
 

 

 
最重点事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

１ 三宅島の復興に対する支援 

 
 三宅島では、平成１２年９月の全島避難以降、４年半に及ぶ避難
生活を余儀なくされてきたが、三宅村において、火山ガスの状況や
村民の意向、安全対策などを総合的に判断した上で、平成１７年２
月１日に避難指示が解除され、村民の帰島が開始された。 
 しかし、避難指示が解除されたとは言え、三宅島においては、依
然として高い値の火山ガスが観測されており、専門家からは、ガス
の放出は当分継続するとの見解が示されている。 
また、三宅島では、大量の降灰による泥流、火山ガスの影響及び

長期避難に伴う放置などにより、住宅や産業基盤等に甚大な被害が
発生しており、今後、復興に向けて、取り組まなければならない課
題が山積している。 
 東京都としては、これまで、ハード・ソフト両面にわたる支援に
全力をあげて取り組んできたが、国においても、帰島した村民の安
全確保及び島の復興に向け、適切かつ十分な財政支援及び関係法令
の弾力的運用などの措置を講じること。 
 
１ 帰島後の支援 

帰島した村民の安全確保及び島の復興に向け、適切かつ十分な
財政支援及び関係法令の弾力的運用などの措置を講じること。 
 

２ 三宅村に対する特別交付税による特段の財政支援 
三宅村の災害復旧及び復興事業に要する財源負担について、引

き続き、特別交付税による特段の財政支援を行うこと。 
 

３ 森林及び農業・漁業関連施設においては、降灰、泥流及び火口
から噴出する二酸化硫黄を主体とする火山ガスによる被害に加
え、全島民の長期間にわたる島外への避難による荒廃や腐食な
ど、新たな被害が生じている。 
このため、下記事項について特段の措置を講じること。 
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（１） 治山事業に関する激特事業の期間の延長等 
火山ガスの影響により、当初に想定した緑化対策（航空実

播等）や被害地造林に伴う枯損木処理が困難となっている。
ついては、三宅島の厳しい現状を理解のうえ、現行の火山治
山激甚災害対策特別緊急事業（以下「激特事業」という）の
期間延長とともに、災害当初には想定されていなかった、治
山事業による枯損木の流木化防止対策や将来の緑化も見据え
た土砂・土壌の安定対策に対する支援など、新たな事業につ
いて特段の措置を講じること。 
 

（２） 造林対策事業への援助 
火山ガスの影響下での造林事業は、枯死に伴う事業効果の

低減があり、国庫事業の採択が困難となっている。 
しかし、土砂・土壌の安定など、森林の持つ機能を回復さ

せるには、早期に造林事業を実施していく必要がある。 
現在、火山ガスの噴出量は、噴火当初の莫大な量からはか

なり減少しており、造林事業の実施が可能な地域も拡がりつ
つあると推測される。こうした枯死のリスクを伴う地域にお
ける先行的な造林事業についても、国の支援など特段の措置
を講じること。 

 
（３） 補助事業により整備した施設等の処分の特例 

甚大な被害を受け回復が困難で、当初の事業目的の達成が
見込めない施設（農業、漁業関連施設）を処分した場合、補
助金の返還を免除すること。 

 
４ 帰島した島民の安全を確保する土砂災害対策の一層の推進 

平成１２年度から進めてきた三宅島の土砂災害対策に加え、長
期の火山ガスが樹木の立ち枯れを起こすことによって誘発され
る、流木による土砂災害の恐れが生じたことから、これを未然に
防止するための対策として必要な国庫補助金を確保すること。 

 
５ 離島航路運航事業者に対する特別支援措置の継続 

東京～三宅島～八丈島航路については、三宅村による避難指示
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解除（平成１７年２月）が行われたものの、三宅島の火山活動の
影響もあり、当面旅客数の回復は見込めず、離島の生活航路を運
航している離島航路事業者は、航路の維持に支障を及ぼす恐れが
続いている。 
このため、離島航路補助金に対する特別支援措置を講じるこ

と。 
 
６ 災害復旧に係る国立公園事業に対する財政措置 
 災害復旧に係る国立公園事業に対しては、特段の財政措置を講
じること。 
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２ 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化 

 
 首都圏の一都三県では、平成 15 年 10 月１日から条例によるディ
－ゼル車規制を実施し、八都県市で連携協力してディ－ゼル車対策
に取り組んでおり、都における浮遊粒子状物質の濃度は大きく改善
してきた。しかしながら、都民の健康と生命を守るためには、一層
の改善が必要な状況にある。 
 この大気汚染の根本的な原因は国の自動車排出ガス規制の遅れ
にある。また、国は、自動車から排出される窒素酸化物質及び粒子
状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の対
策地域への流入車対策の必要性を認識せず、規制のかからない自動
車の流入を放置している。 
ついては、ディーゼル車等の自動車交通等に起因する東京の大気

汚染を早期に改善するとともに、健康被害者を救済するため、以下
の措置を講じること。 
 

１ 抜本的な使用過程車対策の実施 
   ディーゼル車等の使用過程車が大量の排出ガスを排出してい

ることから、次のとおり抜本的な使用過程車対策を早期かつ強力
に実施すること。 
（１） 自動車から排出される窒素酸化物質及び粒子状物質の特定

地域における総量の削減等に関する特別措置法では車検制度
によって基準を満たさない車両は対策地域に登録することが
できなくなるが、域外からの流入車については規制がされて
いない。対策地域の環境改善のため、地域外からの流入車の
走行も規制の対象にすること。 

（２） 自動車から排出される窒素酸化物質及び粒子状物質の特定
地域における総量の削減等に関する特別措置法の車種規制に
対応しなければならない中小零細企業においては、厳しい経
営環境の中にある。このため、中小零細企業が利用しやすい
ものとなるよう、融資制度の一層の充実や税制上の優遇措置
の拡充などにより、新車への代替の促進を図ること。 

（３） 使用過程車の排ガス性能を維持、確保するため、大気汚染
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防止法に基づく車検時の規制対象項目に大気汚染の課題であ
る窒素酸化物や粒子状物質を加えること。また、車検時にお
ける排出ガス測定の際には負荷をかけた測定法の導入を早期
に実施すること。 

 
２ 使用過程車対策における自治体との連携 
  八都県市では、ディーゼル車対策等自動車公害対策について率
先して取り組んでいるところであり、国においては、自動車登録
情報を無償提供するなど、自治体の取組に協力すること。 

 
３ 新車対策 
（１） 中央環境審議会から新長期規制以後の目標が答申されたと

ころであるが、実施にあたっては、新車代替促進のため、車
両総重量による区分を設けず、一律、平成 21 年度とするとと
もに、継続生産車への適用猶予期間も必要最小限とすること。 
また、「挑戦的目標」と位置づけている窒素酸化物に係る

更なる規制強化についても早期に導入を図ること。 
（２） 低公害車の指定制度について、新長期規制の導入に伴い、

排出ガス基準値に対して、一律に設定している現在の制度を
改め、燃費等も加味して抜本的に制度の再検討を行い、その
普及を図ること。 

（３） 低公害車の普及のため、燃料供給施設の整備、低公害車の
購入等に係る補助制度を拡充すること。 

 
４ 燃料対策 
 ガソリンよりも優遇されている軽油の税制を是正すること。 

 
５ 不正軽油対策 

不正軽油の使用に伴う大気汚染や不正軽油を製造する過程で
副産物として発生する硫酸ピッチの不法投棄の問題などが顕在
化している。 
このような不正軽油による環境悪化を防止するとともに、流通

形態の多様化に伴う脱税・滞納などの問題に対処するため、次の
とおり早急に対策を講じること。 
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（１） 不正軽油の製造等を根絶するため、関係省庁が一体となっ
た実効性ある対策を講じること。 

（２） 不正軽油の原料として用いられることを知って、重油、灯
油等の炭化水素油等を販売、譲渡又は運搬した者に対する罰
則規定を整備すること。 

（３） 重油及び灯油に混入されている識別剤(クマリン)を新たな
薬剤に変更すること。また、識別剤の添加を義務化し、除去
を禁止するとともに、違反者に対する罰則規定を整備するこ
と。 

（４） 新識別剤の導入にあたっては、環境への影響について十分
に検討すること。また、新識別剤の導入に伴い事業者の負担
が増加する場合には、必要な財政措置を講じること。 

 
６ 局地汚染対策 
（１） 窒素酸化物や浮遊粒子状物質等による幹線道路沿道の局地

的な高濃度汚染に対する改善策を早期に確立し、実施するこ
と。   

（２） 大気汚染防止法に基づき知事が公安委員会に交通規制を要
請する基準等について実態に即したものに改めること。 

 
７ 保健対策の充実   
（１） ディ－ゼル排出微粒子など微小粒子状物質等による大気汚

染の健康影響に関する研究調査を推進すること。 
 研究調査結果も踏まえ、新たに微小粒子（粒子状物質２．
５）の環境基準を設定するなど都民の健康と生命を守る実効
性ある対策をとること。 

（２） 超微小粒子（ナノ粒子）の健康影響について調査研究を進
め、その成果について積極的に情報提供すること。 

（３） 大都市における大気汚染の状況に十分配慮し、健康被害予
防事業について、対象地域を拡大するなど強化充実すること。 

 
８ 大気汚染による健康被害者救済制度の創設 

大気汚染による健康被害者救済の制度を国の責任で創設する
こと。その際には、メ－カ－の費用負担も含めて、国の責任で検
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討すること。 
 

９ 三環状道路等の早急な整備 
道路整備を促進すること。特に、大きな環境改善効果が期待で

きる都市高速道路中央環状線、東京外かく環状道路、首都圏中央
連絡道路の、いわゆる三環状道路の整備を促進すること。 
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３ 羽田空港の再拡張と国際化の推進 

 
東京のみならず日本全体の経済活性化に不可欠な首都圏におけ

る空港機能充実のため、 
 
１ 羽田空港の再拡張について 
（１） 国の責任において、事業推進に向け必要な予算を措置する

とともに、環境影響評価等の手続を含めた事業期間の短縮を
図り、国家プロジェクトとして一日も早く完成させること。 

（２） 再拡張にあたっては、東京港における港湾機能の確保を前
提とすること。 

（３） 再拡張後の羽田空港を十二分に活用した国際定期便の就航
を図ること。 

 
２ 現・羽田空港の国際便就航について 
（１） 国際便の運航時間帯を深夜早朝に限定せず、朝の到着（６

：００～８：３０）と夜間の出発（２０：３０～２３：００)
の特定時間枠に拡大すること。 

（２） 国際旅客チャーター便や国際ビジネス機に限定せず、国際
貨物便にも拡大すること。 

（３） このため、出入国管理、税関及び検疫の体制を拡充するこ
と。 
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４ 保育所制度の抜本的改革 

 
現行制度下の認可保育所は延長保育、零歳児保育など、大都市東

京が抱える切実な保育ニーズに的確に応えられていない。 
これは、現在の保育所制度が公立と社会福祉法人を中心とした全

国で画一的な制度になっているためであり、利用者本位の保育を実
現するためには、多様な事業者の参入とサービスの競い合いを促す
制度へと改める必要がある。 
また、公立保育所については、運営費が一般財源化されたにもか

かわらず、施設基準など画一的な規制についてはなお存続してお
り、これは地方分権の推進を目的とした三位一体の改革の趣旨に反
するものである。民間保育所を含めて、こうした画一的な規制を見
直し、地域特性に応じた地方公共団体の裁量を拡充していくべきで
ある。 
具体的には保育所制度について、以下の改革を行うこと。 

 
１ 大都市住民のニーズに即した新たな保育所として、都が創設し
た認証保育所を制度的に認めること。 

 
２ 現行の認可保育所制度については、「保育に欠ける」要件を利
用者の実態に即して見直すとともに、多様な事業者の参入を促
し、サービスの競い合いによる利用者本位の制度となるよう、次
のような改革を行うこと。 

（１） 保育所の利用方法については、現行の区市町村への利用申
込方式を改め、希望する利用者がニーズに応じて直接契約す
ることも可能となるような制度とすること。 

（２） 保育料は、一定の基準の下に、保育所が自由設定できるよ
うにすること。 

（３） 施設整備については民間事業者も次世代育成支援対策施設
整備交付金の対象とすること。 

（４） 大都市にあった面積基準の一層の緩和や、保育士以外の資
格を持つ人材の有効活用が可能となるよう保育従事職員の
資格基準の緩和、調理職員についての短時間勤務職員の導入
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など、運営上の様々な創意工夫が可能となる制度に改善する
こと。 

 
３ 国において平成１７年度にモデル事業を行い、職員配置などの
具体的内容について検討することとされている総合施設につい
ては、保育所制度の改革に資するよう、地方公共団体独自の保育
施策を踏まえ、地域の実情や住民のニーズに対応した施設の設置
運営が可能な制度となるよう、施設設備や職員資格等の基準を柔
軟なものにするとともに、必要な財源措置を講じていくこと。 
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５ 総合的な青少年健全育成施策の拡充 

 
 少年犯罪の凶悪化、低年齢化にとどまらず、青少年を巡っては様
々な深刻な問題が現れている。このような状況に対して、都はこれ
までに青少年健全育成、児童福祉及び学校教育など、青少年に関す
る様々な施策を推進してきたが、総合的な青少年対策を充実、強化
するために、平成１６年８月「青少年育成総合対策推進本部」を設
置した。 
 特に最近では、いわゆる「ニート」と呼ばれる、働く意欲や能力
に欠ける若者が増加していることや、電子メディアが青少年の思考
や生活習慣に多大な影響を与えていることなど、新たな問題が表面
化している。 
 国においても、青少年問題に対する取組を一層強化するよう求め
るものである。 
 
１ 青少年の自立を支援する施策の充実 
 働く意欲も学ぶ意欲もない、就職しないまま不規則な生活をし
ている若者の出現が社会問題となっている。今年内閣府が発表し
た調査によると、全国にこうした若者は、１５～３４歳で８５万
人もいるといわれており、このままでは若者の社会的自立をます
ます困難にし、社会の活力に多大な影響を及ぼすこととなる。ま
た、都内では、毎年 10,000 人前後の小中学校の不登校者と 8,000
人を超える高等学校中退者が報告されている。 
 ついては、早急に下記の方策をとること。 
（１） 青少年に対して、小学校段階から職業教育を充実すると

ともに、義務教育年限の後期に当たる中学生に職場体験を
させるなど、しっかりした勤労観や職業観などを育成する
教育を充実させること。 

（２） 小学校高学年を対象に、家庭を離れて自然の中で生活す
る自然体験をさせるなど、子どもたちに豊かな人間性や社
会性を育む教育を充実させること。 

（３） 若者に集団生活をしながら職業体験をさせる事業を引き
続き実施するなど、働く意欲の乏しい若者の勤労意欲を高
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めるための施策をさらに一層推進すること。 
（４） 高等学校を中退した少年に対して、学業への復帰又は就

労を働きかけるための施策について検討すること。 
（５） 社会的な自立が困難な児童に対する就労支援策として、

自立援助ホームの充実を図ること。 
 
２ 青少年をめぐる環境を改善するための施策の充実 
 インターネット・携帯電話の利用人口の急増を始めとする電子
メディアの著しい普及は、青少年たちに対しても強い影響を及ぼ
している。こうしたＩＴ化の浸透により、携帯電話から容易に接
続できる、出会い系サイトを媒介とした児童買春事案などが後を
絶たない。 
 また、インターネットにより、卑わいな映像や残虐な映像など
を含んだサイトに容易に接続できることで、仮想現実と現実が錯
綜して、少年犯罪を引き起こしている例もある。 
 さらに、現在市販されているテレビゲームの中には、少女を監
禁し性的暴行を加えるなど、極めて反社会性の強い内容を含むも
のがあり、このようなテレビゲームが性犯罪を誘発し、その結果、
青少年が被害者となる強い恐れがある。 
 都は、青少年がインターネットを適正に利用できる環境をつく
るため、フィルタリングの開発や利用促進及びインターネットの
利用に関する健全な判断能力の育成について、「東京都青少年の
健全な育成に関する条例」に新たに規定を整備した。 
 ついては、国においても、早急に下記の方策をとること。 
（１） インターネット・携帯電話などの電子メディアに関し、

その実態についてさらに調査・研究を行うとともに、青少
年を保護するための法整備及びフィルタリング等の技術開
発の促進などに関する関係業界への指導等必要な措置を講
ずること。 

（２） インターネット・携帯電話などの電子メディアの特性を
理解し、青少年がその適正な利用方法を身につけるための
学校・家庭での教育や普及啓発を推進すること。 

（３） 性犯罪を誘発する恐れがある、極めて反社会性の強いテ
レビゲームに対する法的な規制を検討すること。 
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６ 米軍基地対策の推進 

 
１ 米軍基地の整理・縮小・返還の促進 

都内に所在する米軍基地について、都民生活の安全を守り、地
域のまちづくりを推進するため、整理・縮小・返還が促進される
よう必要な措置をとること。 
特に、多摩サービス補助施設は、市街地に隣接する貴重な緑地

であり、広く都民に開放するため、直ちに返還されるよう必要な
措置をとること。 
また、米軍専用ヘリポートを有する赤坂プレス・センターにつ

いても、直ちに返還されるよう必要な措置をとること。 
 
２ 共同使用の促進 

返還までの対策として、基地周辺地域住民の生活の利便性の向
上や経済の活性化に資するよう、共同使用を促進すること。 
特に、横田飛行場の民間航空利用は、既存施設の有効活用によ

り首都圏の空港機能を補完し、多摩の振興はもとより日本経済の
再生も含めて将来の国力の充実を図るものであることから、日米
首脳会談を受けて設置された「連絡会」における地元東京都の意
見を十分に踏まえ、精力的にアメリカ合衆国と協議を進め、民間
航空利用の早期実現を図ること。また、国道 16 号など、民間航
空利用を進める上で必要となる周辺基盤整備を迅速に推進する
こと。 

 
３ 横田空域及び管制業務の返還 

米軍が管理する横田空域は、一都八県にまたがっている。この
ため、羽田空港と西日本方面を結ぶ航空路の設定が制約され、不
自然な飛行を余儀なくされるとともに、航空路の過密化を招いて
いる。 
今後、首都圏に発着する航空機は、成田空港の充実や羽田空港
の再拡張により、さらに増加する。特に、羽田空港の空港容量が
約 1.4 倍に増加することを踏まえ、安全で効率的かつ騒音影響の
少ない合理的な航空交通を確保していくため、横田空域を返還さ
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せ、首都圏の空域を再編成して、我が国が一体的に管制業務を行
うことが不可欠である。 
このため、アメリカ合衆国に対し、横田空域及び管制業務の早
期返還について断固とした交渉を行うとともに、同空域を活用し
た航空路の設定について検討すること。 
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