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新 規 

 

１ アスベスト対策の推進 

 

提案要求先 文部科学省・厚生労働省・経済産業省 

環境省 

都 所 管 局 環境局・福祉保健局・教育庁         

 

アスベスト対策については、これまで「労働安全衛生法」や「大

気汚染防止法」の改正により段階的な規制強化が行われてきたが、

本年 6 月以降、労災問題に端を発する健康被害が次々と明らかにな

り、全国的な社会問題となっている。 

国は今回の事態を受け、本年 7 月に「アスベスト対策に係る当面

の対応」を発表し対応を進めているが、アスベストによる被害が拡

大したのは、国の対応が遅かったことが 大の原因である。 

アスベストの飛散防止から被害者の救済に至る総合的かつ抜本

的対策を、法体系の整備と合わせて確実に実施し、国民の不安を解

消していくことが国の責務である。 

国の新たな対策の実施について、以下のとおり要望する。 

 

１ 例外的に使用が認められているアスベスト含有製品について

は、平成２０年までに全面禁止するとしているが、代替化の促進

を図り、全面禁止の前倒しを実施すること。 

（厚生労働省・経済産業省） 

 

２ 建築物の解体・改修に伴うアスベストの飛散防止対策を確実に

推進するため、大気汚染防止法の改定に当たっては、全ての解体

工事において確実に飛散防止対策が実施されるよう、実効性のあ

る制度を構築すること。また、非飛散性のアスベスト成型板につ

いて建築物解体時における飛散の程度を調査し、そのリスクに応

じ実効性のある飛散防止対策を図ること。     （環境省） 

             

３ 公共施設におけるアスベスト対策に必要な財政措置を講じる

こと。特に、幼稚園、保育所及び学校など子どもの関連施設につ
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いて、優先的な対策を講じること。 

              （文部科学省・厚生労働省・環境省） 

 

４ アスベストによる被害者救済に関する新たな制度の運用に係

る財源措置については、原因者負担も含め国の責任において講じ

ること。 

 

５ 総合的かつ抜本的対策を進めるため各省庁の連携を強化する

こと。                   （以上、環境省） 
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２ 船舶からの排出ガス対策の推進 

 

提案要求先 国土交通省・環境省 

都 所 管 局 環境局・港湾局   

 

マルポール条約の批准に伴い改正海洋汚染防止法が本年 5 月 19

日に施行されたところであるが、①既存船は窒素酸化物規制の対象

とならないこと、②粒子状物質は規制対象としていないこと、③燃

料の硫黄分は 4.5％以下としていること（国内の実勢は硫黄分 3.0

％以下）などから、船舶からの排出ガスについて、より抜本的な対

策が必要である。 

ついては、国が責任を持って、次に掲げる環境対策に取り組むこ

と。 

 

１ 船舶からの排出ガス対策は、一港湾の問題ではなく、全国レベ

ルでの対応が必要不可欠である。また、対象事業者は、外国の船

舶運航事業者も含め広汎にわたることから、国内法による規制だ

けでは不十分である。このため、早期に大気環境の改善を図る手

段として、次に掲げる事業者の自主的な取組を促進すること。 

 

（１） 船舶使用燃料油の良質化を促す事業者の自主目標となる指

標を設定し、その達成に向けて関係業界に積極的に働きかけ

を行うこと。          （国土交通省・環境省） 

（２） 停泊中の船舶からの排出ガス対策として、陸上電源設備の

整備促進と活用が効果的と考えられる。ついては、陸上電源

設備の利用等に関する検討調査のための必要な措置を講じ

ること。 

また、陸上電源を活用する仕組みづくりとして、供給電力

料金の優遇措置に関し、検討を積極的に進めること。 

（国土交通省） 

（３） これらの排出ガス対策を実効性あるものとするために、船

舶事業者の環境活動に対する評価制度を確立し、自主的な取

組を促す税制上の優遇措置や助成制度などの誘導策を実施
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すること。 

 

２ 環境対策に、より実効性を持たせるためには、国際的な取組が

必要であり、マルポール条約の改正を含め、国際機関への働きか

けを行うこと。        （以上、国土交通省・環境省） 
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３ 揮発性有機化合物排出削減対策の推進 

 

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             

 

 

東京における大気汚染の一層の改善のためには、浮遊粒子状物質

や光化学オキシダントの原因物質である揮発性有機化合物の排出

削減が喫緊の課題となっている。 

改正大気汚染防止法では、揮発性有機化合物を多量に排出する施

設を規制対象としているが、都内においては、規制を受けない中小

規模事業所が多く、また屋外塗装工事等からも相当量排出されてい

る。こうした地域特性等を踏まえた実効性のある揮発性有機化合物

対策を推進するため、以下の措置を講じること。 

 

１ 改正大気汚染防止法では、法規制の対象は限定された施設・規

模となっていることから、東京においては、大多数の事業所が自

主管理の対象となる。そのため、業界単位に具体的な目標を定め

た削減計画を策定するよう指導するなど、自主的な取組が効果的

に実施されるような仕組みづくりを早急に行うこと。 

 

２ 自主的取組を実効性あるものとするため、小型・低コストの処

理装置や低 VOC 製品の開発・普及を図るとともに、排出量の管理

が容易にできる測定機器を開発すること。 

                 （以上、経済産業省・環境省） 

 

３ ガソリン給油時の揮発性有機化合物の蒸発防止を図るため、新

車や燃料供給施設への蒸発回収装置を導入する等の対策を講じ

ること。         （経済産業省・国土交通省・環境省） 
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４ 小笠原諸島世界自然遺産登録実現の推進 

 

提案要求先 農林水産省・国土交通省・環境省

都 所 管 局 環境局             

 

 平成 15 年 5 月、国が設置した「世界自然遺産候補地に関する検

討会」において、小笠原諸島が学術的見地から世界自然遺産の候補

となりうる地域に選定されたが、実現に向けて次の２つの課題が挙

げられた。 

 ①世界的にも希な固有種を保護するための移入種対策 

 ②自然保護上重要な地区の保護担保措置 

 これらの解決に向けては、小笠原諸島の大半を占める国有林野を

所有し、又、国立公園に指定した国が、責任もって主体的に取り組

むべき課題である。 

 都は、世界的に貴重な自然環境の保護と観光利用との両立を目指

した東京都版エコツーリズムを村と共に推進している。さらに都

は、登録を実現するために国に先がけて２つの課題への取組を具体

的に開始した。 

 ついては、世界自然遺産登録の実現のため、国自らの取組を強化

するとともに、都、村の取組に対して、下記のとおり財政支援など

を積極的に行うこと。  

 

１ 国は、小笠原諸島の世界自然遺産登録に向け、移入種対策に積

極的に取り組むこと。また、都が行うノヤギの排除を含む植生回

復事業については、引き続き財政措置を講じること。 

             （農林水産省・国土交通省・環境省） 

 

２ 国は、アカガシラカラスバト、ムニンノボタンなど絶滅に瀕す

る固有の希少動植物の保護増殖事業を拡充すること。（環境省） 
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参  考 

 

○ 世界遺産とは 

 

  ①人類が残した偉大な文明の証拠ともいえる遺産、②文化的な価値の

高い建造物、③この地球から失われてはならない貴重な自然を保護・保

全することにより、人類にとってかけがえのない共通の財産を後世に継

承してくことを目的に、世界遺産条約に基づいて世界遺産リストに登録

されている物件 

    世界の世界遺産登録状況 ８１２件 

    日本の世界遺産登録状況  １３件 

 

 

○ 世界自然遺産登録候補地に選定された小笠原諸島 

 

  平成１５年５月、国(環境省、林野庁)が設置した「世界自然遺産候補

地に関する検討会」において、小笠原諸島が知床、琉球諸島とともに、

学術的見地から世界自然遺産の候補になりうる地域に選定された。 

 

 

○ 小笠原が世界自然遺産の登録基準に合致する可能性が高いと判断さ

れた理由等 

 

  小笠原諸島は、多くの固有種・希少種が生息・生育し、特異な島嶼生

態系を形成している点が評価され、登録基準に合致する可能性が高いと

判断されたものであるが、移入種対策を早急に講じる必要があるほか、

最も重要な地区の一部は、いまだ十分な保護担保措置がとられていない

ことから、それらの解決は検討課題であるとされた。 
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５ 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化 

 

提案要求先 総務省・経済産業省・国土交通省・環境省   

都 所 管 局 環境局・主税局・福祉保健局         

 

 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。さらに、国は、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法（「自動車から排出

される窒素酸化物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。また、対

策地域から対策地域外に基準を満たさない車両が転売・転籍される

ことにより対策地域外の環境改善の遅れを招いている。 

ついては、ディーゼル車等の自動車交通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ＮＯｘ・ＰＭ法（「自動車から排出される窒素酸化

物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、車検制度等の活用により効果的な取締り体制を構築

し、地域外からの流入車の走行も規制の対象にすること。加

えて、道路沿道等で環境基準が未達成の測定局があることを
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踏まえ、地方主要都市を含め対策地域を拡大すること。 

               （環境省） 

（２） 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法（「自動車から排出される窒素酸化

物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

層の充実や補助制度の創設及び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。また、対策地域

外の車両に対しても新車への代替促進を図るため対策地域

並みの助成措置等をとること。 

（経済産業省・国土交通省・環境省） 

（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

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。       （国土交通省・環境省） 

 

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。  

                       （国土交通省） 

 

３ 新車対策 

（１） 中央環境審議会から答申された新長期規制以後の目標が設

定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

末とするとともに、継続生産車への適用猶予期間も必要 小

限とすること。 

また、「挑戦目標」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
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改め、燃費等も加味した抜本的な制度の再検討を行い、その

普及を図ること。      （以上、国土交通省・環境省）      

（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。 

                    （経済産業省・環境省） 

 

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。 

                   （総務省・環境省） 

   

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。 

（１） 不正軽油の製造を根絶するため、関係省庁が一体となった

実効性ある対策を講じること。         （環境省） 

（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。            (総務省) 

（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。               (総務省・経済産業省) 

（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。 

                    （経済産業省・環境省） 

                              

６ 局地汚染対策 

  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 
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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。   

                    （国土交通省・環境省） 

 

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（ＰＭ２．５）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

討すること。                （以上、環境省） 
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