度の根幹をなす民の視点に逆行する、③自治体主

導の会社でなければ、大都市行政との一体性が阻害されるおそれがある等、国出

資には多くの問題がある。 

そのため、京浜港の｢港湾運営会社｣を国が主導するような出資は妥当性を欠く

と言わざるを得ない。 

 

なお、国際コンテナ戦略港湾である京浜港と阪神港では、歴史的、地理的、機

能的特徴や経営環境などの事情が異なることから、「港湾運営会社」の設立にあ

たっては、京浜港の実情を踏まえた対応を行うことが不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１） 京浜港の「港湾運営会社」については、国が主導するような出資は行う

べきではなく、各地方自治体がそれぞれの港の経営に責任を持って関わる

ことができる体制を実現すること。 

（２） 各港の実情にあったきめ細かい経営が柔軟にできるよう、運営計画の変

更の認可事項の範囲を縮小するなど、「港湾運営会社」の自主性を確保す

ること。 
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１８ 物流機能の強化等に向けた東京港整備の推進 

 

  （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京港は、世界同時不況後も外貿コンテナ取扱量が増大し、平成２５年は過去

最高となる４３５万ＴＥＵに達している。 

現在の東京港のコンテナ取扱量と施設能力との差が大きくなり、交通混雑等の

外部不経済が発生する要因となっている。そのため、早朝ゲートオープンの実施

や車両待機場の整備等、短期的かつ即効性のある取組を行い一定の成果をあげて

いるが、施設能力の向上等の抜本的な対策が必要不可欠であり、事業中の中央防

波堤外側コンテナふ頭の整備推進を図ることが重要である。 

また、本コンテナふ頭の供用や中央防波堤地区の開発に伴い増加する港湾物流

等の交通量に第二航路海底トンネルだけでは対応できないため、臨港道路南北線

の整備推進が必要である。 

なお、中央防波堤地区には２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技

大会の会場が複数整備されることから、競技大会の会場へのアクセス道路として

も、臨港道路南北線は極めて重要であり、競技大会開催までに供用開始すること

が不可欠である。 

さらに、船舶の大型化とＲＯＲＯ船による輸送の増大が進んでいる中、これに

対応したふ頭機能が不足している。それに加え、東京湾奥部における航行船舶の

輻輳
ふくそう

や船舶の大型化に対応した、港外における安全な航行の確保が必要となって 

いる。 

激化する国際港湾間の競争を勝ち抜くことを目的に既存コンテナ

ふ頭の再編を進めるため、 

（１）中央防波堤外側埋立地のコンテナふ頭の整備を推進すること。

（２）中央防波堤外側埋立地の開発に伴う交通需要に対応する臨港

道路南北線を、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会開催までに完成すること。 

（３）物流機能強化に資する外貿コンテナふ頭、内貿ユニットロー

ドふ頭等の整備スケジュールに合わせ、必要な財源確保などの

措置を講じること。 

（４）東京港と中ノ瀬開発保全航路との間には、浅瀬等の障害物が

あるなど通常時の安全性の確保についても課題があるため、国

による適切な維持管理を行うこと。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）中央防波堤外側埋立地のコンテナふ頭の整備推進 

既存の外貿コンテナふ頭の機能強化、再編の大前提となる中央防波堤外側

埋立地のコンテナふ頭（Ｙ２及びＹ３バース）の整備を推進すること。 

（２）臨港道路南北線の整備推進 

中央防波堤外側埋立地の開発に伴う交通需要に対応する臨港道路南北線

を、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催までに完成

すること。 

（３）必要な財源確保などの措置 

① 物流機能強化に資する外貿コンテナふ頭、内貿ユニットロードふ頭等の

整備スケジュールに合わせ、必要な財源確保などの措置を講じること 

② ふ頭背後の道路など、社会資本整備総合交付金について、港湾管理者が

運営上必要とする事業に柔軟に対応するとともに、必要な財源を確保する

こと。 

（４）港外の安全な航路の確保 

東京港と中ノ瀬開発保全航路との間には、浅瀬等の障害物があるなど通常

時の安全性の確保についても課題があるため、国による適切な維持管理を行

うこと。 

 

 

＜現状・課題＞ 

都は、これまで東京港の港湾管理者として港湾物流の状況変化、ふ頭利用者ニ

ーズ等に精通し、港湾施設計画の策定、既存施設の改良、維持補修等の事業のみ

ならず、新規施設の建設を迅速かつ、安全、円滑に遂行してきており、直轄対象

事業となるような新規施設の建設についても、十分な経験・技術力を有している。 

また、東京港は、都市機能と港湾機能が近接しているほか、今後、既存バース

の再編等による港湾機能の向上が必須となっている。 

今後、東京港の限られた空間（陸域・海域）において、周辺エリアとの一体的

開発による港湾機能の向上や、既存の港湾利用者と調整を踏まえた施設改修など

を迅速かつ効率的に行い、喫緊の課題である国際競争力の確保を図っていく必要

がある。 

このため、東京港においては、港湾の整備・運営に係る十分な実績を有する港

湾管理者が主体となり、動きの激しい港湾情勢への迅速かつ的確な対応を図るこ

とが重要である。 

 

 

（５）直轄対象事業であっても、補助事業等で事業採択すべきと港

湾管理者が申し出た場合には、補助事業等で採択するなど、物

流機能の強化に向けた港湾管理者の取組に対し、十分な支援を

行うこと。 
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＜具体的要求内容＞ 

（５）港湾管理者の取組に対する支援 

① 東京港の港湾施設の事業実施に当たっては、直轄対象となる事業であっ

ても、補助事業や貸付金で事業採択すべきと港湾管理者が申し出た場合に

は、補助事業や貸付金として速やかに事業採択するなど、物流機能の強化

に向けた港湾管理者の取組に対し、十分な支援を行うこと。 

② 直轄事業の予算要求に当たっては、計画段階から港湾管理者と十分に協

議を行うとともに、港湾管理者の事前了解を得ること。 

 

参  考 

 

○国の直轄施工基準 

（１）港湾法の一部改正（平成１２年３月） 

地方分権推進委員会第５次勧告（平成１０年１１月）での指摘事項「直

轄事業等の基準の明確化、範囲の見直し等」に対し、港湾法の一部改正及

び運輸省令の改正で、直轄工事の範囲や対象施設の規模等を明確化 

（２）直轄基準の見直し 

平成１８年度 予算決定概要（プレス資料）において、国土交通省が、内

貿ふ頭の直轄対象を水深７．５ｍ以深に限定する旨、表明 

   ⇒ 東京港では、コンテナ、フェリー、ＲＯＲＯ船の全内貿施設が該当 

（３）直轄基準の適用方針 

国土交通省は、平成１９年度より直轄基準の厳格な適用を指示 

 

国は、一定の要件に当たるものを直轄事業としている。 

平成２０年２月６日開催の「第３４回地方分権改革推進委員会」におい

て、国民経済の健全な発展と国民経済の向上を図るため、国土交通省は、

直轄事業の範囲について以下の４項目で説明している。 

１ 国際・国内の基幹的海上交通ネットワーク形成のために必要な根幹的

な港湾施設 

２ 全国的な視点に立って配置整備する必要性が高い避難港の整備 

３ 施設の効用が一つの港湾管理者の行政範囲を超えて広域に及ぶ施設 

４ 技術的観点等から地方公共団体たる港湾管理者が実施することが困難

な事業 

 

 （４）港湾法の一部改正（平成２３年４月） 

法第５２条において、自らすることができる港湾工事として、以下の条

文が追加された。 

一 国際戦略港湾が長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨

物輸送網の拠点として機能するために必要な係留施設として国土交

通省令で定めるもの及びこれに附帯する荷さばき地の港湾工事 
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１９ 大型クルーズ客船ふ頭の整備推進 

 

  （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

世界のクルーズ人口は、クルーズ船の大衆化が進み、過去２０年間で４倍に増

加している。また、アジア域内においては、大型クルーズ客船による低価格なカ

ジュアルクルーズの提供が開始されたことにより、クルーズ市場の成長が見込ま

れ、日本への大型クルーズ客船寄港ニーズが高まることが予想される。 

一方で、東京は、鉄道・航空との接続の充実、豊富な観光資源等、大きなポテ

ンシャルを有しているとともに、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会が開催されることなどから、東京港入港を希望するクルーズ船社は多く、

首都東京としてしっかりと対応していくことが必要である。 

そのため、大型クルーズ客船ふ頭の計画を臨海副都心地区に位置付けたところ

であり、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催までに、新たな大型

クルーズ客船ふ頭を整備していくことが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

大型クルーズ客船の今後の東京港への需要の増加が見込まれるため、２０２０

年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に間に合うよう、 

（１）大型クルーズ客船ふ頭整備の早期事業化を図るとともに、必要な財源確保 

の措置を講じること。 

（２）大型クルーズ客船ふ頭のターミナル整備への補助制度を創設すること。 

大型クルーズ客船の今後の東京港への寄港需要の増加が見込まれ

るため、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の

開催に間に合うよう、 

（１）大型クルーズ客船ふ頭整備の早期事業化を図るとともに、必

要な財源確保の措置を講じること。 

（２）大型クルーズ客船ふ頭のターミナル整備への補助制度を創設

すること。 
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２０ 震災にも強い国際戦略港湾の機能強化 

 

  （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

首都圏４，０００万人の生活と産業を支える東京港では、外貿コンテナふ頭の

うち耐震強化済みの岸壁が３バースと少なく、震災時にも港湾機能を確保し首都

圏経済活動の停滞を回避するためには、更なる増設が必要である。 

震災時に岸壁等の港湾機能を確保するため、第８次改訂港湾計画において幹線

貨物輸送のための耐震強化岸壁の整備目標数を増加させることとしているが、東

京港は供用中の施設の使用頻度が高いため、新設の整備を先行した上で、既存コ

ンテナふ頭の再編に併せて耐震化を進めることが不可欠である。 

また、震災時に被災者の避難や緊急物資の輸送に対応した耐震強化岸壁も含め、

東京港における耐震強化岸壁の整備を更に推進する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１） 耐震強化岸壁の整備に当たっては、既存コンテナふ頭の再編に併せて耐震

化が進められるよう、中央防波堤外側埋立地の耐震強化岸壁の整備を先行

し、整備推進に必要な財源を確保すること。 

（２） 国際海上コンテナ輸送及び緊急物資の輸送に対応した耐震強化岸壁の整備

推進に必要な財源を確保すること。 

中央防波堤外側埋立地に、震災時においても、首都圏の物流機能

を確保するための耐震強化岸壁を備えたコンテナふ頭の整備推進を

図ること。また、被災者の避難や緊急物資の輸送に資する耐震強化

岸壁整備に必要な財源の確保を講じること。 
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１ 再生可能エネルギーの本格的な普及拡大 

（提案要求先 内閣官房・経済産業省・環境省） 

（都所管局 環境局・水道局） 

 
＜現状・課題＞ 

本格的な低炭素社会を実現するためには、省エネルギー対策だけでなく、再生

可能エネルギーの利用拡大に向けた取組の強化が不可欠である。 

 平成２４年７月から再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買取制度

が施行され、全国的な再生可能エネルギーの普及により、ＣＯ２排出抑制、エネ

ルギー自給率向上や化石燃料の節約のほか、地域経済活性化や雇用創出効果など

国内経済への波及効果を生んでいる。 

 一方、国は、平成２６年６月、第４次エネルギー基本計画（平成２６年４月閣

議決定）において示された再生可能エネルギーに関する方針を具体化すべく、必

要な措置の在り方について検討を開始するとして、固定価格買取制度の在り方を

含めた検討を進めている。 

 また、制度開始以降、連系可能容量の制約などを理由として接続が拒否される

事例や、連系工事費用の内訳が示されないまま負担が求められる事例が見られて

きたが、平成２６年９月、一部の電力会社が、再生可能エネルギー発電設備の電

力系統への接続申込に対する回答を当面保留することを発表した。こうした事態

を招いたのは、国や電力会社が再生可能エネルギーの拡大に向け、計画的に取り

組んでこなかった結果とも言え、再生可能エネルギー関連事業者に多大な影響を

及ぼすとともに、再生可能エネルギーの拡大に向けて大きな制約となる。 

エネルギー基本計画では、政策の方向性として、これまでのエネルギー基本計

画を踏まえて示した水準を更に上回る水準の再生可能エネルギーの導入を目指す

こととしており、現在の本格普及の流れを減速させることなく、今後も、再生可

１ 都市エネルギー施策の推進 

（１）固定価格買取制度による再生可能エネルギー導入拡大を実現

すること。 

（２）大規模な再生可能エネルギーの広域的利用拡大を推進するこ

と。 

（３）再生可能エネルギー熱利用促進に必要な実効性の高い全国的

な普及策を早期に構築すること。 

（４）太陽光発電等の更なる普及拡大に必要な制度・基盤を整備す

ること。 

（５）波力発電など海洋エネルギーの開発・利用に必要な措置を講

ずること。 
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能エネルギーの拡大を加速する方策を講じていく必要がある。 

 また、固定価格買取制度施行に伴い、再生可能エネルギーによる発電が普及拡

大する一方、再生可能エネルギーによる熱利用は、支援策が不十分であるため普

及が進まず、再生可能エネルギーのポテンシャルが十分活用できる状況にはない。 
 
＜具体的要求内容＞ 

（１）固定価格買取制度による再生可能エネルギー導入拡大の実現 

  ① 再生可能エネルギーの導入を促進する制度の構築 

固定価格買取制度の在り方を検討するにあたっては、透明性・妥当性を

担保の上、エネルギー基本計画を踏まえ、再生可能エネルギーの導入拡大が

一層促進されるよう、必要な措置を講じること。 

  ② 適切な調達区分に基づく買取価格の設定及び見直し時における周知期間

の確保   

  買取価格は、設備認定により得られた最新のコストデータを基に、きめ

細かく見直すこと。特に導入が拡大している非住宅用太陽光発電について

は、設備容量によって設置コストが大きく異なることがデータで示されて

おり、設備容量に応じた新たな調達区分を設定すること。また、全国的に

市場が大きく落ち込んでいる住宅用太陽光発電（１０ｋｗ未満）について

は、非住宅用（１０ｋｗ以上）に比し経済的メリットが乏しい買取期間等

の見直しを行うこと。買取価格等を改定する場合は、その周知期間を十分

に確保すること。 

③ 送電系統への優先接続の担保 

    送電系統への優先接続及び優先給電を着実に実施するため、再生可能エ

ネルギー供給事業者が負担する送電系統への接続費用について、その算定

根拠を明確にさせること。また、電気の円滑な供給の確保に支障が生ずる

おそれがあるときの「接続拒否」規定を安易に適用させないため、「系統

情報の公表の考え方」（平成２６年３月改訂）を踏まえ、電力会社が発電

事業者等からの要望に応じて適切に系統情報を提示するよう指導監督を徹

底するとともに、系統接続業務を担うとされている広域的運用推進機関（２

０１５年度設置予定）の独立性・中立性を確立し、優先接続の実効性を担

保すること。 

（２）大規模な再生可能エネルギーの広域的利用拡大の推進 

以下の内容を早急に検討・実施するとともに、検討・運用状況について十

分な情報開示を行い透明性を確保すること。 

① 系統設備の整備促進 

再生可能エネルギーを最大限導入するため、系統設備の整備・増強を進

めること。 

  ② 送電系統の一体運用の着実な実現 

  北海道や東北など、風力などのポテンシャルの高い地方において開発さ

れる発電設備による電力の広域融通を可能とするため、東日本においては

東京電力と東北電力、北海道電力との電力系統を一体のものとして運用す

るとともに、弾力的な運用方法を導入することで再生可能エネルギー導入
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量を最大限にするように現状の送電系統の運用方法の改善を着実に実現す

ること。 

③ 系統運用技術の活用 

調整電源の一層の活用、自然変動電源の変動特性の把握や気象情報を用

いた発電出力予測の活用などの系統運用技術により、接続可能量の拡大を

図ること。 

  ④ 大規模再生可能エネルギー発電事業者への債務保証制度の創設 

    与信力の低い中小企業やベンチャー企業等が風力発電事業等を行う場合、 

借入主個人が担保や保証を求められずに金融機関から融資を受けられるよ

うにするため、国が創設する事業評価機関による適切な事業評価をもとに

国が債務保証を行う制度を早急に創設すること。 

⑤ 風力や地熱発電所設置に係る環境アセスメントの迅速化 

    風力や地熱発電所設置に係るコスト負担を軽減し、事業の予見可能性を

高めるため、環境アセスメントに係る手続の迅速化が不可欠である。国及

び地方自治体による並行審査の実施や配慮書手続の合理化などについて

は、平成２５年６月に出された規制改革実施計画に基づき一定の改善が図

られていたが、国及び地方自治体による合同審査を実施するなど、更なる

迅速化に向けた取組を進めること。                       

（３）再生可能エネルギー熱利用促進に必要な実効性の高い全国的な普及策の早 

期構築 

都が、先行して２０１１年度より太陽熱市場を再構築するための補助事業

を開始したことも踏まえ、イギリスなど海外の先進事例も参考に、太陽熱や

地中熱などの再生可能エネルギー熱利用を全国的に促進する本格的な支援制

度を早急に創設すること。                         

（４）太陽光発電等の更なる普及拡大に必要な制度・基盤整備 

  ① 太陽光発電等の更なる拡大のための税制優遇措置の強化 

太陽光発電等の更なる拡大のため、太陽光発電システム等に係る資産の

贈与税の非課税化やグリーン投資減税期間の延長等、税制優遇措置を強化

すること。 

② 太陽光発電等の大量導入に向けた配電設備等の改修・強化 

    太陽光発電等を特定の地域に大量に導入する場合、一般電気事業者は、

その配電設備等の改修・強化など相応の対応を実施する必要がある。現状、

一般電気事業者は原因者にそれらの対応のための費用の負担を求めている

が、配電設備等は社会的インフラであることから、特定の者に過度な負担

を強いることのないようにすること。                       

（５）波力発電など海洋エネルギーの開発・利用に必要な措置 

波力発電など新たな海洋エネルギー技術の活用を国のエネルギー政策とし

て法的に位置付けること。また、海洋エネルギー技術の実証フィールドの整

備を着実に実施するため、平成２４年、国が自ら示した海洋エネルギー利用

促進に関する取組方針のとおり、海底送電ケーブルなど必要なインフラ整備

のための支援策を講じること。さらに、既存利用者も含めた海洋における権

利の調整を行うためのガイドライン策定など必要な措置を講じること。 
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２ 水素社会の実現に向けた着実な取組 

（提案要求先 経済産業省・国土交通省・環境省） 

（都所管局 環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

水素エネルギーは、利用段階ではＣＯ２を一切排出しないため、水の電気分解

により、大量に水素を製造するシステムが実用化されれば、低炭素社会の切り札

となる。 

また、発電をはじめ様々な用途に活用できるため、石油や天然ガスなどの化石

燃料に代わる次世代エネルギーとしてエネルギー構造の変革にもつながる。 

さらに、水素貯蔵タンクや燃料電池などの水素関連製品は、日本の高い技術力

が集約されており、関連する産業分野の裾野も広いことから、新たな成長へとつ

ながる「アベノミクス」の牽引役としても大きく期待される。 

 特に、２０２０年のオリンピック・パラリンピック東京大会での水素エネルギ

ーの利活用は、環境と調和した未来型都市の姿を世界に示すとともに、改めて日

本の高い技術力を世界に印象付けることになる。 

こうした中で、来年には世界に先駆け国内自動車メーカーから燃料電池自動車

が市場へ本格投入される予定であるが、その普及に向けては水素の安全性に関す

る理解の促進や水素ステーションの整備など取り組むべき多くの課題があり、こ

うした課題への取組いかんによっては水素エネルギーの利活用が本格化しないお

それがある。 
 
＜具体的要求内容＞ 

（１）水素ステーションについては、ガソリンスタンドに比べて危険であるとい

う認識を持っている人もいる。水素エネルギーの利活用における安全性につ

いて、社会的受容性が高められるように普及啓発を強化すること。           

（２）水素社会の実現に向けたロードマップに基づき、水素エネルギーの利活用

に向けて具体的な取組を着実に実施すること。                    

（１）水素エネルギーの利活用における安全性について、社会的受

容性が高められるように普及啓発を強化すること。 

（２）水素社会の実現に向けたロードマップに基づき、具体的な取

組を着実に推進すること。 

（３）水素ステーションの整備促進に向けて、民間事業者への財政

支援や規制緩和を行うこと。 

（４）燃料電池自動車の購入等に対する財政支援を行うこと。 

（５）水素業務に従事する人材の育成に向けて国として支援策等を

講じること。 
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（３）首都圏における水素ステーションの整備促進に向けて、初期費用の支援に

限らず、運営費についても財政支援を講じること。また、安全性の確保を前

提として、公道との距離や市街地における水素貯蔵量など水素ステーション

の整備促進に必要な規制緩和を着実に実行すること。 

（４）燃料電池自動車の普及促進を図るため、車両の購入等に対する財政支援を

行うこと。                          

（５）国家資格取得支援など、水素ステーション等において水素業務に従事する

人材の育成に向けて国として支援策等を講じること。 
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３ エネルギー安定供給の確保とエネルギーマネジメントの推進 

（提案要求先 内閣府・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省） 

（都所管局 環境局・会計管理局） 

（１）老朽化した火力発電所のリプレースの早期実現と低炭素かつ

高効率な電源の安定的な確保を図ること。 

（２）国としても燃料調達への関与をより一層強め、天然ガスの価

格引下げに向けて戦略的な取組を強化し、その実現を確実に図

ること。 

（３）上場インフラファンド市場の早期の創設に向け、環境を整備

すること。また、国の官民連携インフラファンドの活用を図る

こと。 

（４）電力需給状況に関する具体的かつ詳細な情報公開を行うとと

もに、過大な需要見通しを前提としないよう留意し、適切な電

力需給想定を設定すること。また、自治体が電力対策を行うた

めに必要な情報を電力会社から自治体に提供する仕組みを構築

すること。 

（５）家庭の低炭素化や省エネを更に進める「スマートマンション

化」の普及拡大に向けた動きを止めることがないよう、複数年

にわたってＭＥＭＳの補助事業を行うなど支援策を拡充するこ

と。 

（６）家庭における分散型電源の普及を着実に進めるため、蓄電シ

ステムの導入を促進する継続的な支援策を講じること。 

（７）中小事業所に対し、多額の初期投資を行うことなく、ＣＧＳ

等の導入ができるよう、ＥＳＣＯ事業者を活用したエネルギー

マネジメント支援事業を創設すること。 

（８）電力負荷の平準化を図るため、電力需要に応じた柔軟な電気

料金メニューの設定を促すとともに、節電量を市場で取引する

際のガイドラインを整備するなど、デマンドレスポンスの普及

に向けた環境を整備すること。 

（９）災害時を想定した電力供給の法整備を行うこと。また、非常

用発電機で敷地を越えて電力供給する際の要件の緩和を行うこ

と。 

（10）過度な負担がかからない「賢い節電・省エネ」を継続的に推

進するため、過度の便利さや過剰に電力を消費する生活様式の

見直しに向けた取組を強化すること。また、事業所の節電・省
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エネの更なる推進に向けて、ピーク対策のみならず、「エネル

ギー使用の合理化」を促す仕組みを強化すること。 

 

＜現状・課題＞ 

気候変動の危機を回避できるエネルギー社会への転換に向けて、需給両面の取

組を進めることが不可欠である。 

 供給面の取組では、東日本大震災を背景とした計画停電などの経験を経て、遠

隔地の電力供給のみに頼るのではなく、東京産電力を確保することにより、首都

東京の電力安全保障を高めることが極めて重要である。老朽化した火力発電所の

リプレース、低炭素かつ安定的な電源の確保や太陽エネルギー等の再生可能エネ

ルギーやコージェネレーションシステム等の自立・分散型電源の普及拡大などの

取組を進めていくべきである。 

 また、需要面の取組では、省エネ・節電対策に加え、デマンドレスポンスやピ

ーク時間帯の電力需要を抑えるなど、需要の変動を無理なく効率的に制御するエ

ネルギーマネジメントの推進を行っていく必要がある。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）老朽化した火力発電所のリプレースの早期実現と低炭素かつ高効率な電源

の安定的な確保 

 東京電力の火力発電所の約４割が運転開始から３５年を経過している現状

を踏まえ、故障による電力供給のリスクを払拭するためにも、老朽火力発電

所のリプレースを早期に実現するとともに、低炭素かつ高効率な電源を安定

的に確保すること。 

（２）安価な燃料調達に向けた戦略的取組の一層の強化 

 エネルギーコストの抑制は企業の競争力を維持するために不可欠であり、

国としても燃料調達への関与をより一層強め、天然ガスの価格引下げに向け

て戦略的な取組を強化し、その実現を確実に図ること。 

（３）上場インフラファンド市場の早期の創設に向けた環境整備及び国における

官民連携インフラファンドの活用 

 国家財政に制約がある中、発電所などエネルギー関連の社会資本整備にお

ける長期的かつ安定的な資金の供給を行う観点から、上場インフラファンド

市場の早期の創設に向けた環境整備を行うとともに、国の官民連携インフラ

ファンド（㈱民間資金等活用事業推進機構）の活用を図ること。 

また、「民間資金等の活用による公共施設等の整備・更新等の促進に関す

る法律（ＰＦＩ法）」を弾力的に運用し、老朽化した火力発電所のリプレー

スにも活用すること。 

（４）電力需給想定の適切な設定と具体的かつ詳細な情報公開 

 電力需給想定を行うに当たっては、具体的かつ詳細な情報公開を行うこと。 

また、全国の９つの電力会社エリアで、同日同時間に最大需要が発生する

という需要想定を見直し、東日本大震災以降、取組が進んだ「賢い節電・省
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エネ対策」の実績や広域融通の観点等も見据え、実態に即した需要想定とす

ること。 

国や電力会社は、自治体や企業に節電・省エネの取組協力を求めているが、

自治体では域内の大口・小口・家庭別の電力需要に関するデータ（ピーク時

の電力需要（ｋＷ）や電力消費量（ｋＷｈ）、ロードカーブ等）を有してい

ない。これらは、対策検討や効果把握の基礎となる最も重要なデータで、地

域における有効な施策展開に必要であることから、電力会社に対し、自治体

への必要かつタイムリーな提供を強く指導するとともに、自治体に情報提供

される仕組みを早急に構築すること。 

（５）スマートマンションの促進 

 都内住宅ストックの約７割を占めるマンション等において、建物全体のエ

ネルギー管理等を行う「スマートマンション化」は、家庭の低炭素化や省エ

ネを更に進める上で有効であり、スマートエネルギー都市の実現に向け、そ

の普及は、必要不可欠である。 

国のマンションのエネルギー管理システム（ＭＥＭＳ）の補助は、単年度

の事業であるが、ＭＥＭＳの導入には数年を要する場合もあるため、複数年

にわたって補助事業を行うなど支援策を拡充すること。 

（６）蓄電システムの普及 

   国は、平成２５年度補正予算で「定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事

業」を実施していたが、予算額に達したことから平成２６年６月２０日付で

受付を終了している。 

家庭における分散型電源となる蓄電システムは普及途上であることから、

継続的な支援策を講じること。 

（７）コージェネレーションシステム（ＣＧＳ）の普及 

国のＣＧＳ等の補助において、１０，０００ｋＷ未満は、原則、単年度の

補助事業であるため、ＣＧＳの更なる普及のため、複数年にわたる補助事業

とすること。 

また、中小事業所に対し、多額の初期投資を行うことなく、ＣＧＳ等の導

入ができるよう、ＥＳＣＯ事業者を活用したエネルギーマネジメント支援事

業を創設すること。 

（８）デマンドレスポンスの推進 

これまで需要の増加に応じ供給力の確保に専ら力点を置いてきた考え方を

改め、需要の効率的な制御により、ピーク対策を促す仕組みを導入していく

ことは極めて重要である。電力需要に応じた柔軟な電気料金メニューの設定

を促すとともに、節電量を市場で取引する際のガイドラインを整備するなど、

デマンドレスポンスの普及に向けた環境を整備すること。 

（９）非常時の電力供給体制の整備 

災害時を想定した電力供給に関する法整備を行うこと。 

また、現行では非常用発電機で敷地を越えて電力供給する際、非常用発電

機が設置されている敷地の停電が要件となっているが、これに限らず、安全

性の確保が図られる場合等には、要件の緩和を行うこと。 
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（10）「賢い節電・省エネ」の更なる推進に向けた取組の強化 

① 店舗・オフィスなどの照度に関する基準等の見直し 

（社）日本建築学会等の提言も踏まえ、過度に照度に偏重しすぎている現

行の照明設計・基準の考え方から転換し、質の高い照明環境の形成に向け

た新たな基準を設定すること。 

具体的には、現行の推奨照度を旧照度基準１９７９版の照度範囲（３０

０～７５０ルクス）に戻すこと。また、新基準設定までの間は、既存施設

における運用のための設定照度は、３００～５００ルクスでの対応を推奨

すること。新規施設についても、新基準設定までの間は、平成２３年夏以

前の過度に明るすぎる照明設計にならないような対応を行うこと。 

さらに、外気取り入れによる空調設備の無駄な稼動を防ぐためにも、室

内空気中のＣＯ２濃度の一律的な管理基準の緩和について、省エネルギー

・節電の観点から見直しを行うこと。 

② 家電製品等の省エネモードの標準化 

家電製品等の製造事業者に対して、製品の工場出荷時の初期設定を省エ

ネモードとするとともに、省エネモードの設定方法を消費者に分かりやす

く情報提供するよう求める仕組みを構築すること。 

③ 明らかに無駄なエネルギー利用の見直し 

扉を開け放したまま冷暖房を行っている店舗営業など、明らかに無駄な

エネルギー利用と考えられる行為に対して、エネルギー使用の合理化を求

める仕組みを構築すること。 

④ 事業所の更なる省エネを促す仕組みの強化 

このたびの省エネ法改正で、ピークシフト行動を評価する仕組みが開始

されたが、今後は、エネルギー消費量の削減を更に強化するため、「原単

位削減」の観点だけではなく、「エネルギー使用総量の削減」の程度を評

価する仕組みの追加も検討すること。 
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２ 公園整備事業等の推進 

１ 公園整備事業等の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局、都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京の公園緑地は、国内外の他都市に比較して著しく少ない。また、丘陵地や

低地、水辺などの緑は、生物多様性の保全やレクリエーションの場の提供、都市

気候の調節など重要な役割を担うため、早急に保全・整備が必要である。さらに、

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催にあたり、外国人

利用者の増加を視野に、都市の魅力を高めるため、文化財庭園等の観光・文化の

拠点となる都市公園の整備が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都東京を緑あふれる都市にするため、都市公園や特別緑地保全地区等の

あらゆる公園緑地及びその関連施設の整備や用地取得等に十分な交付金を確

保すること。 

（２）世界からの来訪者の「おもてなし」の場となる庭園や動物園を含む都市公

園の改修に十分な交付金を確保するとともに、補助対象施設の拡充を行うこ

と。 

（３）公園整備や特別緑地保全地区の用地取得に係る国費率を３分の１から２分

の１に引き上げること。 

（４）増大する都民のレクリエーション需要や、市街地における防災上の避難地

の確保等に対応するため、国営昭和記念公園の整備を促進すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水と緑のネットワーク形成を推進するため、公園緑地及び特別緑

地保全地区の整備や用地取得等に係る必要な財源を確保し、東京に

必要額を確実に配分するとともに、制度の拡充を図ること。 
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国費対象事業,
16,052

単独事業,
15,521

用地会計返還
金等, 22,004

参  考 

 

（１）公園整備事業の推進 

【都の公園整備の計画と実績】 

 

区 分 

都市計画公園・緑地計画 

決定面積（平成 25 年 4 月現在）

公園整備済面積 

（平成 26 年 4 月現在）

規模 規模 

（ha） （ha） 

都市公園 都立公園 4,100 1,991 

その他公園 6,700 3,779 

都市公園以外の公園 － 1,925 

計 10,800 7,695 

一人当たりの公園面積 

※全国平均 9.9 ㎡/人 
8.2(㎡/人) 5.8(㎡/人) 

   

都区市町共同で策定した「都市計画公園・緑地の整備方針」（平成 23 年

12 月改定）に基づき、都市計画公園・緑地の効率的な整備を推進していく。 

 

【平成２６年度 都予算に対する交付金の割合（事業費）】 

※都予算ベース 

 

                                                          

 

 

                            

                                           

 

 

 

  

 

 

 

(２)特別緑地保全地区の指定状況 

  （平成 25年 4月 1日現在） 

区 域 
箇 所 数 面  積 

箇 所 ｈａ 

23 区 13  85.91 

多摩・島しょ 23 182.64 

東京都全体 36 268.55 

 

○  都 立 公 園 整 備 事 業 全 体

（53,577 百万円）に占める  

 国費対象事業費の割合は 

約３０％（16,052 百万円） 

○ このうち、交付金は 5,557 百

万円で、都立公園整備事業全

体に占める割合は 

約１０％ 

○ 国費率は施設 1/2、 

用地 1/3 

都立公園整備事業 

全体計 53,577 百万円 

（単位：百万円） 
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(３) 用地買収費に対する現在の国費率 

区 分 国費率 根拠法令 

公園整備 １/３ 都市公園法施行令第 31 条 

参 

考 

道路・街路整備 １/２ 道路法 56 条 

河川整備 １/２ 河川法第 60 条第２項 

                

※ １/２とすることを要求 

 

２ 防災公園の整備 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 震災時の首都東京の機能確保は喫緊の課題であり、都市の防災機能を高めるた

め、救援・復興の活動拠点や避難場所となる防災公園整備は急務である。 

さらに、東日本大震災を踏まえ、首都直下地震などの震災の備えを万全とし、

災害に強い首都東京を実現するため、防災公園整備はより一層、早期に着実な整

備が求められる。 

国は、広域避難地（避難場所）への避難人員を、一人当たり２㎡で算定すると

しているが、都立公園を核とする避難場所で、一人当たりの避難場所面積が２㎡

に及ばないものが多く、防災公園の拡張整備や機能向上のための施設改修が必要

である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）公園整備事業推進のため必要な交付金を増額すること。 

（２）「東京都地域防災計画」で指定された、避難場所である防災公園の整備・

改修を短期集中的に進めるため、必要な交付金を確保すること。 

（３）公園整備の用地取得に係る国費率を３分の１から２分の１に引き上げるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

防災公園の整備促進のため、必要な財源を確保し、東京に必要額

を確実に配分するとともに、用地取得に係る国費率を引き上げるこ

と。 
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参  考 

 

（１）防災公園の整備促進 

  【避難場所に指定された都立公園で有効面積が 2 ㎡/人未満の公園(H25.6)】 

 
【東京都の防災公園整備】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 用地買収費に対する現在の国費率 

区 分 国費率 根拠法令 

公園整備 １/３ 都市公園法施行令第 31 条 

参 

考 

道路・街路整備 １/２ 道路法 56 条 

河川整備 １/２ 河川法第 60 条第２項 

                

※ １/２とすることを要求 
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1人あたり有効面積
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救援・復興活動拠点となる防災公園

環状７号線

小金井公園

神代植物公園

駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園

東京臨海広域防災公園

木場公園

葛西臨海公園

篠崎公園

水元公園

城北中央公園

舎人公園

武蔵野の森公園

和田堀公園

祖師谷公園

東綾瀬公園

日比谷公園

東大和南公園

武蔵野中央公園

石神井公園

赤塚公園

上野恩賜公園

大島小松川公園

夢の島公園

芝公園
砧公園

代々木公園

光が丘公園

亀戸中央公園

高井戸公園

大規模救出・救助活動拠点
となる防災公園(11公園)

基幹的広域防災拠点医療機関近接ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ緊急離着
陸場となる防災公園(5公園)

災害時臨時離着陸場
となる防災公園(10公園)

新規整備公園

凡例
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３ 都市再生推進のための国有財産の活用 

公園整備に係わる国有財産の活用 

                   （提案要求先 財務省、国土交通省） 

               （都 所 管 局 建設局、都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

（１）都立林試の森公園（都市計画目黒公園）について 

都立林試の森公園は、林業試験場本場が筑波研究学園都市へ移転したことに

伴い、その跡地を、約１２．１ｈａの都市公園として開園したもので、敷地の

約半分は、都が国有地を無償で借り受けている。当該公園は、目黒区と品川区

にまたがり、東京都震災対策条例に基づき、震災時の避難場所に指定されてい

る。国は、広域避難地（避難場所）への避難人員を、一人当たり２㎡で算定す

るとしているが、都立林試の森公園の一人当たり避難場所面積は０．８９㎡と

極めて低い状況にある。 

都民の生命と財産を守るため、当該公園に隣接する国有地に公園区域を拡張

し、避難場所機能を拡充することが急務である。 

（２）都立旧岩崎邸庭園（都市計画旧岩崎邸公園）について 

旧岩崎邸庭園は、国有財産である国指定重要文化財「旧岩崎家住宅」を、都

が無償で借り受け、都立の文化財庭園（約１．８ｈａ）として公開している。

平成１３年１０月に開園し、年間約２２万人が訪れる首都東京の文化・観光拠

点である。 

本来の岩崎邸は、当該庭園のほか、隣接する国有地（合同庁舎及び宿舎敷地）

等を含み、現状の倍以上の規模を有していた。日本の近代文化の象徴ともいえ

る明治期の典型的な大邸宅の遺構を保全・活用するため、かつて広壮な規模を

誇る和館や書院庭等が配置されていた国有地を公園区域に拡張するなど、文化

・観光拠点機能の拡充を図る必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

首都東京の公園の重要な機能を拡充するため、都立林試の森公園及び都立旧岩

崎邸庭園の拡張に当たり、都が整備する場合には、国有地を無償貸付又は譲与す

ること。 

 

 

 

 

 

都立林試の森公園及び都立旧岩崎邸庭園の拡張に当たり、都が整

備する場合には、隣接する国有地を無償貸付又は譲与すること。 
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参  考 

 

○ 国有地の無償貸付制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）都立林試の森公園拡張区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）都立旧岩崎邸庭園拡張区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
宿舎（最高裁判所）を除く各施設については、「東京23区外の庁舎等の移転・再配置計画について（H20.6.12）

/国有財産の有効活用に関する検討・フォローアップ有識者会議」により廃止予定時期が示されたが、平成

21年11月の事業仕分けにより宿舎については凍結となった。その後「国家公務員宿舎の削減計画」（H23.12.1）

/「「国家公務員宿舎の削減計画」に基づくコスト比較等による個別検討結果及び宿舎使用料の見直しにつ

いて（H24.11.26）」により峰友寮、小山台住宅については廃止することが示されているが、具体的な時期

が示されていない。湯島地方合同庁舎については、廃止・移転については示されているが、具体的な時期が

示されていない。 

0 10 500m 

小山台住宅（財務省） 

・面積 ： 約2.2ha 

峰友寮（農林水産省） 

 ・面積 ： 約0.2ha 

都立林試の森公園 
所在地：目黒区下目黒五丁目・ 

品川区小山台二丁目 
開園面積：約１２．１ｈａ 

0 10 200m 

不
忍
池 

都立旧岩崎邸庭園 
所在地：台東区池之端一丁目 
開園面積：約１．８ｈａ 

湯島地方合同庁舎（財務省） 

 ・面積 ： 約1.2ha 

宿舎（最高裁判所） 

 ・面積 ： 約0.2ha 

宿舎（最高裁判所）

･ 面積 ： 約0.2ha

都立林試の森公園 

開園区域 

東急目黒線 

武蔵小山駅 

都立旧岩崎邸庭園 

開園区域 

開園予定区域 

（都有地） 

　≪法令上の優遇措置≫

　≪運用≫

財務省通達
○未利用国有地等の管理処分
　 方針について
　(H23.5.23財理第2199号)

以下のものについては、優遇措置を適用せず、全面積を時価売
払いするものとする

・物納財産
・独立行政法人通則法の規定に基づき国に現物納付された財産
・国が移転経費を要した財産

国有財産法 第22条
地方公共団体が緑地・公園の用に供する場合　無償で貸し付け
ることができる
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４ 道路環境対策の推進 

 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 幹線道路の沿道においては、騒音・大気汚染など環境が厳しい箇所もあり、沿

道住民の生活環境改善に向けた課題が依然として残されているため、その対策が

求められている。 

 また、大都市特有のヒートアイランド対策の一つとして、路面温度の上昇を抑

制する効果のある舗装を敷設する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）騒音対策としての低騒音舗装、新型遮音壁及び緩衝建築物一部負担に必要

な財源を確保すること。 

（２）ヒートアイランド対策としての環境対策型舗装（遮熱性舗装・保水性舗装）

に必要な財源を確保すること。 

（３）騒音対策としての防音工事助成に対して財政的支援を実施すること。 

（４）自動車排出ガスによる大気汚染が特に著しく、重点的な対策を実施するこ

とが必要な地点について、国が主体となって、必要な調査と対策の検討を行

うこと。 

（５）２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、国 

道においても、路面清掃や街路樹剪
せん

定など、維持管理を充実させるとともに、 

より一層、環境対策型舗装等のヒートアイランド対策を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹線道路の騒音対策やヒートアイランド対策等を推進し、沿道住

民の生活環境を改善するために必要な財源を確保すること。 
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参  考 

 

（１）沿道環境対策事業 

平成２６年度 都の予算（当初） 

（単位：百万円） 

区       分 事業費 うち補助事業費 

（国費） 

沿道環境改善事業 12,588 783(430) 

 低騒音舗装 8,568 95( 52) 

 遮熱性舗装・保水性舗装 3,744 488(268) 

 防音工事助成 76 0 (  0) 

 緩衝建築物一部負担 200 200(110) 

 

区       分 事業費 国、首都高速㈱の負担金額

 局地汚染対策 42           10 

  都、国、首都高速㈱が負担比率に基づき負担している。 

 

 

（２）路面温度上昇を抑制する環境対策型舗装 

 

 

 

      

遮熱性舗装 

・ 舗装表面に遮熱材を塗り、日射エネルギーを反射し

て熱吸収を防ぐ舗装。 

・ 舗装表面に塗るため、低騒音舗装に施工しても騒音

低減機能は損なわない。 

保水性舗装 

 

保水材

アスファルト 

  混合物 

吸水 蒸 発

 
基   層

路面の熱 

・ 舗装の空隙に注入した保水材によって、雨水などの

水分を吸収し、蓄えることができる舗装。 

・ この水分が晴天時に蒸発することで路面温度を下

げ、舗装から大気への放熱を少なくする。 
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１ 少子社会対策の推進 

１ 子ども・子育て支援新制度における施策の充実 

（提案要求先 内閣府・厚生労働省） 

(都所管局 福祉保健局） 

 

 

 

 
 
＜現状・課題＞ 

 幼児期の学校教育・保育、地域の子供・子育て支援を総合的に推進するため、

子供・子育て支援の新たな制度が、平成２７年度から本格施行される予定となっ

ている。 

 新制度施行まで半年を切るなか、一刻も早く運用方法等を決定する必要がある

ため、既に地方自治体において、準備を進めているが、通知等において国が定め

る事項と、地方自治体の裁量で定める事項の範囲が確定していないため、準備事

務に支障が生じている。例えば、給付対象施設のみなし確認の方法について、子

ども・子育て支援法には、都道府県協議の規定がないため、都では協議不要とし

て手続き方法を定め、区市町村に周知した。しかし、その後、国から都道府県へ

の協議を要する告示や通知が発出されたため、改めて都から区市町村へ説明する

必要が生じた。 

 また、国が定めるべき給付対象施設の基準や地域子ども・子育て支援事業の内

容なども、いまだ詳細が示されていない。実施主体である区市町村の施策に多大

な影響を与えることから、地方自治体の意見を踏まえ、早急に制度を設計し、周

知する必要がある。 

 公定価格についても、平成２９年度の仮単価は示されたが、２７年度の額はい

まだに示されていないため、事業者による新制度への参入・事業展開や、地方自

治体における予算編成に支障が生じている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）新制度が円滑に施行できるよう、国として定める事項と地方自治体の裁量 

で定める事項の範囲を確定させ、直ちに明らかにすること。その上で、国と 

して定める事項については、地方自治体の意見を聞きながら制度の詳細につ 

いて検討し、早急に基準等の内容を示すこと。 

（２）早急に２７年度の公定価格を決定し、公表すること。 

 

 

 

 

 

 

（１）子ども・子育て支援新制度の円滑な施行に向け、地方の意見

を聞きながら制度の詳細を定め、速やかに示すこと。 
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＜現状・課題＞ 

 新制度は、消費税率１０パーセントへの引上げによる財源を含め、追加の恒久

財源を確保して実施されることになっている。国の子ども・子育て会議では、新

制度による子供・子育て支援の「量的拡充」と「質の改善」の実現のためには、

１兆１千億円程度の財源が必要とされているが、消費税増税分の７千億円以外の

財源については明らかになっていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 喫緊の課題である保育所待機児童対策をはじめ、地域の子育て支援、社会的養

護の充実など、子供・子育て支援施策の強化・推進を図るため、恒久的、安定的

財源を十分に確保すること。 
 

 

＜現状・課題＞ 

 都内の就学前児童人口は、他県からの転入増により、区部を中心に依然として

増加している。また、新制度施行後は、これまでの保育に欠ける要件に代わり、

保育サービスの利用を希望する人たちが保育の必要性の認定を申請することによ

り、短時間利用など保育の潜在需要が顕在化することが想定される。これらの潜

在需要も含めた保育ニーズの増大に的確に対応できるよう、保育サービスの設備

・運営基準について地方の裁量を拡大することが必要である。 

 都の認証保育所制度は、制度創設後既に１３年を経過し、定員は２万３千人を

超えており、０歳児保育や１３時間開所を全ての施設で実施し、大都市特有の多

様な保育ニーズに対応するなど、都の保育施策に不可欠なものとなっている。特

に、年度途中の産休・育休明けの保育ニーズの受け皿となるなど、待機児童解消

にも大きく寄与している。こうした実績があるにもかかわらず、都の認証保育所

は保育従事職員の資格要件を緩和していることから、これまで国の財政支援の対

象とされてこなかった。 

 国は、家庭的保育や小規模保育について、保育士１０割を要件としていないが、

新制度の給付対象としている。また、都においては認証保育所基準である地方裁

量型認定こども園も給付対象としている。 

 参議院の附帯決議では、地方自治体独自の認定制度が待機児童対策として大き

な役割を果たしていることを考慮し、大都市部の保育所等の認可に当たっては、

地方自治体が特例的かつ臨時的な対応ができるよう特段の配慮をすることとされ

ており、新制度においては、大都市の実情に応じた仕組みづくりが求められてい

る。 

（３）待機児童の早期解消や、多様な保育ニーズに対応するため、

子ども・子育て支援新制度において、認証保育所制度の実績を

認め、地方自治体の裁量を拡大するなど、大都市の実情を踏ま

えた仕組みとすること。 

（２）子供・子育て支援のための財源を十分に確保すること。 
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＜具体的要求内容＞ 

 今後ますます増大かつ多様化する保育ニーズに柔軟に対応し、全ての子供と子

育て家庭が保育の必要度に応じてサービスを利用できるよう、以下の点に留意し、

関係規定を整備するなど、必要な措置を講じること。 

（１）待機児童解消に向け、区市町村や保育サービスを提供する事業者が、保育

所整備に積極的に取り組むことができるよう、全国一律の基準を廃止し、施

設・事業の設備・運営基準を弾力的に定められる制度とすること。 

（２）地域型保育給付の対象に位置づけられている、小規模保育、家庭的保育、

事業所内保育などについても、地域の実情に応じて事業を実施できるよう、

地方自治体の裁量を拡大すること。 

   特に、家庭的保育事業における調理員の配置を義務付ける基準は、家庭的

保育者が自宅で家庭的な保育を提供するという事業形態に応じた運営が行え

るよう、見直しを行うこと。 

（３）公定価格の具体的な設定に当たっては、大都市部における人件費、物件費

等を考慮するとともに、質の向上を前提とした事業運営に必要な給付額とす

ること。また、アレルギー児や発達障害児等、対応が困難な児童の増加や、

虐待対応や子育て支援等の実情を踏まえ、必要な人員の配置と専門職による

対応が可能な設定とすること。さらに、公定価格の地域区分について、現在

示されている案では、現行と比較して支給割合が引き下がる地域があるが、

地域区分の変更は施設運営に重大な影響を及ぼすため、単に国家公務員の地

域手当に準ずるのではなく、地元自治体の意見を十分に聞き、事業運営や保

育サービス拡充に支障がないようにすること。 

（４）待機児童の多くを占める３歳未満の低年齢児を中心に受け入れ、育児休業

明けなど年度途中の入所ニーズにも柔軟に対応している都の認証保育所の実

績を認め、認証保育所を新たな制度の中に位置付け、十分な財政措置を講じ

ること。 
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２ 待機児童解消に向けた支援の充実 

（提案要求先 内閣府・厚生労働省・財務省） 

(都所管局 福祉保健局・生活文化局） 

 

＜現状・課題＞ 

 都の保育所待機児童数は、全国の約３割を占めており、その解消は喫緊の課題

となっている。保育所の整備については、「安心こども基金」を財源とした補助

制度となっているが、基金による保育所整備事業は時限措置であること、また、

地方自治体独自の保育施設が補助を受けるためには、認可保育所の基準を満たす

必要があること、高齢・障害分野においては社会福祉法人等以外の民間事業者に

ついても補助対象としている一方で、保育分野においては社会福祉法人等以外の

法人は補助対象外であることなど、保育サービスの拡充を図る上での制約がある。 

 国は、平成２９年度末までの待機児童の解消を目指し、昨年度から「待機児童

解消加速化プラン」を実施しているが、補助単価が不十分な事業がある。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）喫緊の課題である待機児童解消に向けた取組を行う区市町村が、保育所等

の整備を計画的に進められるよう、「安心こども基金」の実施期限の延長や

補助額の増額など、必要な財源を重点的に配分し、支援を強化すること。 

（２）施設整備については、企業等の民間事業者に対して、社会福祉法人に対す

る補助と同等の財政支援ができる仕組みとすること。 

（３）幼稚園における長時間預かり保育支援事業について、事業への参入が促進

されるよう、地方自治体独自の取組を踏まえ、十分な単価設定とすること。 

（４）認可化移行総合支援事業について、地価の高い大都市において、十分な保

育サービスを提供することができるよう単価の見直しを行うこと。 
 

 

＜現状・課題＞ 

国有地を社会福祉施設の整備を目的に貸し付ける制度が創設されたが、貸付料 

の減額を行わないこととしており、地価の高い都市においては活用が図りにくい。

また、国から社会福祉法人への直接貸付けは可能となったものの、株式会社や特

定非営利活動法人などの事業者に対する直接貸付けは認められていない。 
 

＜具体的要求内容＞ 

国有地の貸付けに当たっては、低廉な価格で児童福祉施設を整備することがで 

きるよう、貸付料の減額を行うこと。また、国から社会福祉法人以外への直接貸

付けも可能とすること。 

（１）喫緊の課題である待機児童解消に向けた支援を充実すること。

（２）定期借地権を活用した未利用地の貸付について、貸付条件を

見直すこと。 
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＜現状・課題＞ 

 保育所待機児童の解消に伴う近年の保育所整備等の大幅な増加に伴い、都内に

おける保育人材の需要が大きく伸びている。平成２９年度までに全国で４０万人

分の保育の受け皿を整備するためには、サービスの担い手となる保育人材の確保

及び定着が重要である。 

 保育士の確保・定着に向け、国は公定価格の中に処遇改善加算を組み込むこと

を検討しているが、実施時期を明確にしていない。 

 また、保育士の処遇について、現在は経験年数に応じた運営費加算だけでキャ

リアを評価する仕組がない。 

 さらに、安心こども基金による保育士修学資金貸付制度はあるものの、本事業

は単年度実施であるため、指定保育士養成施設への入学希望者が入学を検討する

時点で、入学後にも貸付制度が存続しているかどうか不明である。そのため、本

事業が指定保育士養成施設への入校希望者拡大につながりにくい。貸付事務にお

いては、事業終了後も長期的に債権回収事務が発生するが、それに対する補助は

ない。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）現在、年１回実施している保育士試験回数を増やすこと等により、受験者

の負担を軽減し、保育士資格取得の機会を拡大すること。 

（２）新制度の施設型給付及び地域型給付における保育従事者については、保育

士以外の資格を持つ者の活用や資格要件の緩和を取り入れるなど、施設・事

業運営上の様々な創意工夫が可能となるよう地方自治体の裁量の余地を認め

ること。 

（３）公定価格における処遇改善に係る給付は、新制度施行後ただちに実施する

こと。 

（４) 保育士の安定的な確保・定着のために、早急にキャリアを評価する仕組み

を整えること。 

（５) 安心こども基金により実施されている「保育士修学資金貸付制度｣につい

て、十分な事業効果を得られるよう配慮すること。あわせて、事業の安定的

な実施が可能となるよう事務費を措置すること。 

（３）安定的に保育人材が確保できるよう制度運用の改善を図るこ

と。 
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２ 高齢社会対策の推進 

１ 大都市にふさわしい施設基準と介護報酬水準の設定 

  （提案要求先 厚生労働省）      

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

介護保険施設の人員基準を含め多くの事項は、国が「従うべき基準」として定

めていることなどにより、大都市東京の実態に即して、事業者が創意工夫しなが

ら施設運営を行うことが難しい状況にある。 

このため、良質な介護サービスの提供と健全な施設運営が行えるよう、施設基

準等の見直しを行うことが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 国の施設基準等の見直しを行い、地域の実態に即した弾力的な施設運営を可能

とすること。 

（１）介護保険施設の居住費(ホテルコスト)について、居住費の基準費用額（上

限額）を東京の地価等の地域差を反映したものとすること。 

（２）認知症高齢者グループホームについて、既成市街地等は３ユニットの整備

が認められているが、対象地域をその他の地域にも拡大すること。また、入

居定員を５人以上９人以下としている規定を地域の実情に応じて柔軟に対応

できるよう見直すこと。 

（３）小規模多機能型居宅介護について、利用定員上限を撤廃すること。 

  また、宿泊サービスの利用定員の規制を緩和するとともに、宿泊室の空室に

ついて利用登録者以外の者が弾力的に利用できるようにすること。 

（４）職員配置が基準を下回った場合の介護報酬減算については、事業継続との

バランスに配慮した制度とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）良質な介護サービスの提供と健全な施設運営が行えるよう、

施設基準等の見直しを行うこと。 
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＜現状・課題＞ 

 現在、東京における介護サービス事業者の多くは、慢性的な介護人材不足など

により、厳しい運営状況にある。平成２４年４月の介護報酬改定において、地域

区分の細分化、上乗せ割合の見直しが行われ、都が従来より国に対し提言してき

た「介護報酬における地域差の解消」については一定の改善が実現したものの、

介護報酬の人件費割合については、訪問看護を除き見直しが行われていない。 

 また、小規模多機能型居宅介護事業所の経営の安定化に係る事業開始時支援加

算については、介護サービスとは直接関係のない加算であるにもかかわらず、利

用者に負担を求めている。 

 さらに介護支援専門員の報酬については、介護支援専門員が退院時の支援に関

わっても、結果として介護サービスの利用に結び付かなかった場合、報酬の評価

の対象とならないが、このような場合でも、退院・退所加算と同程度の単位を評

価する仕組みがあれば、介護支援専門員の積極的な関わりが期待できる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）介護報酬について、介護サービス事業者が長期的なビジョンにより介護人

材の定着・確保を図り、良質な介護サービスの提供と健全な事業運営を行う

ことができるよう、人件費割合を適切に見直すこと。 

（２）小規模多機能型居宅介護における事業開始時支援加算については、介護サ

ービスと直接関係のない加算であり、利用者負担を求めることなく、全額保

険給付で行うこと。 

（３）介護支援専門員が医療機関から退院を予定している要介護（要支援）認定

者・申請者に対して実施する退院後の療養環境を整備するためのマネジメン

トを介護報酬で評価する仕組みを構築すること。 

（２）介護事業者が介護人材の定着・確保を図り、健全な事業運営

を行うことができる介護報酬とすること。 
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人件費割合
人件費
割合

１級地
（18％）

2級地
（15％）

3級地
（12％）

4級地
（10％）

5級地
(経過措置)

5級地
（6％）

６級地
(経過措置)

6級地
（3％）

その他
（0％）

施設サービス 45% 10.81 10.68 10.54 10.45 10.41 10.27 10.23 10.14 10.00
訪問リハビリ、通所リハビリ 55% 10.99 10.83 10.66 10.55 10.50 10.33 10.28 10.17 10.00
短期入所生活介護、短期入所療養介護 45% 10.81 10.68 10.54 10.45 10.41 10.27 10.23 10.14 10.00
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、居宅介護支援 70% 11.26 11.05 10.84 10.70 10.63 10.42 10.35 10.21 10.00
通所介護、特定施設入居者生活介護 45% 10.81 10.68 10.54 10.45 10.41 10.27 10.23 10.14 10.00
居宅療養管理指導、福祉用具貸与 0% 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
地域密着型介護老人福祉施設 45% 10.81 10.68 10.54 10.45 10.41 10.27 10.23 10.14 10.00
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
夜間対応型訪問介護 70% 11.26 11.05 10.84 10.70 10.63 10.42 10.35 10.21 10.00
認知症対応型通所介護、
小規模多機能型居宅介護、
複合型サービス 55% 10.99 10.83 10.66 10.55 10.50 10.33 10.28 10.17 10.00
認知症対応型共同生活介護、
地域密着型特定施設入居者生活介護 45% 10.81 10.68 10.54 10.45 10.41 10.27 10.23 10.14 10.00

居宅
サービス

地域

密着型

参  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊地域ごとの１単位の単価（例：１級地（特別区）の施設サービス） 

① 0.18（１級地：特別区）×0.45 (人件費割合) ＝ 0.081（割増率） 

② 10 円 (基本単価）×1.081（割増率） ＝ 10.81 円(特別区の施設サービス単価) 

＊平成 24 年度介護報酬改定により訪問看護の人件費割合のみ 55％から 70％へ見直し 

 

 

【地域区分】 

地域区分 区市町村への適用 

１級地 特別区 

２級地 多摩市、稲城市、西東京市 

３級地 
八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小平市、

日野市、国分寺市、国立市、狛江市 

４級地 三鷹市、小金井市、東村山市、東久留米市 

５級地 青梅市、福生市、清瀬市、羽村市、あきる野市、日の出町 

６級地 
東大和市  （上乗割合経過措置 ３％⇒５％） 

武蔵村山市（上乗割合経過措置  ３％⇒５％）、瑞穂町、檜原村 

その他 上記以外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人件費割合】 
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２ 専門人材の確保及び育成 

   （提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

今後の急速な高齢化と労働力人口の減を踏まえ、将来に向けた専

門性の高い介護人材を確保・育成・定着していくための総合的な人

材対策を確立し、着実に推進すること。 

 

＜現状・課題＞ 

 介護サービス分野の労働の需給状況は、一時期に比べ改善しているものの、介

護施設等における介護職員の離職率は現在も高い水準で推移している。また、介

護ニーズの質的・量的増大に見合う介護人材は慢性的に不足しており、今後、更

に増大する介護ニーズに対応できる質の高い人材を安定的に確保・育成していく

ことは喫緊の課題である。 

 国は、平成１９年８月に「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置

に関する基本的な指針」の中で、介護人材確保の基本的な考え方を示し、介護職

員の研修課程の見直しを行った。 

 平成２４年４月には、介護職員の処遇改善を目的とした介護報酬改定や処遇改

善加算の仕組みを導入するなど、介護職員の処遇向上に向けた一定の条件整備が

図られた。また、介護の現場で役立つ実践的なスキルについて目指すべき水準を

明確にした上で評価する「キャリア段位制度」も、今年度から本格的に全国展開

されている。 

 しかし、将来的な介護人材の需給見通しに基づく体系的・統一的な取組は十分

でない。 

また、介護職員処遇改善加算は、介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に

円滑に移行するための経過的な取扱いである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）人材不足が深刻な介護保険施設等における人材確保状況や介護労働に関す

る実態を踏まえ、介護職員の専門性に対する社会的認知度の向上や職場環境

改善などを含めた、介護人材の計画的な確保対策を確立すること。 

（２）介護職員のモチベーションを高め、個々の職員がキャリアに応じて資質向

上が図れる仕組みとして、「認定介護福祉士（仮称）」の制度化や「キャリ

ア段位制度」の推進を図るなど、介護職員のキャリアパスを早急に整備、普

及すること。 

（３）現在の介護職員処遇改善加算については、介護報酬の基本部分に組み込む

など、恒久的なものとすること。 
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３ 法令に基づかない宿泊サービスを提供する通所介護事業所に関 

する法整備について 

  （提案要求先 厚生労働省）      

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 都の調査では、通所介護事業所等において実施されている法令に基づかない宿

泊サービス（以下「宿泊付デイサービス」という。）を、要介護度が高く火災の

場合に自力で避難することが困難な高齢者が利用していることが判明しており、

防火安全体制の確保が喫緊の課題である。 

 また、高齢者の尊厳の保持の観点から、利用者の意思や人格が尊重された適切

なサービスが提供される必要がある。 

 宿泊付デイサービスについて、国は、利用者保護の観点から、届出制を導入し、

事故報告の仕組みを構築するとともに、情報公表を推進することとし、宿泊サー

ビス提供に当たっての設備要件等をガイドラインとして示す予定としているが、

立入検査権限や改善勧告等の法的な拘束力を伴わないため、基準の遵守を担保す

る仕組みとしては不十分である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）現在、通所介護事業所等において、法令に位置付けられていない宿泊サー

ビスを提供する事業について、基準等を設けるとともに、基準の遵守を担保

するため、事業所に対する立入検査や改善勧告等を行うことができるよう、

法整備を行うこと。 

（２）基準等を設けるに当たっては、利用者の処遇を適切に行うための十分な職

員体制の確保、火災発生時の安全を確保するための防火体制の整備、高齢者

の尊厳が保持される環境を整えることなどを規定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法令に基づかない宿泊サービスを提供する通所介護事業所に関す

る法整備等を早急に実現すること。 
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４ 新たな財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）について 

（提案要求先 厚生労働省）      

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

今般成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関

係法律の整備等に関する法律」では、医療・介護サービスの提供体制の総合的・

計画的な整備等を推進するため、新たな財政支援制度（地域医療介護総合確保基

金）が規定された。 

 介護分野については、次期介護保険事業計画期間初年度である平成２７年度か

ら実施することとされている。 

 国は、基金による財政支援の対象となる事業の内容や財源規模等については、

平成２７年度予算編成過程で検討していくこととしているが、都道府県では、次

年度の、予算化等に向けた準備・検討を早急に行っていく必要がある。また、都

道府県が地域の実情に応じて、柔軟に基金を活用できる仕組みとすることが必要

である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

新たな財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）について、都道府県におい

て有効に活用していくため、介護分野についての詳細な内容を早期に明らかにす

ること。また、制度設計に当たっては、弾力的に活用できる仕組みとし、十分な

財源確保を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）について、介

護分野についての詳細な内容を早期に明らかにすること。また、制

度設計にあたっては弾力的に活用できる仕組みとするとともに、十

分な財源確保を行うこと。 
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５ 後期高齢者医療制度における住所地特例について 

（提案要求先 厚生労働省）      

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 広域連合が運営主体となっている後期高齢者医療制度においては、施設への入

所等のため広域連合間で住所の移動があった場合に、前住所の広域連合が引き続

き保険者となる住所地特例制度がある。 

 しかし、広域連合内の区市町村間の移動については、広域連合間の移動の際に

適用される住所地特例制度のような仕組みがないため、老人福祉施設等が所在す

る区市町村では、他区市町村から入所している高齢者の定率公費負担分について

財政負担が生じる。 

 加えて、７５歳未満の者が他区市町村の老人福祉施設等へ入所した場合、国民

健康保険の住所地特例制度により前住所の区市町村が保険者となるが、後期高齢

者医療制度においては住所地特例制度が引き継がれない。そのため、当該高齢者

が７５歳に達した際に、施設所在地の区市町村の財政負担が生じることとなる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 後期高齢者医療制度における区市町村間の財政負担の均衡を図るため、住所地

特例制度の対象とならない下記の場合について、施設所在地の区市町村の財政負

担が生じないよう、財政調整の仕組みを構築すること。 

（１）７５歳以上の者が、老人福祉施設等への入所のために、広域連合内で区市

町村を移動した場合 

（２）７５歳に達する前に、老人福祉施設等への入所のために、広域連合間で移

動した場合及び広域連合内で区市町村を移動した場合 

後期高齢者医療制度における区市町村間の財政負担の均衡を図る

ため、施設所在地の区市町村の財政負担が生じないよう、財政調整

の仕組みを構築すること。 
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１ 世界に開かれた国際都市「東京」の実現に資する

国家戦略特区の推進 

 

（提案要求先 内閣官房・内閣府） 

（都所管局 政策企画局） 

 

＜現状・課題＞ 

 少子高齢化・人口減少、国内市場の縮小、アジア等新興国の台頭等により日本

の国際的な地位は低下している。日本の持続的成長を維持するためには、首都東

京が国際的な都市間競争に勝ち抜き、今後も日本経済を牽引し続けていかなけれ

ばならない。 

こうした観点から、都は、我が国の持続的な経済成長のエンジンとなるべく、

新しい成長の原資となる海外の資本や人材を呼び込む国際的ビジネス環境の整備

を進めてきた。 

 この中で、国家戦略特区制度を活用するため、さらに、平成２６年３月２８日

には、国家戦略特区タスクフォース会議において、民間事業者等のヒアリングも

踏まえ、国際ビジネス環境の整備や医療・創薬イノベーションの拠点形成等を柱

とした「東京発グローバル・イノベーション特区」の提案をとりまとめた。 

 平成２６年４月２５日の閣議決定により、東京都の９区を含む東京圏が区域指

定され、同年１０月１日に区域会議を設置、現在区域計画の策定を進めている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

東京都が提案するプロジェクトを実現するため、国家戦略特区制度において、

下記をはじめとした規制・制度改革、税制措置の更なる充実に取り組むこと。 

○ 外国企業により新たに設立される日本法人の法人実効税率の引下げや、法

人設立までの標準処理期間を短縮し、英語による申請を受け付ける法人設

立ワンストップ窓口の設置、起業を目的とする外国人のための新たな在留

資格の創設 

○ 国内の多くの優れた基礎研究の成果であるシーズを商品化へつなげる創薬

ビジネスプラットフォームの形成に向けた、パテントボックス税制の創設

や特許出願を猶予できるグレースピリオド期間の拡大、都機関におけるジ

ェネリック医薬品の承認審査業務の一部実施 

○ 東京を訪れる外国人の利便性向上に向けた、通訳案内士法の見直しによる

外国語による有料観光案内サービスの拡大  

○ グローバルな医療環境や教育環境の整備に向けた、母国語等による受診を

容易にする外国人医師の受入拡大や、インターナショナルスクールの設置

促進 

 世界に開かれた都市「東京」の創造を目指す、東京発グローバル

・イノベーション特区の取組に対して、必要な支援を行うこと。 
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２ ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化 

 

（提案要求先 観光庁） 

(都所管局 産業労働局・港湾局・政策企画局） 

 

＜現状・課題＞ 

近年では、シンガポール、韓国などアジア各国が、国家戦略として大規模なＭ

ＩＣＥ施設を整備するとともに、ＭＩＣＥの誘致・開催への支援や、その誘致に

おいて重要な要素となる新たな観光資源開発も行うなど、アジア地域における誘

致競争が激化している。 

したがって、我が国においてもＭＩＣＥブランド力を高め、ＭＩＣＥ開催を着

実に増やしていくことが重要である。そのためには、国と自治体が連携して主催

者にとって強いインセンティブとなる誘致・開催に係る経費助成などの支援制度

をより一層強化することが必要である。 

さらに、国や自治体はもとより、ＪＮＴＯ、コンベンションビューロー、企業、

国内主催団体などＭＩＣＥ分野に携わる関係団体が連携するとともに、マーケテ

ィング戦略の強化や、専門人材の育成など、ＭＩＣＥ推進施策を抜本的に拡充強

化することが必要である。 

特に、東京の競争力を強化し、日本の経済成長を牽引するため、臨海副都心に

おいて、世界中からの人・物・情報・技術が交流するＭＩＣＥ・国際観光拠点化

を推進しているところである。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国際会議等の誘致・開催を促進するため、誘致活動や開催経費等に対する

助成など、主催者や地方自治体のニーズを踏まえた支援策の強化を図ること。 

（２）ＭＩＣＥ市場動向を調査・分析し、競合国の動向や我が国において必要な

ＭＩＣＥ施設ニーズ等を的確に把握するなど、ＭＩＣＥ誘致に係るマーケテ

ィングを強化すること。 

（３）ＭＩＣＥ分野において国際的に通用する専門人材の育成を更に強化するた

め、必要な措置を講じること。 

（４）臨海副都心における国際会議場や展示場などのＭＩＣＥ施設を整備する民

間事業に係る経費を補助する制度を創設すること。 

（１）国際会議等の誘致・開催に係る経費等の支援制度を強化する

こと。 

（２）ＭＩＣＥ誘致におけるマーケティング戦略を強化すること。

（３）ＭＩＣＥ分野に携わる専門人材の育成を強化すること。 

（４）臨海副都心におけるＭＩＣＥ・国際観光拠点の形成において、

民間事業者によるＭＩＣＥ施設の整備促進に係る補助制度を創

設すること。 
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３ 外国人旅行者の受入環境整備の拡充 

 

（提案要求先 金融庁・総務省・法務省・外務省・経済産業省・国土交通省・観光庁） 

（都所管局 産業労働局） 

 
＜現状・課題＞ 
 外国人旅行者誘致に向けた周辺各国との都市間競争が激しくなる中、都は、世

界の観光ブランド都市・東京の実現を目指し、「東京都観光産業振興プラン」を

策定し、外国人旅行者を増加させるための具体的な施策を展開している。 
２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けては、今

後、東京に対する世界からの注目が更に高まることが予想される。外国人旅行者

の関心やニーズの高まりを実際の訪都旅行へつなげるとともに、滞在時の満足度

を高め、再来訪や更なる誘致を推進する上で、外国人旅行者に対する受入環境の

整備が一層重要となっている。 
国は、２０２０年に向けて、訪日外国人旅行者数２，０００万人の高みを目指

すとしているところであるが、外国人旅行者の利便性並びに満足度の向上に向け、

受入環境整備の促進、支援を積極的に図っていくことが必要である。 
 

＜具体的要求内容＞ 
（１）外国人旅行者数のより一層の拡大を図るため、観光目的で来訪する旅行者

に対して、短期滞在査証の免除措置や、数次有効の短期滞在査証の発行を行

う対象国を拡大するなど、更なる査証発給要件の緩和措置を行うこと。 

（１）観光目的で来訪する外国人旅行者に対し査証発給要件の緩和

措置を行うこと。 

（２）国際線通過旅客による寄港地上陸許可制度の一層の積極的な

活用に向け適切な措置を行うこと。 

（３）外国人旅行者が利用しやすい無料の公衆無線ＬＡＮの整備を

推進すること。 

（４）外国人旅行者がキャッシュレス旅行を行うための環境の整備

を推進すること。 

（５）免税販売手続に関して、外国人旅行者の一層の利便性の向上

を図ること。 

（６）外国人旅行者の利便性を高める公共交通機関等の共通パス等

の発行・普及に向けた取組を推進すること。 

（７）外国人旅行者の多様な文化・習慣に配慮した環境の整備を推

進すること。 
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（２）国際線通過旅客（トランジット旅客のうち、日本に入国しないで乗り継ぐ

予定であった者）が、乗り継ぎ時間を利用して都内での観光ができるよう、

寄港地上陸許可制度の一層の積極的な活用に向け、制度の悪用防止にも留

意しつつ適切な枠組みを構築すること。 

（３）外国人旅行者が多く集まる観光地等において、外国人の誰もが利用しやす

い無料の公衆無線ＬＡＮの整備が図られるよう、国自らがその導入を進める

とともに、各地域に対しての支援を行うこと。 
また、無料公衆無線ＬＡＮ整備促進協議会の場を活用するなど、外国人旅

行者がより便利にサービスを利用できるようなしくみづくりを、自治体や民

間事業者と連携して取り組むこと。 

（４）外国人旅行者数のより一層の拡大を図るため、クレジットカード等の利用

の拡大とその利便性を向上させる環境整備を推進すること。 
① 支払手段としてのクレジットカード利用が一層進むよう、外国人旅行者

の利用が見込まれる中小規模の飲食店、ホテル・旅館、鉄道、タクシーな

どを中心に、利用可能施設の拡大を強く業界団体等へ働きかけること。 
② 外国人旅行者の消費行動における利便性を向上させるため、海外発行の

クレジットカードやキャッシュカードでキャッシングや現金引き出しが可

能な自動現金引出機の設置促進を強く業界団体等へ働きかけるとともに、

自動現金引出機の場所や利用方法などの情報について外国人旅行者への周

知を図ること。 

（５）外国人旅行者への免税販売に関して、店舗の免税手続の負担を軽減して免

税店舗の拡大に繋げるとともに、旅行者の一層の利便性の向上を図るため、

店舗ごとに必要な免税手続を一括して行うことができる制度等を設けること。 

（６）汎用性・機能性が高い公共交通機関等の共通パスの発行・普及に向け、外

国人旅行者の移動の利便性を高める「割引共通フリーパス」の目指すべき姿

を、民間動向等も踏まえながら設定すること。さらに、目指すべき姿に向け、

協議会を設置するなど民間事業者の取組・連携を促進するとともに、外国人

旅行者へのＰＲ等による普及促進を行うこと。 

（７）食事や生活上の習慣に一定の要件がある外国人旅行者の利便性を向上させ

るため、外国人旅行者が多く集まる空港や鉄道ターミナル、観光施設などの

運営者等に対し、異なる文化・習慣に関する普及啓発を図るとともに、外国

人の多様な文化・習慣に配慮した環境整備に向けた支援を行うこと。 
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１ ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会開催への全面的支援 
 

（提案要求先 内閣官房・警察庁・総務省・外務省・財務省・文部科学省・ 
     文化庁・農林水産省・経済産業省・国土交通省・観光庁） 

（都所管局 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局・生活文化局・都市整備局・産業労働局・ 
建設局・教育庁） 

 
＜現状・課題＞ 
 平成２５年９月７日に行われたＩＯＣ総会において２０２０年オリンピック・

パラリンピック競技大会が東京で開催されることが決定した。 
２０２０年オリンピック・パラリンピック競技大会の開催は、経済に力を与え、

富を新しく創り出す起爆剤となるものである。その果実が、全国に行き渡ること

で、日本経済を再び成長の軌道に乗せることができる。 
今後は、アスリートはもとより、世界中の人々の高い期待に応え、大会を確実

に成功に導くため、国を挙げた開催支援体制を更に拡充するなど、着実に準備を

進めていくことが必要である。 
とりわけ、大会を史上最高・世界一の大会とするには、大会開催に向けた準備、

大会組織委員会への支援、競技会場をはじめとするインフラ整備、受入態勢の整

備、その他国の施策に関連する事項に係る協力など、国の全面的支援が不可欠で

ある。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）大会開催に向けた準備や、今後策定する大会開催基本計画等に関し、国の 

施策に関する事項について全面的に協力すること。 
 
（２）競技会場として都が整備を行う新設の恒久施設については、過去のオリン 

ピック・パラリンピック大会と同様に、通常の国庫補助負担率等国の財政措 
置の枠組みを超えた積極的な財政支援を行うこと。 

 
（３）一般財団法人として設立した大会組織委員会に課税される地方税や大会組 

織委員会に対する企業等からの寄附等について、速やかに税制上の優遇措置 
を講じるとともに、大会組織委員会に対して必要な支援を行うこと。 

 
（４）大会に関連するインフラ整備に関し、国の所管分について着実に整備を 

進めるとともに、都整備分については積極的な財政支援を行うこと。 
 

（５）スポーツ基本法第２７条に基づき、大会の開催に必要な補助金を交付する 
とともに、大会開催に必要な資金に対してスポーツ振興くじ助成金を交付す 
るよう必要な措置を講じること。 

 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向

け、国を挙げて全面的に支援すること。 
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（６）大会開催に向けて外国人旅行者の受入環境を整備し、その利便性の向上を

図ることが重要であることから、その方策の１つとして、本年３月に設置し

た「２０２０年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議

会」において、各機関・団体と連携・協働した取組を進めることなどにより、

外国語表示・標識等の整備を推進すること。 
 

（７）立候補ファイルにおいて、２０２０年パラリンピック競技大会の開催費用 
について、政府と東京都で支援することになっていることから、国は十分な 
財政支援を行うとともに、障害者スポーツ振興に力を注ぐこと。 

 
（８）２０２０年の大会に向けて、日本の多彩な芸術文化の魅力を世界に発信す 

るため、オリンピック･パラリンピック文化プログラムの全国的な展開を推進 
すること。そのために、民間の芸術文化活動を支援する専門機関であるアー 
ツカウンシルの整備や国内外の国公立、民間の文化施設間の連携推進などを 
進めること。 

 
（９）２０２０年大会に向けて、オリンピック・パラリンピックの意義や歴史、

国際親善や世界平和に果たす役割を学ぶ取組への支援や、学校の国際交流の

促進など、オリンピック・パラリンピック教育プログラムの全国的な展開を

推進すること。 
 

（10）現在、国が大会組織委員会へ職員を派遣するに当たり、現行法令上の制約 
を理由に、都が国職員を割愛採用した上で大会組織委員会へ派遣している。 
このことは、国が可及的速やかに特別措置法を制定することを前提に、それ 
までの期間限定で措置しているものである。この趣旨を踏まえ、一刻も早く 
特別措置法が制定されるよう努めること。 

 
参  考 

 
○ 大会開催基本計画 

大会開催準備の基礎となる計画であり、大会開催の目的や、競技や会場などの分野

別の計画などが記載される予定。２０１５年２月までにＩＯＣ及びＩＰＣに提出する。 
 
○ スポーツ基本法（抜粋）  

（国際競技大会の招致又は開催の支援等） 

第二十七条 国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるよ

う、環境の保全に留意しつつ、そのための社会的気運の醸成、当該招致又は開催に必

要な資金の確保、国際競技大会に参加する外国人の受入れ等に必要な特別の措置を講

ずるものとする。 
 
○ スポーツ振興投票の実施等に関する法律（抜粋） 

 （スポーツ振興投票に係る収益の使途） 

第二十一条  センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令で定

めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体（スポーツの振興のための事業を

行うことを主たる目的とする団体をいう。以下この条及び第三十条第三項において同

じ。）が行う次の各号に掲げる事業に要する資金の支給に充てることができる。 
 

一  地域におけるスポーツの振興を目的とする事業を行うための拠点として設置す 
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る施設（設備を含む。以下この項において同じ。）の整備 

二  スポーツに関する競技水準の向上その他のスポーツの振興を目的とする国際的

又は全国的な規模の事業を行うための拠点として設置する施設の整備 

三  前二号の施設におけるスポーツ教室、競技会等のスポーツ行事その他のこれらの

施設において行うスポーツの振興を目的とする事業（その一環として行われる活

動が独立行政法人日本スポーツ振興センター法 （平成十四年法律第百六十二号。

以下「センター法」という。）第十五条第一項第二号 及び第四号 に該当する事業

を除く。次号において同じ。） 
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２ スポーツ振興事業の推進 

国立霞ヶ丘競技場建替えの適切な推進 

（提案要求先 財務省・文部科学省・国土交通省） 
（都所管局 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局・政策企画局・都市整備局・建設局） 

 
＜現状・課題＞ 

平成２５年９月７日に行われたＩＯＣ総会において２０２０年オリンピック・

パラリンピック競技大会が東京で開催されることが決定した。 
国立霞ヶ丘競技場は、建て替え後、２０２０年東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会のメインスタジアム及び国際大会の開催会場として計画されている。 
平成２６年度は、国において、国立霞ヶ丘競技場の改築に係る経費約２３２億

円が計上され、実施設計など計画を具体化する段階へと進んで来ている。 
しかし、建替えに当たっては、公園を含む周辺整備に向けた協議・調整、２０

２０年大会計画との整合、必要な財政措置等、解決すべき課題は山積している。

これらの課題に速やかに対応するには、国主導によるスピード感のある取組が不

可欠である。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）スポーツ基本法の趣旨を踏まえ、国立霞ヶ丘競技場を、大規模国際大会が 

開催可能な８万人規模のスタジアムへと建て替えること。 
（２）新国立競技場の実施設計に当たっては、オリンピック・パラリンピック競 

技大会の施設要件の検証、周辺一帯のまちづくり方針との整合及び公園整備 
等の詳細な計画についての協議、調整を行うこと。 

（３）こうした一連の取組を引き続き国策として進め、必要な財政措置等を講じ 
ること。 

スポーツ基本法の趣旨を踏まえ、国立霞ヶ丘競技場を、大規模国

際大会が開催可能なスタジアムへと建て替えるための取組を、国策

として適切に推進すること。 
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３ 子ども・子育て支援新制度施行後における幼児教

育の質の確保 

 

（提案要求先 内閣府・文部科学省） 

（都 所 管 局 生活文化局・教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２４年８月、子ども・子育て関連３法が成立し、認定こども園制度の改善、

認定こども園・幼稚園・保育所を通じた共通の給付（施設型給付）の創設など、

平成２７年４月１日からの新制度施行に向けた検討が進められている。 

新制度の実施に当たっては１．１兆円程度の財源が必要と見られており、その

うち０．７兆円程度は「社会保障と税の一体改革」による消費税増税分を財源に

充てるとされていたが、残る０．４兆円程度の財源確保のめどは依然として立っ

ていない。 

施設型給付については、法律上、国が２分の１を負担する原則となっているが、

教育標準時間認定子どもに係る施設型給付については、子ども・子育て支援法附

則第９条において、当分の間、国が本来の負担を行わず、地方がその一部を負担

する仕組みとされている。 

新制度は、消費税を主な財源として、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て

支援の量の拡充や質の向上を進めるものであり、その施行に当たっては、国の責

任において、十分な財源確保を行うべきである。 

９月に実施した都内各園への調査では、８割を超える幼稚園が、「２７年度は

移行しない予定」又は「移行しない方向で検討中」との回答であった。こうした

背景には、移行の判断に必要な情報がなかなか示されなかったことに加え、国が

示した公定価格の仮単価により試算したところ、園の収入が現行の運営費補助と

比較して減額する結果となったことがある。 

仮単価は、定員規模が増えることに伴い逓減する構造となっており、さらに、

加算額の設定においては、規模の利益が働くことを前提として、教職員加配に上

限が設けられている。そのため、とりわけ大規模園が多い東京では、顕著な影響

を受けている。 

国は、地方自治体独自の上乗せ補助に言及する前に、国の責任において、公定

価格の見直しを行い、早急に提示すべきである。 

 

（１）質の高い幼児教育のための財源を十分確保すること。 

（２）私立幼稚園及び認定こども園の公定価格については、現行の

私学助成の水準が確保されるよう設定すること。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）幼児教育を行う全ての事業者に対して、質の高い幼児教育を行うために必

要な、恒久的、安定的な財源を十分確保すること。 

（２）平成２７年度の公定価格の単価設定に当たっては、定員規模にかかわらず、

現行の私学助成の水準が確保されるよう設定すること。 
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１ 首都東京を守るテロ対応力の強化 

テロへの効果的対処  

（提案要求先 警察庁）      

（都 所 管 局 警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 ２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会開催を控え、我が国の政治

・経済の中心である首都東京は世界から注目される都市となっており、テロの標

的となる可能性がある。東京でテロが発生した場合、その被害は自治体の対処能

力を超えると予想され、国は主体的に、テロ対処の取組を一層強化する必要があ

る。 

 

＜具体的要求内容＞ 

国際情勢及び東京の置かれた状況に即応し、世界一安全、安心な都市、東京の 

実現を図るため、テロ対処能力に優れた最先端技術を活用した資器材の充実強化

を図ること。また、２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会を見据え、

警察通信等を円滑に運用するための通信機器等の整備を図ること。 

 

テロ対策資器材の充実強化を図ること。 
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２ サイバー攻撃対策の強化 

 

 （提案要求先 警察庁） 

（都 所 管 局 警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

近年、国内外において政府機関等に対するサイバー攻撃が続発し、サイバーテ

ロ・サイバーインテリジェンスの脅威は、国の治安、安全保障に影響を及ぼしか

ねない深刻な問題となっており、ロンドンオリンピック（平成２４年）や北京オ

リンピック（平成２０年）の開催期間中にも、現にサイバー攻撃が実行されたこ

とに鑑みると、２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて、サ

イバー攻撃対策を強化することは必要不可欠である。 

サイバー攻撃事案は、特に我が国の政治・経済・社会の機能が集中する首都東

京で発生した場合、都民・国民生活や社会経済活動だけでなく、国の安全保障、

更には２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催にも重大な支障

を及ぼすおそれがあり、また、情報通信技術が急速に進展している中、その手口

も日々高度化し続けていることから、これらを抑止するためには、国と東京都が

緊密に連携して、①平素から官民が最新の情報を共有し防御力を高める、②官民

が連携して事案対処能力を高め、被害の発生と拡散を防ぐ、③サイバー攻撃事案

の実行犯を特定するための捜査を推進するといった総合的な取組を推進し、我が

国に対するサイバー攻撃がハイリスク・ローリターンとなる状況を作り出すこと

が、喫緊の課題となっている。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）重要インフラ事業者で構成された「サイバーテロ対策協議会」の活動を活

性化し、平素から官民が最新の情報を共有し、連携して防衛力を高めること。 

（２）サイバーテロ等を想定した実戦的な訓練を官民共同で実施（外部委託）し、

被害の発生と拡散を防ぐための対処能力を強化すること。 

（３）サイバーテロ等の対策に従事する捜査員の能力向上を目的に、情報セキュ

リティに関する専門的研修（外部委託）を実施すること。 

（４）サイバー攻撃事案の実態解明のために必要な装備資機材（解析用パーソナ

ルコンピュータや調査解析用ソフトウェア等）の充実強化を図ること。 

（１）サイバーテロ対策協議会を通じて、平素から官民が連携して

防御力を高めること。 

（２）サイバーテロ等の発生を想定した官民共同の訓練を実施し、

事案対処能力を強化すること。 

（３）サイバーテロ等の対策に従事する捜査員の能力向上を図るこ

と。 

（４）サイバー攻撃事案の実態解明に資する装備資機材の充実強化

を図ること。 
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３ 総合的な治安対策の充実・強化 

治安対策の充実・強化 

（提案要求先 警察庁） 
（都 所 管 局 警視庁） 

 
＜現状・課題＞ 
 平成２５年中の都内における刑法犯の認知件数は、１６万２，５５７件と平成

１５年から１１年連続で減少し、戦後最悪を記録した平成１４年に比べ約４６パ

ーセント減少しており、各種取組の成果が着実に現れているとも言える。 

 しかしながら、昨年１１月に発表された「都民生活に関する世論調査」の都政

への要望の中では、防災対策に次いで「治安対策」が挙げられており、その割合

は約半数を占めている。これは、日常生活を脅かすサイバー犯罪、未だ撲滅に至

らない振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺、ストーカー・ＤＶに起因する凶悪

犯罪及び深刻な社会問題となっている危険ドラッグ等により、都民が治安の回復

を十分に実感できる状況にはないことを意味している。 

 このような状況の下、警視庁では、刻々と変化するサイバー犯罪への対策、東

京国際空港の国際線拡張に伴う国際テロ対策等、新たな脅威への対応が求められ

る一方、個々の犯罪一つ一つが悪質化、巧妙化、潜在化するなどして、負担は質

的にも増大している。  

特に警視庁は、首都警察としての特殊性から、潜在的に他の道府県とは比較で

きない膨大な警察事象を抱えている中、東日本大震災に際しては、発災当日から

警察官を被災地に派遣し、これまでに延べ２３万人を超える職員を派遣するなど、

日本警察の中核として日本全体の治安維持にあたる責務も担っている。 

現行の警察法施行令(第３条第４項)の定めでは、首都警察の任務遂行に関する

特殊事情を参酌し、国が所要額の一部を補助することとなっていることから、超

過勤務手当の補助として昭和４４年度から昭和５４年度までは１０億円、５５年

度以降現在までは１５億円が交付されているところであるが、近年、我が国に対

するテロ攻撃の脅威の高まりや東京を取り巻く社会情勢の変化等により首都警察

としての業務負担が著しく増大しているとともに、２０２０年オリンピック・パ

ラリンピック東京大会に向け、テロ対策などの治安対策を強化する必要があるこ

とから、首都警察の財政需要について適正な負担を求める。 

また、２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催が決定し、大

会成功に向け、治安責任を果たす必要があるというだけでなく、大会前後の治安

環境の変化を見据えた諸対策も進めていかなければならない。 

 警視庁には、平成２４年度に３２名、平成２５年度に４６名の地方警察官の増

員が行われたところではあるが、一段と厳しくなる治安情勢の中、多岐にわたる

（１）首都警察特別補助金を増額すること。 

（２）警察活動における人的基盤の強化を行うこと。 
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警察活動を効果的に推進し、「世界一安全な都市、東京」を実現するためには、

更なる人的基盤の強化が必要である。 

 
＜具体的要求内容＞ 
（１）現行の１５億円から２５億円に増額すること。 
（２）「世界一安全な都市、東京」を実現するため、更なる人的基盤の強化を行う

こと。 
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省庁名 区分

災害対策 1 首都直下地震対策の具体的な推進
都市整備 7 国際競争力に資するまちづくりの推進

環境・エネルギー 1 都市エネルギー施策の推進
生活・産業 1 世界に開かれた国際都市「東京」の実現に資する国家戦略特区の推進

スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
地方分権改革 1 分権型社会の実現
災害対策 1 首都直下地震対策の具体的な推進
災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
災害対策 3 立川広域防災基地の機能強化

環境・エネルギー 1 都市エネルギー施策の推進
福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進

生活・産業 1 世界に開かれた国際都市「東京」の実現に資する国家戦略特区の推進
生活・産業 3 外国人旅行者の受入環境整備の拡充

スポーツ・青少年・教育 3 子ども・子育て支援新制度施行後における幼児教育の質の確保
スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援

治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化
治安対策 2 サイバー攻撃対策の強化
治安対策 3 総合的な治安対策の充実・強化

地方分権改革 1 分権型社会の実現
行財政改革 1 都市の財源を狙い撃ちした偏在是正措置の廃止・撤回
行財政改革 2 法人実効税率の引下げに係る国の責任による対応及び代替財源の確保
災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
都市整備 13 道路・橋梁事業の推進
生活・産業 3 外国人旅行者の受入環境整備の拡充

スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
都市整備 3 マンションの耐震化及び適切な更新による都市再生
都市整備 13 道路・橋梁事業の推進
都市整備 15 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
生活・産業 3 外国人旅行者の受入環境整備の拡充
生活・産業 3 外国人旅行者の受入環境整備の拡充

スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
地方分権改革 1 分権型社会の実現
行財政改革 1 都市の財源を狙い撃ちした偏在是正措置の廃止・撤回
行財政改革 2 法人実効税率の引下げに係る国の責任による対応及び代替財源の確保
災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
都市整備 8 オリンピック・パラリンピック競技会場等となる都立公園及び海上公園の整備
都市整備 10 外かく環状道路の早期完成
都市整備 15 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進

環境・エネルギー 3 都市再生推進のための国有財産の活用
福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進

スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
スポーツ・青少年・教育 2 スポーツ振興事業の推進
スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
スポーツ・青少年・教育 2 スポーツ振興事業の推進
スポーツ・青少年・教育 3 子ども・子育て支援新制度施行後における幼児教育の質の確保

災害対策 3 立川広域防災基地の機能強化
都市整備 15 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進

環境・エネルギー 1 都市エネルギー施策の推進
福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進
福祉・保健・医療 2 高齢社会対策の推進

災害対策 3 立川広域防災基地の機能強化
都市整備 15 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進

スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
都市整備 13 道路・橋梁事業の推進

環境・エネルギー 1 都市エネルギー施策の推進
生活・産業 3 外国人旅行者の受入環境整備の拡充

スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
災害対策 1 首都直下地震対策の具体的な推進
災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
都市整備 1 木造住宅密集地域の整備促進
都市整備 2 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進
都市整備 3 マンションの耐震化及び適切な更新による都市再生
都市整備 4 総合的な治水対策の推進
都市整備 5 高規格堤防（スーパー堤防）事業の推進
都市整備 6 東京港の地震・津波・高潮対策の推進
都市整備 7 国際競争力に資するまちづくりの推進
都市整備 8 オリンピック・パラリンピック競技会場等となる都立公園及び海上公園の整備
都市整備 9 不法係留船対策の推進
都市整備 10 外かく環状道路の早期完成
都市整備 11 高速道路網の整備推進及び有効活用等
都市整備 12 国道等の整備推進
都市整備 13 道路・橋梁事業の推進

法務省

外務省

農林水産省

国土交通省

省庁別提案要求事項一覧

厚生労働省

文部科学省

経済産業省

内閣官房

内閣府

総務省

財務省

事項名

警察庁
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省庁名 区分

省庁別提案要求事項一覧
事項名

都市整備 14 連続立体交差事業の推進
都市整備 15 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
都市整備 16 京浜三港（東京港・川崎港・横浜港）が実施する国際競争力強化施策への支援
都市整備 17 港の自主性を発揮できる「国際コンテナ戦略港湾」の実現
都市整備 18 物流機能の強化等に向けた東京港整備の推進
都市整備 19 大型クルーズ客船ふ頭の整備推進
都市整備 20 震災にも強い国際戦略港湾の機能強化

環境・エネルギー 1 都市エネルギー施策の推進
環境・エネルギー 2 公園整備事業等の推進
環境・エネルギー 3 都市再生推進のための国有財産の活用
環境・エネルギー 4 道路環境対策の推進

生活・産業 2 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化
生活・産業 3 外国人旅行者の受入環境整備の拡充

スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
スポーツ・青少年・教育 2 スポーツ振興事業の推進

環境省 環境・エネルギー 1 都市エネルギー施策の推進

国土交通省
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局名 区分                                          事項名

災害対策 1 首都直下地震対策の具体的な推進
都市整備 7 国際競争力に資するまちづくりの推進
生活・産業 1 世界に開かれた国際都市「東京」の実現に資する国家戦略特区の推進
生活・産業 2 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化

スポーツ・青少年・教育 2 スポーツ振興事業の推進
地方分権改革 1 分権型社会の実現
行財政改革 1 都市の財源を狙い撃ちした偏在是正措置の廃止・撤回
行財政改革 2 法人実効税率の引下げに係る国の責任による対応及び代替財源の確保
災害対策 1 首都直下地震対策の具体的な推進
災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
災害対策 3 立川広域防災基地の機能強化

地方分権改革 1 分権型社会の実現
行財政改革 1 都市の財源を狙い撃ちした偏在是正措置の廃止・撤回
行財政改革 2 法人実効税率の引下げに係る国の責任による対応及び代替財源の確保

地方分権改革 1 分権型社会の実現
行財政改革 1 都市の財源を狙い撃ちした偏在是正措置の廃止・撤回
行財政改革 2 法人実効税率の引下げに係る国の責任による対応及び代替財源の確保

福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進
スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
スポーツ・青少年・教育 3 子ども・子育て支援新制度施行後における幼児教育の質の確保
スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
スポーツ・青少年・教育 2 スポーツ振興事業の推進

都市整備 1 木造住宅密集地域の整備促進
都市整備 2 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進
都市整備 3 マンションの耐震化及び適切な更新による都市再生
都市整備 4 総合的な治水対策の推進
都市整備 5 高規格堤防（スーパー堤防）事業の推進
都市整備 7 国際競争力に資するまちづくりの推進
都市整備 10 外かく環状道路の早期完成
都市整備 11 高速道路網の整備推進及び有効活用等
都市整備 12 国道等の整備推進
都市整備 13 道路・橋梁事業の推進
都市整備 14 連続立体交差事業の推進
都市整備 15 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進

環境・エネルギー 2 公園整備事業等の推進
環境・エネルギー 3 都市再生推進のための国有財産の活用

スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
スポーツ・青少年・教育 2 スポーツ振興事業の推進

環境局 環境・エネルギー 1 都市エネルギー施策の推進
福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進
福祉・保健・医療 2 高齢社会対策の推進

生活・産業 2 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化
生活・産業 3 外国人旅行者の受入環境整備の拡充

スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
都市整備 1 木造住宅密集地域の整備促進
都市整備 4 総合的な治水対策の推進
都市整備 5 高規格堤防（スーパー堤防）事業の推進
都市整備 8 オリンピック・パラリンピック競技会場等となる都立公園及び海上公園の整備
都市整備 9 不法係留船対策の推進
都市整備 10 外かく環状道路の早期完成
都市整備 11 高速道路網の整備推進及び有効活用等
都市整備 12 国道等の整備推進
都市整備 13 道路・橋梁事業の推進
都市整備 14 連続立体交差事業の推進

環境・エネルギー 2 公園整備事業等の推進
環境・エネルギー 3 都市再生推進のための国有財産の活用
環境・エネルギー 4 道路環境対策の推進

スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
スポーツ・青少年・教育 2 スポーツ振興事業の推進

都市整備 6 東京港の地震・津波・高潮対策の推進
都市整備 8 オリンピック・パラリンピック競技会場等となる都立公園及び海上公園の整備
都市整備 12 国道等の整備推進
都市整備 13 道路・橋梁事業の推進
都市整備 15 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
都市整備 16 京浜三港（東京港・川崎港・横浜港）が実施する国際競争力強化施策への支援
都市整備 17 港の自主性を発揮できる「国際コンテナ戦略港湾」の実現
都市整備 18 物流機能の強化等に向けた東京港整備の推進
都市整備 19 大型クルーズ客船ふ頭の整備推進
都市整備 20 震災にも強い国際戦略港湾の機能強化
生活・産業 2 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化

会計管理局 環境・エネルギー 1 都市エネルギー施策の推進
水道局 環境・エネルギー 1 都市エネルギー施策の推進

下水道局 都市整備 4 総合的な治水対策の推進

都市整備局

所管局別提案要求事項一覧

オリンピック・パラリン
ピック準備局

政策企画局

総務局

財務局

主税局

生活文化局

建設局

産業労働局

福祉保健局

港湾局
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局名 区分                                          事項名

所管局別提案要求事項一覧

スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
スポーツ・青少年・教育 3 子ども・子育て支援新制度施行後における幼児教育の質の確保

治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化
治安対策 2 サイバー攻撃対策の強化
治安対策 3 総合的な治安対策の充実・強化

警視庁

教育庁
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区分 所管課

地
方
分
権

改
革

1 分権型社会の実現
内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（総括担当）、地方分権改革推進室
総務省自治財政局財政課、自治税務局企画課
財務省主計局主計官、主税局総務課

1 都市の財源を狙い撃ちした偏在是正措置の廃止・撤回
総務省自治税務局都道府県税課
財務省主税局総務課

2
法人実効税率の引下げに係る国の責任による対応及び
代替財源の確保

総務省自治税務局都道府県税課
財務省主税局総務課

1 首都直下地震対策の具体的な推進
内閣官房副長官補（安全保障・危機管理）付内閣参事官、国土強靭化推進室
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官
国土交通省国土政策局総合計画課

2 帰宅困難者対策の推進

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（調査・企画担当）
総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
財務省大臣官房地方課
国土交通省鉄道局鉄道サービス政策室

3 立川広域防災基地の機能強化

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（災害緊急事態対処担当）
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（事業推進担当）
厚生労働省医政局経済課
農林水産省生産局農産部農産企画課

1 木造住宅密集地域の整備促進

【1(1)】国土交通省都市局街路交通施設課、都市安全課 、市街地整備課、道路局企画課
【1(2)】国土交通省都市局公園緑地・景観課
【2】国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室、都市局市街地整備課
【3】国土交通省住宅局住宅総合整備課、市街地建築課市街地住宅整備室

2 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進 国土交通省住宅局建築指導課建築物防災対策室、市街地建築課市街地住宅整備室

3 マンションの耐震化及び適切な更新による都市再生
法務省民事局参事官室
国土交通省住宅局市街地建築課

4 総合的な治水対策の推進

【1】国土交通省水管理・国土保全局総務課、河川計画課、河川環境課、治水課、砂防部砂防計
【1】画課砂防部保全課、砂防部保全課海岸室
【2】国土交通省水管理・国土保全局総務課、治水課、下水道部下水道事業課
【3】国土交通省水管理・国土保全局総務課、治水課
【4】国土交通省水管理・国土保全局総務課、砂防部砂防計画課、砂防部保全課
【5,6】国土交通省水管理・国土保全局総務課、河川環境課
【7】国土交通省水管理・国土保全局総務課、治水課
【8】国土交通省水管理・国土保全局総務課、治水課、砂防部保全課海岸室

5 高規格堤防（スーパー堤防）事業の推進 国土交通省水管理・国土保全局総務課、河川計画課、治水課、都市局市街地整備課

6 東京港の地震・津波・高潮対策の推進 国土交通省港湾局海岸･防災課

7 国際競争力に資するまちづくりの推進

【(1)～(3)】内閣官房地域活性化統合事務局
【(1)～(3)】国土交通省都市局まちづくり推進課、市街地整備課、住宅局市街地建築課
【(4)】国土交通省住宅局市街地建築課
【(5)】内閣官房地域活性化統合事務局
【(5)】国土交通省都市局都市計画課

8
オリンピック・パラリンピック競技会場等となる都立公園及
び海上公園の整備

財務省理財局国有財産業務課
国土交通省都市局公園緑地・景観課
国土交通省港湾局計画課、海洋・環境課

9 不法係留船対策の推進 国土交通省水管理・国土保全局水政課

10 外かく環状道路の早期完成
財務省主税局税制第一課
国土交通省道路局企画課、環境安全課、国道・防災課、高速道路課、都市局都市政策課、都市
計画課、市街地整備課、土地・建設産業局総務課公共用地室

11 高速道路網の整備推進及び有効活用等

【1(1)】国土交通省都市局街路交通施設課、都市計画課、都市政策課、道路局総務課高速道路
【1(1)】経営管理室、高速道路課、企画課、道路経済調査室、環境安全課、国道・防災課
【1(2)】国土交通省都市局街路交通施設課、都市政策課、道路局高速道路課、企画課
【1(3)～(5)】国土交通省都市局都市政策課、道路局高速道路課、企画課
【2】国土交通省都市局都市政策課、道路局高速道路課、企画課、環境安全課、道路交通管理
【2】課ＩＴＳ推進室
【3】国土交通省道路局総務課高速道路経営管理室、総務課道路政策企画室、高速道路課、
【3】企画課

12 国道等の整備推進
【1】国土交通省道路局企画課、国道・防災課、都市局市街地整備課
【2】国土交通省港湾局計画課

13 道路・橋梁事業の推進

【1】法務省民事局民事第二課
【1】国土交通省総合政策局総務課、土地・建設産業局総務課、都市局市街地整備課、街路交通
【1】施設課、道路局企画課、国道・防災課、環境安全課
【2】総務省総合通信基盤局電気通信事業部高度通信網振興課
【2】経済産業省資源エネルギー庁電力基盤整備課
【2】国土交通省道路局国道・防災課、環境安全課
【3】国土交通省道路局環境安全課、港湾局計画課
【4】国土交通省道路局国道・防災課、環境安全課
【5,6】国土交通省港湾局計画課

14 連続立体交差事業の推進
【(1)】国土交通省都市局街路交通施設課、道路局企画課
【(2)】国土交通省都市局市街地整備課、街路交通施設課、道路局企画課

15 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進

【1】法務省入国管理局総務課
【1】財務省関税局監視課
【1】厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課
【1】農林水産省消費・安全局動物衛生課、植物防疫課
【1】国土交通省航空局総務課、航空戦略課、航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課、航空
【1】事業課、首都圏空港課、空港施設課、環境・地域振興課、交通管制部交通管制企画課、
【1】管制課、港湾局計画課
【2,3】国土交通省航空局航空ネットワーク部首都圏空港課、空港施設課

16
京浜三港（東京港・川崎港・横浜港）が実施する国際競争
力強化施策への支援

国土交通省港湾局港湾経済課、計画課

17 港の自主性を発揮できる「国際コンテナ戦略港湾」の実現 国土交通省港湾局港湾経済課

都
市
整
備

提案要求先省庁所管課一覧
事項名

行
財
政

改
革

災
害
対
策
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区分 所管課

提案要求先省庁所管課一覧
事項名

18 物流機能の強化等に向けた東京港整備の推進 国土交通省港湾局計画課

19 大型クルーズ客船ふ頭の整備推進 国土交通省港湾局計画課

20 震災にも強い国際戦略港湾の機能強化 国土交通省港湾局計画課、海岸・防災課

1 都市エネルギー施策の推進

【1(1),(2)】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー対策課、
【1(1),(2)】電力・ガス事業部電力市場整備課
【1(3)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【1(3),(4)】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー対策課
【1(4)】経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課、省エネルギー・新エネ
【1(4)】ルギー部再生可能エネルギー推進室
【1(5)】内閣官房総合海洋政策本部事務局
【1(5)】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー対策課
【2(1)～(4)】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部燃料電池推進室
【2(1)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【2(3),(5)】経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループ高圧ガス保安室
【2(3)】国土交通省住宅局市街地建築課
【3(1)】経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課、電力基盤整備課
【3(1)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【3(2)】経済産業省資源エネルギー庁長官官房総合政策課、資源・燃料部政策課,電力・ガス事業
【3(2)】部電力市場整備課
【3(3)】内閣府民間資金等活用事業推進室
【3(3)】内閣府金融庁総務企画局政策課
【3(3)】経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課、電力基盤整備課
【3(4)】経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課
【3(5)】経済産業省商務情報政策局情報経済課
【3(6)】経済産業省商務情報政策局情報通信機器課
【3(7)】経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部ガス市場整備課、電力・ガス事業部電熱
【3(6)】併給推進室、省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
【3(8)】経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課
【3(9)】経済産業省商務情報政策局電力安全課
【3(10)】厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
【3(10)】経済産業省産業技術環境局基準認証政策課
【3(10)】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
【3(10)】国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課

2 公園整備事業等の推進 【1,2】国土交通省都市局公園緑地・景観課

3 都市再生推進のための国有財産の活用
財務省理財局国有財産業務課
国土交通省都市局公園緑地・景観課

4 道路環境対策の推進 国土交通省道路局企画課、国道・防災課、環境安全課

1 少子社会対策の推進

【1】内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官（少子化対策担当）
【1】厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課、保育課
【2】内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官（少子化対策担当）
【2】厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課
【2】財務省理財局国有財産企画課

2 高齢社会対策の推進

【１(1)】厚生労働省老健局高齢者支援課、介護保険計画課、振興課、認知症・虐待防止対策
【2(1)】推進室
【１(2)】厚生労働省老健局老人保健課、振興課
【2,3】厚生労働省老健局振興課
【4】厚生労働省老健局高齢者支援課、振興課
【5】厚生労働省保険局高齢者医療課、老健局介護保険計画課、高齢者支援課

1
世界に開かれた国際都市「東京」の実現に資する国家戦
略特区の推進

内閣官房地域活性化統合事務局
内閣府地域活性化推進室

2 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化
国土交通省観光庁観光戦略課
国土交通省観光庁参事官（国際会議等担当）

3 外国人旅行者の受入環境整備の拡充

【(1)】法務省入国管理局総務課
【(1)】外務省領事局外国人課
【(1)】観光庁国際観光課外客誘致室
【(3)】総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課
【(4)】内閣府金融庁監督局銀行第一課
【(4)】経済産業省商務情報政策局商取引・消費経済政策課
【(5)】観光庁観光戦略課
【(6)】国土交通省自動車局旅客課、鉄道局鉄道サービス政策室
【(2),(3),(4),(6),(7)】国土交通省観光庁参事官（外客受入担当）

1
２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催へ
の全面的支援

内閣官房２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会推進室
警察庁生活安全局地域課、交通局交通規制課
総務省大臣官房企画課、自治税務局企画課、情報通信国際戦略局技術政策課研究室
外務省大臣官房人物交流室
財務省大臣官房総合政策課政策推進室
文部科学省生涯学習政策局社会教育課、スポーツ・青少年局スポーツ振興課、競技スポーツ課
文部科学省文化庁長官官房政策課
農林水産省食料産業局食品小売サービス課外食産業室
経済産業省商務情報政策局サービス政策課
国土交通省総合政策局政策課、公共事業企画調整課
国土交通省観光庁参事官（外客受入）

2 スポーツ振興事業の推進
財務省主計局主計官
文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課
国土交通省都市局都市計画課

3
子ども・子育て支援新制度施行後における幼児教育の質
の確保

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官（少子化対策担当）
文部科学省初等中等教育局幼児教育課

1 首都東京を守るテロ対応力の強化 警察庁警備局警備企画課、情報通信局通信施設課

2 サイバー攻撃対策の強化 警察庁警備局警備企画課

3 総合的な治安対策の充実・強化 警察庁長官官房会計課、人事課
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