
 

 

 

４ 都市構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１ 首都移転の白紙撤回 

 

提案要求先  国土交通省 

都 所 管 局  知事本局  

 

東京一極集中の是正などを目的に進められてきた首都移転は、そ

の後の社会経済状況の大きな変化により、もはやその意義を完全に

失っている。 

国民的議論を欠く中で、このまま移転の手続きが進められれば、

莫大な費用負担など、我が国の将来に大きな禍根を残すことは明白

である。 

今なすべきことは首都移転ではなく、都市再生プロジェクトを推

進して首都圏の経済に活力を取り戻し、日本の国際競争力を回復す

ることである。 

政府としても首都移転の即時中止を決定し、白紙撤回をするこ

と。 
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２ 木造住宅密集地域の整備促進 

 

提案要求先 国土交通省     

都 所 管 局 都市整備局・建設局 

 

都内には、概ね都心から 10km 圏にあたる JR 山手線と環状 7 号

線の間や JR 中央線の沿線を中心に、約２３，０００ha の木造住

宅密集地域が帯状に分布し、都市基盤整備等の遅れから、防災上

大きな問題を抱えている。 

これらの木造住宅密集地域の防災性を向上させるには、住民自

らが災害に備え自助努力を行うことを基本とし、近隣の住民は互

いに協力して地域防災性を高め、行政は災害に強い都市構造の確

保を図ることが必要である。 

国は、平成 13 年に決定した第三次都市再生プロジェクトにお

いて「密集市街地の緊急整備」を位置づけ、特に大火の可能性が

高い危険な市街地について、今後 10 年間で重点的に整備し、最

低限の安全性を確保するとした。 

東京都は、平成 16 年 3 月「震災対策条例」に基づく「防災都

市づくり推進計画」を改定し、震災時に甚大な被害が想定される

地域約６，５００ha を「整備地域」として定め、そのうち事業

を重点化して展開し、早期に防災性の向上を図る「重点整備地域」

約２,４００ha を指定したところである。今後は、この計画に基

づき、重点的・重層的に事業を推進する必要があるため、次の措

置を講じること。 

 

１ 災害に強い都市構造の確保 

（１）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」の整備を推進するため、補助率を引き上げるとともに、

必要な財源の確保及び国庫補助対象の拡充を図ること。 

・「重点整備地域」において、延焼遮断帯の軸となる都

市計画道路の整備を進めるため、街路事業の補助率の
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引き上げ及び必要な財源の確保を図ること。 

・沿道の不燃化を促進する都市防災総合推進事業（都市

防災不燃化促進）について、仮住居費補助及び４階以

上部分の建築費も国庫補助対象とすること。 

（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、補助率を１／３から１／２に引き上げるとともに、必要

な財源を確保すること。 

    

２ 地域の防災性の向上 

密集市街地の整備により地域の防災性を高める住宅市街地

総合整備事業（密集住宅市街地整備型）において、避難経路（主

要生活道路、区画道路等）の機能を高めるため、地区計画の地

区施設に位置づけた道路に面する戸建住宅の建替えに対して

建替促進事業の国庫補助対象とすること。 

 

３ 防災意識の啓発と建替え促進 

（１）国の「総合技術開発プロジェクト」において開発された

延焼シミュレーション「防災まちづくり支援システム」を

活用し、地域住民の防災意識の向上を図るため、データ作

成に助成すること。 

（２）耐火性の高い建物への建替えを促進するため、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、税制上の優遇措置を講じること。 

（３）高齢者について、建替えに伴う資金面の負担を軽減する

ため、住宅金融公庫の都市居住再生融資（高齢者向け返済

特例）の拡充を図ること。 

 

４ 木造住宅の耐震化促進 

大地震発生時には、築年の古い木造住宅の倒壊により、甚大な

人的・経済的被害をもたらすと同時に、住宅倒壊に起因する道路

閉塞により、避難・消火・救助活動にも支障をきたす恐れがある。 

木造住宅の耐震化を促進するため、耐震診断費・耐震改修費

助成に対して、継続して必要な財源を確保すること。 
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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「重点整備地域」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、補助率の引き上げ及び必要な財源の確保

を図ること。 

  【現行補助率】1/2 又は 5.5／10 

  【重点整備地域における延焼遮断帯】林試の森周辺・荏原地区（環

状６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、都が実施している仮住居費補助及

び住宅不燃建築物助成費（４階以上の階の住戸に対する助成）に対

しても国庫補助とすること。 

【平成１７年度 国の予算施策の現状】（単位：百万円） 

 区      分 １７年度内示額 １８年度要望額 

事    業    費 １，４０３ １，７６０

国      費 ５２８ ６９２

地  区  数 ４７地区 ４６地区

 

（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

の補助率を１／３から１／２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。 

   【現行補助率】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 

 

２ 地域の防災性の向上 

 ○住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）の現行制度を拡充 

【平成１７年度 国の予算施策の現状】（単位：百万円） 

 区      分 １７年度内示額 １８年度要望額 

事    業    費 ７，３３７ ６，６８４

国      費 ３，５７８ ３，０９７

地  区  数 ７０地区 ７０地区

 

  ・避難経路の沿道の戸建住宅への補助 

避難経路の機能を高めるため、地区計画の地区施設に位置づけた

主要生活道路及び区画道路等の沿道における戸建てに対しても共同

住宅と同様に建替促進事業の補助対象とすること。 
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３ 防災意識の啓発 

（１） 防災まちづくり支援システムの活用 

○「防災まちづくり支援システム」 

  13 の都府県や政令市、民間コンサルタントなどが共同で開発した延焼

シミュレーション。コンピュータ上で、建物や道路などの市街地のデー

タをもとに、火災が発生した場合の延焼の拡大状況を計算処理し、予測

することができる。 

地域住民の防災意識向上のため、活用が期待されていることから、不

足データの収集及びその処理に対する費用を助成すること。 

 

（２） 税の減免 

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

づき新たな防火規制を行う地域において、登録免許税などの税制優遇措

置を図ること。 

「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、すべての建築物は、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他の災害

時の危険性が高い地域で、知事が指定する区域 

 

（３） 住宅金融公庫の都市居住再生融資（高齢者向け返済特例）の拡充 

   ○高齢者向け返済特例制度 

対象となる住宅 マンション建替事業又は共同建替事業により建設さ

れる住宅で、都市居住再生融資の事業要件に該当す

るもの 

対 象 者 建替事業の対象となる住宅に建替前から居住してい

る高齢者（借入申込時 60 歳以上） 

返 済 方 法 利息のみの毎月返済。元金は、借入申込者の死亡時

に「相続人が一括返済」または「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 

現行制度は、共同でかつ現地で建替える場合に対象が限られている

が、木密地域の整備を促進するためには、地域の実情に応じて、多様

な更新の形態を認めながら老朽住宅等の建替え等を支援する必要が

あるため、個別建替え及び非現地への住替えも対象とすること。 
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４ 木造住宅の耐震化促進 

 

○住宅・建築物耐震改修等事業における木造住宅の耐震化支援の概要 

 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 地域要件：老朽住宅の密集市街地または地震防災対策強化地域内

等で、震災時に倒壊により道路閉塞が生じるおそれの

ある地区 

補助対象：耐震改修工事費（建替含む） 

補助率 16％ （国 8％+地方公共団体 8％） 

※工事費(限度額 32,600 円/㎡)の 23.9％について、国

費で 1/3 を補助 

 

予算規模 

 

 

 

 

○ 地域住宅交付金について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 年度要望 17 年度予算 

160 億円 20 億円 

【概 要】 

○ 交付金は、地方公共団体が作成した地域住宅計画に基づき実施される事業

の費用に充当される。 

 

○ 交付率： 大で対象事業費の 45％ 

 

○ 交付対象事業 

・基幹事業：公営住宅整備事業等 

・提案事業：地方公共団体独自の提案による地域の住宅政策の実施に必要な

事業 

  ※民間住宅の耐震改修事業等への助成については、自治体の創意工夫に

よる提案事業として実施可能 
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３ 大都市圏における地籍調査の推進 

 

提案要求先  国土交通省  

都 所 管 局  都市整備局  

 

民間主導の都市再生事業を促進するには、地番・地目・面積・境

界・所有者といった土地の基礎情報を明確化する地籍調査を推進し、

事業見通しの確実性を高め、事業期間の短縮、総事業費の軽減を図

ることが不可欠である。 

しかし、都市再生緊急整備地域を抱える地方公共団体の多くは地

籍調査に未着手であり、大都市圏になるほどこの傾向が顕著である。 

大都市圏における地籍調査を促進することにより、都市再生の一 

層の推進を図るため、 

 

１ 「民活と各省連携による地籍整備の推進」による地籍調査素図

の作成は、都市再生緊急整備地域等を最優先し国営にて実施する

こと。 

 

２ 地籍調査素図の位置付けを明確化するために、法務省との連携

を強化すること。 

 

３ 都市再生緊急整備地域において緊急かつ重点的に地籍調査を

完了するため、整備地域内での素図作成後の一筆地調査等に対

し、現行の負担率を超えた国庫負担を措置すること。 

 

- 117 -



参  考 

 

１ 「民活と各省連携による地籍整備の推進」 

 

 【都市再生本部における総理指示】 

  平成１５年６月２６日に開催された都市再生本部において、「民活と各省

連携による地籍整備の推進」の方針が報告され､小泉総理より関係閣僚に対

し強力に進めるよう指示がなされた。 

 

 【内容】 

  都市再生の円滑な推進には、土地の境界、面積等の地籍を整備することが

不可欠であることにかんがみ、国において、全国の都市部における登記所備

付地図の整備事業を強力に推進する。（５年で都市部の約５割を実施、１０

年で概成） 

  ①都市再生街区基本調査の推進（１６～１８年度で完了） 

  ・地図整備の基礎となる測量基準点の整備 

  ・街区の角の座標調査 

  ②地籍調査図素図の整備 

   対象地区の現況に応じて、国土交通省や法務省が連携しつつ、以下の既

存図面を組み合わせることにより、全国の都市部における現行の公図を整

備し､精度の向上を推進。 

  ・地積測量図：民間の開発事業や土地を分筆する際に作成され登記所に置

かれている図面 

  ・道路台帳附属図面：道路管理者が作成・管理する図面 

  ③電子化と正式地図 

   地籍調査図素図を電子化し、これを元に正式な地図化を図るほか、電子

地図を国土交通省、国土地理院、法務省等の間で共有化。今後、法務省に

おいて、法務局が境界の確定等に関与して迅速に正式な地図とするための

法整備を行う。 

 

 【平成１８年度の国概算要求措置等】 

  ①都市再生街区基本調査 １００億円（１７年度：１００億円） 

  ②都市再生推進のための地籍整備手法検討 ２億円（新規） 

  ②都市再生地籍調査 ３５億円（１７年度：３５億円） 

 ※地籍調査素図の作成は、平成１６年度概算要求時における財務省査定によ

り、現行の地籍調査負担区分どおりとなっている。 
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２ 都市再生緊急整備地域における地籍調査の推進 
 
【都市部における地籍調査の進ちょく率】 

 ＤＩＤ（人口集中）地域：１９％（全国ベース） 

 

【都市再生緊急整備地域を抱える都道府県の地籍調査進ちょく率等】 

都道府県名 進ちょく率（％） 着手率（％） 備考（緊急整備地域） 

北海道 ６２ ８８ ２地区 

宮城県 ８５ １００ ２地区 

千葉県 １２ ３０ ４地区 

埼玉県 ２９ ５７ ２地区 

東京都 １８ ４７ ７地区 

神奈川県 １２ ４６ １１地区 

岐阜県 １０ ５７ １地区 

静岡県 ２２ ８１ １地区 

愛知県 １２ ３９ ３地区 

京都府 ６ ３１ ４地区 

大阪府 ２ ２３ １２地区 

兵庫県 １５ ６４ ４地区 

岡山県 ８１ １００ １地区 

広島県 ４７ ８３ ２地区 

香川県 ７９ ８９ １地区 

福岡県 ７２ ９５ ５地区 

沖縄県 ９９ １００ １地区 
（平成１６年度末・緊急整備地域は第４次指定まで） 

 
【地籍調査経費の負担区分】 

 国土調査法第９条の２ 

① 都道府県営 ：国１/２，都道府県１/２ 

② 市町村営  ：国１/２，都道府県１/４，市町村１/４ 

③ 土地改良区等：国２/３，都道府県１/６，土地改良区等１/６ 

 

【東京都の都市再生緊急整備地域関係区の地籍調査着手状況】 

① 千代田区（Ｈ１７～着手） 

② 中央区（未着手） 

③ 江東区（未着手） 

④ 港 区（Ｈ１９着手予定） 

⑤ 新宿区（Ｈ１３～着手） 

⑥ 品川区（Ｈ１６～着手） 

 

【東京都の都市再生緊急整備地域】 

 ７地区（約２，４００ヘクタール） 
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４ 羽田空港の再拡張と国際化の推進 

 

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      

 

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。      （以上、国土交通省） 

（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。 

（法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省） 
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５ 市街地の開発に係る諸事業の推進 

 

提案要求先 国土交通省     

都 所 管 局 都市整備局・建設局  

  

市街地における都市機能の更新や快適な居住環境等を創出する

ため、以下の事業について推進を図ること。 

 

１ 土地区画整理事業の推進 

（１） 土地区画整理事業の推進に必要な財源を確保すること。 

    ・秋葉原地区、六町地区、上野第二地区(八王子市)など。 

（２） 安全で良好な市街地の形成を図る都市再生土地区画整理事

業の補助を充実すること。 

（３） 面的な無電柱化の推進を図るために都施行土地区画整理事

業で整備する区画道路にも補助対象を拡大するとともに、そ

の財源を確保すること。 

（４） 土地区画整理事業と住宅市街地総合整備事業（密集住宅市

街地整備型）との合併施行地区において、密集事業の建替促

進事業の対象を拡大すること。 

 

２ 市街地再開発事業の推進  

（１） 市街地再開発事業の推進に必要な財源を確保すること。 

   西新宿周辺、大崎駅周辺、環状第二号線新橋・虎ノ門地区、 

   北新宿地区、など。 

（２） 中央環状新宿線の早期完成には、大橋ジャンクション整

備と一体的な大橋地区市街地再開発事業の推進が不可欠で

ある。国等は事業推進に必要な措置を講じること。 

（３） 建築敷地の取得に係る金利負担の軽減のため、無利子貸

付制度を創設すること。 

（４） 第一種市街地再開発事業においても、第二種市街地再開

発事業と同様に、権利者の生活再建対策のため、地区外転

出者に対して、租税を軽減すること。 
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３ 住宅市街地総合整備事業（拠点開発型）の推進  

快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の

形成を図るため、住宅等の建設に伴い整備する地区公共施設等整

備に係る国庫補助率を引き上げること。 

 

４ 道路整備と一体的に進める沿道まちづくりの推進 

木造住宅密集地域等において、道路整備により発生する沿道の

小規模、不整形な残地を交換・集約化したうえで、建物の共同化

を図り、沿道地域の土地利用の高度化と防災性、安全性の向上を

実現する「一体開発誘発型街路事業（道路整備と一体的に進める

沿道まちづくり）」を推進するため、以下の措置を講じること。 

 

（１） 一体開発誘発型街路事業に対し、国庫補助を重点的に配

分すること。 

（２） 道路事業者等が沿道用地を確保するために必要な費用に

ついて、無利子貸付制度を創設すること。 

（３） 一体開発誘発型街路事業に合わせて行う小規模土地区画

整理事業について、国庫補助対象事業とすること。 
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単独事業

48,527百万円
74%

補助事業

16,653百万円
26%
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16,479
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14,000

16,000

18,000

20,000

15年度 16年度 17年度 18年度要望

(百万円）

事業費

国庫支出金

参  考 

 

１  土地区画整理事業の推進 

 

【平成１７年度(当初予算)都事業費内訳】 

 

 

     

 

 

 

 

(注)補助事業に、まちづくり交付金、 

臨時交付金を含む。  

                                        

     

  【事業費及び国庫支出金の推移(政府予算・都への当初配分額)】  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(注)補助事業にまちづくり交付金、臨時交付金を含む。  

 

(1) 都及び区市が施行する土地区画整理事業の早期完成のため、事業の推

進に必要な財源を確保すること｡特に、IＴ拠点の整備を目的とした秋葉

原地区、密集した既成市街地の公共施設の整備を行う六町地区や上野第

二地区（八王子市）などにおけるまちづくりに必要な財源を確保するこ

と。 

(2) 都市再生土地区画整理事業の財源を確保して国庫補助を拡充すること。 

(3) 面的な無電柱化の実施にあたっては、土地区画整理事業との同時施行

により大幅なコスト縮減が図られるものの、これに要する事業費が新た

土地区画整理事業 

計 65,180百万円 

○補助率は、 

1/2、5.5/10、1/3 

○17年度予算における国庫 

支出金は 8,317百万円 
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20,000
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160,000
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(百万円）

事業費

国庫支出金

単独事業

52,327百万円
35%

補助事業

97,496百万円
65%

に必要となる。しかしながら、まちづくり総合支援事業の廃止に伴い、

都施行土地区画整理事業の区画道路では電線類地中化に対する国庫補助

が無くなった。都事業において面的無電柱化を推進するため、区画道路

も電線共同溝整備の対象とするとともに、その財源を確保すること。 

(4) 土地区画整理事業では土地の交換分合が行われ、建築物の建替のほと

んどが仮換地先で行われる。建物の共同化の促進などを図るため、仮換

地先での建築も密集事業の建替促進事業の対象とすること。 

 

 

２ 市街地再開発事業の推進 

 

【平成１７年度(当初予算)都事業費内訳】 

 

 

     

 

 

 

(注)補助事業に、臨時交付金を含む。 

 

  【事業費及び国庫支出金の推移(政府予算・都への当初配分額)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○補助率は 

1/3,1/2、5.5/10,3/100, 

5/100,7/100 

○17年度予算における国庫支

出金は 23,266百万円 

市街地再開発事業 

計 149,823百万円 
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(1) 都市再生に資する事業（西新宿周辺及び大崎駅周辺）の推進のために

必要な財源を確保すること。都市施設整備を目的とした市街地再開発事

業である北新宿地区及び環状第二号線新橋・虎ノ門地区における着実な

事業推進のために必要な財源を確保すること。 

(2) 中央環状新宿線の早期完成には、大橋ジャンクション整備と一体的な

大橋地区市街地再開発事業の推進が不可欠である。この事業の推進のた

めに必要な措置を講じること。 

 

３ 住宅市街地総合整備事業（拠点開発型）の推進 

  【平成１７年度 国の予算施策の現状】（単位：百万円） 

 区      分 １７年度当初内示額 １８年度要望額 

事    業    費 ４，５５３ ４，５５５

国      費 ２，２１２ ２，２０６

 地  区  数 １０地区 ６地区

 

居住環境形成施設整備 

 ・地区公共施設 現行補助率 １／３→１／２ 

 

 

４ 道路整備と一体的に進める沿道まちづくりの推進 

(1) 沿道のまちづくりと一体的に進める道路整備は、道路ネットワークの

形成を図るとともに、沿道における建替え促進等による共同化・不燃化

により、延焼遮断帯が早期に形成され、地域の防災性の向上が早期に発

現するなど、整備効果が大きいことから国庫補助を重点的に配分するこ

と。 

 

(2) 都市計画道路整備において、沿道の土地の有効利用を促進する目的で、

沿道の狭小・不整形宅地等を街路事業者等が確保する際、その資金の確

保について支援するため、無利子貸付制度を創設すること。  

 

(3) 都市計画道路整備と一体となって行う敷地整序型土地区画整理事業な

ど小規模土地区画整理事業による、区画道路などの公共施設整備につい

て国庫補助対象とすること。 
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６ 水資源開発の促進等 

 

提案要求先 国土交通省      

都 所 管 局 都市整備局・水道局  

 

１ 都民生活や都市活動に支障を来すことのないよう、渇水等に対

する安全性を向上させるため、「利根川水系及び荒川水系におけ

る水資源開発基本計画」に基づく水源施設を早期に完成するこ

と。 

 

２ ダム建設に伴う水没関係住民の生活再建など水源地域対策を

充実強化するため、水源地域対策特別措置法による地域整備事業

に対する国庫補助事業の優先採択と補助率のかさ上げを行うと

ともに、利根川・荒川水源地域対策基金事業に対する国庫補助な

どの施策を充実すること。 

 

３ 多大な費用を要するダム建設については、関係都県や利水者と

連携した検討を行い、新技術の採用や契約制度の見直し等によ

り、完成に至るまで引き続き一層のコスト縮減を徹底すること。 
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参  考 
１ 水源施設の早期完成 

【利根川における最近１０年間の渇水状況】 

最大制限率（％） 
年  度 制限期間 日数 

取水制限 給水制限 

７ H8/1/12～3/27 ７６ １０ （５） 

８ 8/13～9/25 ４４ ３０ １５ 

８（冬期） H9/2/1～3/25 ５３ １０ － 

１３ 8/10～27 １８ １０ （５） 

（注１）給水制限のうち、（ ）は自主節水 

 

【第４次フルプラン都分開発水量】 

16 年度末実績 

完   成 

 
計画 

（注１） 

Ａ Ｂ 
進ちょく率（％）

Ｂ／Ａ（注２）

事業中 

Ｃ 

未定 

Ｄ 

一日あたり（万 m3/日） 185 89 48 68 28 

一秒あたり（m3/秒） 22.56 10.84 48 8.28 3.44 

（注１）計画は、水道用水需要量である。 

（注２）利根川・荒川水系全体における平成16年度６月時点の第４次フルプランの進ちょく率は

約49％である。なお、第１次～第４次フルプランまでの合計では約66％である。 

 

【予算措置状況（都関連分）】                （単位：百万円） 

所管省庁 平成 17 年度 平成 16 年度 差引増減 

直轄事業分（国土交通省） 32,400 25,221 7,179

水資源機構事業分 12,510 20,103 △7,593

計 44,910 45,324 △414

 

２ 水源地域対策の充実強化 

【都関連施設にかかる水源地域整備計画の進ちょく状況】 

施 設 平成 16 年度末進ちょく率（％） 

滝沢ダム 78.2 

八ツ場ダム 32.3 

なお、水源地域対策特別措置法による事業については、国庫補助対象となってい

るが、水源地域対策基金による事業については、その対象となっていない。 

 

３ コスト縮減の充実 

【都関連水源施設整備の残事業費】              単位：億円 

 
施 設 総事業費

～H16 H17 H18～ 
工期 

八ッ場ダム 4,600 1,908 280 2,412 H22 まで 

滝沢ダム 2,320 1,967 110 243 H19 まで 

霞ヶ浦導水 1,900 1,371 44 485 H22 まで 

 ※戸倉ダムは、平成 15 年 12 月、事業中止を決定しているため除外している。 

 ※八ッ場ダムについては、平成 16 年度、国交省と関係６都県で「コスト管理等に

関する連絡協議会」を設置し、16 年度事業において 8,300 万円のコスト縮減を

行った。 
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７ 都市高速道路網等の整備促進 

 

提案要求先 国土交通省     

都 所 管 局 都市整備局・建設局 

 

 首都圏において、高速道路ネットワークの充実に向けた集中投

資を行うことは、首都圏の再生のみならず、日本全体の再生につ

ながるものである。 

 環境改善や交通渋滞解消等、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ため、 

 

１ 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、いわゆる首都圏３環状道路を早期かつ確実に整備

促進すること。 

 

２ 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について、今

後、実現が図られるよう取り組むこと。 

 

３ 都市高速道路中央環状品川線の整備促進のため、今年度から

既に先行着手している街路事業に引き続き、有料道路事業を平

成１８年度早期に着手すること。また、地方に過大な負担とな

らないよう、財源措置を講じること。 

 

４ 都市高速道路晴海線の有明から晴海までの区間の整備を促進

すること。また、残りの区間についても、早期に事業化すること。 

 

５ 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すること。 

 

６ 高速道路の料金体系については、利用者等の視点に立った適

切な見直しを行うこと。 
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参  考 

 

１ 三環状道路の整備促進 
 

（１）都市高速道路中央環状線 

（表１）整備状況 

区分 区間 延長(km) 備考 

全区間 約 47 
都心から半径約８km の圏域

を結ぶ。 

供用済 
足立区江北～ 

江戸川区臨海町 
約 21 昭和 62 年供用開始 

王子線 
板橋区板橋～ 

足立区江北 
約 6 平成 14 年 12 月供用開始 

新宿線 
目黒区青葉台～ 

豊島区高松 
約 11 平成 18 年度完成予定 

 事
業
中 

品川線 
品川区八潮～ 

目黒区青葉台 
約 9 

平成 16年 11月都市計画決定

平成 17 年９月街路事業着手

 

（２）東京外かく環状道路 

（表２）都内区間の整備状況 

区分 区間 延長(km) 備考 

全区間 約 85.0 
都心から半径 

約 15km の圏域を結ぶ。 

供用済 
練馬区（埼玉県境）

～関越道 
約 1.5  

事業中 葛飾区内 約 0.9  

 

計画中 

練馬区（関越道） 

～ 

世田谷区（東名道）

約 16.6 

都市計画決定以降、生活環境等へ

の影響に対する懸念等により地元

等の理解が得られておらず、整備

が進んでいない。 

（表３）経緯 

昭和 

４１年 

７月 都市計画決定（都県境～東名高速間 約 18.1km） 

平成 

 ９年 

９月 国と都による「第１回東京外かく環状道路懇談会」を開催。「地

下構造を有力な案とし、計画の具体化を図っていく」ことを確

認 

平成 

１０年 

３月 関係区市・都・国からなる「東京外かく環状道路とまちづくり

に関する連絡会」を設置 

10 月 知事の現地視察 
平成 

１１年 
12 月 都知事が平成１１年第４回都議会定例会で、自動車専用部は地

下化を基本とすることを表明 
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４月 地元団体との話し合いを開催 

５月 外環に関するアンケート調査結果を公表 

（平成１２年２月～３月実施） 

７月 第２回地元団体との話し合いを開催 

平成 

１２年 

11 月 第３回地元団体との話し合いを開催 

１月 国土交通大臣、知事の現地視察 

４月 外環の計画のたたき台（地下構造への変更の具体的なイメー

ジ）を公表 

５月 参議院・国土交通委員会で、大臣の遺憾表明と新たな話合いの

場の設置提案 

５～ 

７月

外環の計画のたたき台の地元説明会及び相談所の開設 

８月 第４回地元団体との話し合いを開催。（新たな話合いの場の設

置に向けＰＩ外環協議会（仮称）準備会の提案） 

東京都議会外かく環状道路建設促進議員連盟設立 ９月

 ＰＩ外環協議会（仮称）準備会開催 

平成 

１３年 

 

12 月 学識経験者で構成する東京環状道路有識者委員会設立 

４月 東京環状道路有識者委員会から第一次提言 

６月 沿線住民、７区市、都、国からなるＰＩ外環沿線協議会を設置
平成 

１４年 
11 月 東京環状道路有識者委員会から最終提言 

１月 外環の方針公表（地下構造で早く、安く完成するための方針）

３月 外環の方針公表（１月の方針についての具体のイメージ図） 
平成 

１５年 
７月 環境影響評価方法書公告 

平成 

１６年 

１月 環境に関する現地調査着手 

地元説明会（意見を聴く会）を順次開催 １月

沿線住民、７区市、都、国からなるＰＩ外環沿線会議を設置 
平成 

１７年 
8 月 PI 外環沿線会議で構想段階に区切り 

 

（３）首都圏中央連絡道路 

 

（表４）事業内容 

区間 延長(km) 備考 

青梅市今井～ 

 八王子市南浅川 
約 24.6 

○八王子、青梅などの業務核都市を連絡 

○都内区間は都市計画決定済み 

○国土交通省、中日本高速道路株式会社が事業

を進めている。 

（表５）経緯 

平成 元年 ３月 国道２０号から埼玉県境までの区間について都市計画決定 

平成 ８年 ３月 青梅インターチェンジから関越自動車道までの区間の開通 

平成 ９年 ２月 国道２０号以南の区間の都市計画決定（2.1km） 
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３月 青梅インターチェンジから日の出インターチェンジまでの区

間の開通 

平成１４年 

９月 収用裁決、明渡裁決（あきる野市牛沼地区） 

６月 事業者が都に代執行請求（あきる野市牛沼地区） 

10 月 東京地裁が代執行手続等執行停止を決定（あきる野市牛沼地

区） 

平成１５年 

12 月 東京高裁が上記決定を取消（あきる野市牛沼地区） 

２月 地権者７名が自主的に土地を明渡し（あきる野市牛沼地区） 

３月 最高裁が代執行手続を認める決定（あきる野市牛沼地区） 

４月 残る地権者４名に代執行令書送付（あきる野市牛沼地区） 

４月 東京地裁が事業認定と収用裁決を取り消す判決、控訴 

（あきる野市牛沼地区） 

５月 ４名の地権者が自主的に土地等を明け渡す（あきる野市牛沼

地区）。これにより日の出インターチェンジからあきる野イ

ンターチェンジまでの全ての土地で明け渡しが完了 

５月 収用裁決、明渡裁決（八王子市裏高尾町） 

平成１６年 

８月 明渡期限（八王子市裏高尾町）あきる野インターチェンジから八王

子ジャンクションまで、起業者による用地取得が完了 

３月 日の出インターチェンジからあきる野インターチェンジまで

の区間の開通 

５月 

 

東京高裁が原告の請求（事業認定と収用裁決の取消）を棄却

する判決（八王子市裏高尾町） 

7 月 土地収用法に基づく事前説明会開催（八王子ジャンクション

から八王子南インターチェンジまでの区間） 

平成１７年 

９月 土地収用法に基づく事業認定申請（八王子ジャンクションか

ら八王子南インターチェンジまでの区間） 

 

 

２ 都市高速道路晴海線の整備促進 
 
（表６）事業内容 

区分 区間 延長

(km)

備考 

全区間 
江東区有明～ 

中央区築地 

約

5.1

○目的 

築地・月島地区などの交通及び、今後臨海

副都心地域などで発生する交通需要を湾

岸線に直結させ、交通の分散を図るととも

に、臨海副都心、豊洲地区、晴海地区の開

発を促進 

 事業中 
江東区有明～ 

中央区晴海 

約

2.7
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（表７）経緯 

昭和６３年 ３月 臨海副都心開発基本計画に位置付けられる。 

平成 ５年 ７月 都市高速道路晴海線都市計画決定 

平成１０年 ４月 晴海線のうち晴海出入り口が事業採択される。 

平成１１年 １２月 平成１２年度建設省予算案に湾岸線晴海出入り口が晴

海線として計上される。 

８月 建設省から首都高速道路公団に対し、有明～晴海にお

ける基本計画の指示がなされる。 

平成１２年 

１２月 有明～晴海の区間が、建設省より地域高規格道路にお

ける計画路線の整備区間に指定される。 

平成１３年 １１月 工事実施計画書の認可 

平成１４年 ２月 都市計画事業承認 
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８ 首都圏新空港の事業化の促進 

 

提案要求先 国土交通省  

都 所 管 局 都市整備局  

 

首都圏の空港の将来における能力の限界に対応するため、首都圏

新空港構想の具体化に向け、関係自治体とも十分に連携して調査検

討を促進させるとともに、国の施策として新空港を事業化するこ

と。 
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９ 東京外かく環状道路の生活再建救済制度の充実 

 

提案要求先 国土交通省 

都 所 管 局 都市整備局 

 

 生活再建救済制度は、平成１４年度の制度創設以来、年々申し出

件数が増えてきている。特に、東名高速や中央道と接続するジャン

クション周辺では、相続などにより大規模な農地の申し出が多い。 

 これらの申し出に適切に対応していくことは、広く地権者の理解

を得ることにつながり、外環整備の円滑で、かつ着実な推進を図る

上でも極めて重要である。 

 また、生活再建救済制度は公共用地として土地を取得するもので

あり、土地の権利者に対して、税制上の優遇措置の適用が必要不可

欠である。 

そこで、以下のことを提案要求する。 

 

(１) 外環が事業に着手されるまでの間、制度を存続すること。 

(２) 申し出のあった用地の取得が可能となるよう十分な予算を確

保すること。 

(３) 譲渡所得の特別控除など税制上の優遇措置を適用すること。 

(４) 相続税等の納税猶予の適用を受けている農地を譲渡するとき

は、引き続き納税猶予の適用とすること。 

(５) 相続税に係る利子税の納付を免除すること。 
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参  考 

 

【過去の実績と今後の予定】 

年度 執行数（件） 概算総面積（㎡） 取得価額（概数：円） 

Ｈ１５    ２ １７，０００ ３７億      

Ｈ１６ １２ ５，０００ １６億５０００万 

  ※実施区市 Ｈ１５年度…２市（三鷹市、調布市） 

         Ｈ１６年度…４区市（上記２市に加え、練馬区、武蔵野市） 

         Ｈ１７年度…５区市（新たに世田谷区で実施） 

【１７年度の必要額（必須）】 
区 市 件数 概算総面積（㎡） 概算用地補償費(円） 

練馬、武蔵野、三鷹、

調布、世田谷 
１２ ９,１００ ３１億 

 

【１７年度の上記以外の申出・要望額】 
区 市 件数 概算総面積（㎡） 概算用地補償費（円） 

練馬、武蔵野、 

三鷹、調布 
１０ ５,３００ ２１億 

○買取申出に対応できるよう必要な予算の確保が必要である。 

 

【東京外かく環状道路の買取請求に係る租税特別措置法】 

① 生活再建救済制度により土地を取得する場合、現在、外環が事業化前で

あることから、公有地拡大法の適用により譲渡所得等から１，５００万円

が控除されるが、収用交換等における譲渡所得の特別控除の特例と同様に

税制上の優遇措置を適用し、５，０００万円の特別控除とすること。 

② 計画区域内には相続税等の納税猶予措置制度の適用を受けた農地が集

積している。 

これらの土地を公共事業用地として譲渡すると、納税猶予が打ち切ら

れ、相続税及び利子税を納付しなければならない。 

従って、公共事業用地として譲渡した場合も、引き続き納税猶予を適用

し、相続税に係る利子税を免除する必要がある。 
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【東京外かく環状道路の都市計画用地内の土地利用状況（平成 14 年）】 

区分 面積（ha） 

公共用地 7.0

住宅施設 47.2

商業施設、工業施設 12.7

農地等 21.0

その他 17.5

計 105.4

※ 都市整備局ＧＩＳによるデータ 
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１０ 公営住宅における期限付き入居制度の位置付けの 

明確化 

 

提案要求先  国土交通省 

都 所 管 局  都市整備局 

 

  公営住宅を公平かつ有効に運営するため、事業主体が地域の実情を勘案し

て、期限付き入居制度を定期借家の趣旨に沿って適切に活用ができるよう、

制度の位置付けを明確化すること。 
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参  考 

都営住宅に導入した期限付き入居制度の内容 

趣  旨 

 

・都民共有の財産である都営住宅の利用機会の公平を確保するとともに、

併せて、高齢化する都営住宅団地及び周辺地域の活性化を図る。 

・少子化の進行に対応し、子育て支援を行う。 

・マンションの建替えに伴う一時的な住宅困窮者に対して緊急的支援を

行う。 

・一時的に住宅に困窮することとなる者のうち住宅政策上特に必要があ

るものに対して支援を行う。 

対象世帯及び

入居期間 

 ア 若年ファミリー世帯            １０年 

 イ 多子世帯                 １０年 

 ウ マンションの建替えに伴う一時的住宅困窮者  ３年以内 

 エ 木造住宅密集地域整備事業に伴う建替えにより一時的に住宅に困

窮する住宅所有者               ３年以内 

 オ 事業の破綻に伴い住宅を失った者で、計画的な経営の再建に取り

組んでいる者                 ５年 

対象住宅  ア 若年ファミリー世帯 

都内全域の都営住宅のうち、次の各条件を満たすもの 

  ① 住戸専有面積が概ね４０㎡以上の住宅 

② 昭和５７年度以降に建設した住宅 

③ 寄駅から徒歩１５分圏内の住宅 

 イ 多子世帯 

  ①住戸専用面積が概ね５６㎡超かつ３ＤＫ以上の住宅 

  ②、③ 上記アに同じ 

 ウ～オ マンション建替え等 

   都内全域の都営住宅     

期間満了時 

 の取り扱い 

 退去。ただし、若年ファミリー世帯、多子世帯及び事業再建者につい

ては、都営住宅の入居資格がある場合に、希望により、対象住宅以外の

住宅をあっせん 

実施年度  ア   平成13年度   

イ   平成17年度 

ウ～オ 平成15年度  

 実施状況 ア 若年ファミリー世帯向け 

平成16年5月募集  25戸  平均応募倍率 61.8倍 

平成16年11月募集 46戸  平均応募倍率 25.2倍 

平成17年5月募集  30戸  平均応募倍率 40.6倍 

平成17年11月募集 120戸 

 イ 多子世帯 

平成17年11月募集  50戸 

  ウ マンションの建替えに伴う一時的住宅困窮者 

    平成15年度募集 20戸   応募戸数 17戸 

  平成16年度募集 20戸   応募戸数  2戸 

 エ及びオについては、募集を行ったが応募者なし 
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地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の 

整備等に関する基本的な方針（平成17年 8月2日国土交通省告示） 

 

「公営住宅における定期借家制度（期限付き入居）については、入居を待つ

者が多数存在する立地条件等の優れた公営住宅に、将来的には自助努力により

住宅困窮事情が解消していくと考えられる子育て世帯や事業再建者など一時的

に住宅に困窮する世帯を一定期間入居させる場合などのように、地域における

公営住宅及び住宅困窮者等の実情を勘案しつつ、期間満了後の入居者の居住の

安定確保にも十分配慮した上で、公営住宅の公平かつ的確な供給を推進する観

点からその活用を図るものとする。」 
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１１ 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   

 

 幹線道路の沿道における生活環境を改善するため、 

 

１ 沿道環境改善事業の低騒音舗装・保水性舗装・新型遮音壁に対

する国庫補助金を増額すること。 

２ 自動車交通騒音が、低騒音舗装による対策実施後においても環

境基準を超過するなど、騒音値の高い路線において、より騒音低

減効果の高い二層式低騒音舗装へ転換する事業を国庫補助の対

象とすること。 

- 140 -



 

 

参  考 

 

１ 沿道環境対策の推進 

【平成１７年度 都の予算（当初）】 

（単位：百万円） 

区       分 合計 補助事業（国庫支出金） 単独事業 

沿道環境改善事業 8,812 1,256 (639) 7,556 

 低騒音舗装 7,347   407 (210) 6,940  

 保水性舗装 685   376 (188) 309  

 新型遮音壁 353   213 (111) 140  
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【騒音低減機能をもつ舗装と通常の舗装の比較】 

 

 

 

 

 

 

 

基  層 

 
タイヤの 
加振音 

(タイヤの振動) 

タイヤ 

タイヤ 

 
タイヤ 

の 
トレッド 

パターンノイズ

(空気の圧縮)

 

密粒度アスファルト舗装

通常の舗装 

 

骨材最大粒径 

(１３mm) 

 

空隙率 

(３～６％) 

 

 

 

基  層 

 

 

基  層 

 

タイヤ音 

現行低騒音より小 

タイヤ音 

密粒度より小 

タイヤ 

タイヤ 

 
二層式低騒音舗装

タイヤ 

タイヤ 

現行の低騒音舗装 

タイヤ 
の 

加振音 
 

(タイヤの振動)

 
タイヤの加振音 

の抑制 
 
(上層の小粒径の舗装

路面によりタイヤの

振動が抑制) 

騒音低減機能をもつ舗装 

下 層 
骨材最大粒径が大 

(１３または２０mm) 
 

空隙率 
(２０％程度) 

上 層 
骨材最大粒径が小 
(５または８mm) 

 
空隙率 

(２０％程度) 

タイヤの 
トレッド 

パターンノイズ 
の抑制 

 
(舗装路面の空隙を通し

て空気の圧縮が抑制) 

 
骨材最大粒径 

(１３mm) 
 

空隙率 
(２０％程度)

タイヤの 
トレッド 

パターンノイズ 
の抑制 

 
(舗装路面の空隙を通し

て空気の圧縮が抑制)
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【保水性舗装】 

 

 

 

 

 

開粒度表層 

路 床

集水ます

排 水

保水性表層 

基 層 

路 盤 

路 床 

路 盤

歩 道 車 道

降 雨

 

降 雨

蒸 散

 

蒸 散

 

 車道保水性舗装は、表層部に保水性のある材料を使用して、雨水を吸収保

持し、舗装表面から蒸発させる構造を持つ。 

特 徴 

 ・夏季における路面温度上昇の抑制 

 ・表層以外は通常舗装と同じ構造 
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１２ 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 

 

１ 東京都内には約 1,200 箇所の踏切が存在し、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。こうした踏切遮断に

よる交通渋滞や踏切事故を解消して、道路交通の円滑化を図ると

ともに、地域分断を解消し、安全で快適な都市の再生を図るため、

ＪＲ中央線、京浜急行本線・空港線等の 7 路線 9 箇所で連続立体

交差事業を進めている。これらの事業推進にあたり、今後事業費

の大幅な増加が必要となることから、事業推進に必要な国庫補助

金を確保すること。 

 

２ 区市が実施する関連事業に対しても必要な国庫補助金を確保

すること。 
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１３ 道路・橋梁事業の推進 

 

提案要求先 国土交通省         

都 所 管 局 建設局・都市整備局・港湾局 

 

１ 道路整備に対するニーズは依然として高いことを踏まえ、受益

者負担という制度趣旨に則り、道路整備を推進するため、道路特

定財源は使途拡大を含め、すべて道路整備に充当すること。 

とりわけ、首都圏の道路については、旅行速度が 26km/h と、

全国平均 35km/h に比べ非常に低い水準であり、三環状道路や骨

格幹線道路など、環境改善や防災性向上にとっても、必要な事業

がまだまだ多く残されているため、道路特定財源の首都圏への配

分を拡大し、道路整備に必要な予算を確保すること。 

 

２ 東京の骨格を形成する道路・橋梁事業を推進するため、国庫補

助金を増額すること。 

（１） 区部環状道路 

環状２号線、高速道路関連街路環状６号線等 

（２） 多摩の南北道路 

調布保谷線、府中所沢・鎌倉街道線等 

（３） 圏央道へのアクセス道路 

新滝山街道 

（４） 多摩川の橋梁 

大師橋、多摩大橋、是政橋等 

 

３ 区部北東部の交通不便地域の解消及び沿線の地域開発を目的

とした、新交通日暮里・舎人線の整備を推進するため、国庫補助

金を確保すること。 

 

４ 池袋・新宿・渋谷の３副都心の連携強化及び明治通りなどの交

通渋滞の緩和を目的とした、都市高速鉄道 13 号線の整備を推進

するため、国庫補助金を確保すること。 
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５ 有料道路事業の効果的活用を高めるため、 

（１） 有料道路の既存ストックを有効活用し、早期に有料道路事

業を終了し一般道路化する道路整備代替事業のための補助

制度を創設すること。 

（２） 地方道路公社の経営支援のための補助制度を創設するこ

と。 

 

６ 高齢化社会の到来に対応した安全で快適な歩行空間の形成を

目指し、バリアフリーに対応した歩道の整備を推進するため、歩

道整備事業および現道内で進めている歩道改善事業の実施に必

要な財源を確保すること。 

 

７ 道路構造令、車両制限令の改正を受け、既存橋梁の耐荷力向上

を図り、物流の効率化に資するため、橋梁の補修事業に対する国

庫補助金を確保すること。 

 

８ 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、信頼性の高い情報基盤の整備に的確に対応していくた

め、電線類地中化事業の実施に必要な財源を引き続き確保するこ

と。 

 

９ 国際物流機能の強化、首都圏再生の重要拠点である東京臨海地 

域の発展、さらには首都圏の道路交通の円滑化などを図るため、 

東京港臨海道路Ⅱ期（直轄臨港道路）を早期に整備すること。 
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５ 有料道路事業の効果的活用 

 

（１） 有料道路の既存ストックを有効活用し、早期に有料道路事業を 

   終了し一般道路化する道路整備代替事業のための補助制度を創設

すること 

既存の有料道路の料金抵抗を解消することにより、地域道路網における利

用者の選択の幅を広げ、新設道路と同等の効果をもたらす道路整備代替事業

のための補助制度を創設すること。 

この事業は、①用地買収・立ち退き・建設期間が不要、②既存ストック活

用により安価、③整備効果がすぐに発現、など事業特性があり、渋滞解消、

地域間連携の強化、環境改善の効果発現など、多大な便益還元が図れる。 

 

（２） 地方道路公社の経営支援のための補助制度を創設すること 

全国的に地方道路公社の経営が非常に厳しいことから、その経営を支援す

るため、道路特定財源の使途拡大による補助制度を創設すること。 

 

 

６ 歩道整備事業及び歩道改善事業 

【都道の歩道整備状況】 

（平成１７年４月１日現在 単位：km） 

 

 

【都道の歩道改善状況（平成17年度）】 

 

（平成１７年４月１日現在 単位：箇所） 

 

 

 

区    分 整備対象延長 整備済延長 整 備 率 

区    部 ９１０ ７８３ ８６．０％ 

多 摩 地 域 ９７０ ６５２ ６７．２％ 

計 １，８８０ １，４３５ ７６．３％ 

区    分 計画箇所合計 補助対象事業 単独事業 

歩道改善事業 ４０ ４ ３６ 
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７ 橋梁補修事業（橋梁の耐荷力向上） 

【実施状況】 

（平成１７年４月1日現在） 

区  分 計画箇所 実施箇所 達成率 

橋梁補修事業 53 41 77％ 

 

【平成１７年度 都の予算（当初）】 

   （単位：百万円） 

区  分 合計 補助事業費（国庫支出金） 単独事業 

橋梁補修事業 729 325(178) 404 

  橋梁補修事業に対する補助率 0.50又は0.55 

 

【国の予算（都への当初配分）】 

（単位：百万円） 

 

 

８ 都道における電線類の地中化整備状況 

（平成１７年４月１日現在 単位：km） 

 

 

区  分 平成15年度 平成16年度 平成17年度 

橋梁補修事業 

（国庫支出金）

335 

(179) 

423 

(230) 

325 

(178) 

区    分 整備対象延長 整備済延長 整 備 率 

区    部 １，２８８ ４７３ ３６．７％ 

多 摩 地 域 １，０４０ ６９     ６．６％ 

計 ２，３２８ ５４２ ２３．３％ 
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９ 直轄臨港道路（東京港臨海道路Ⅱ期）の整備促進 

東京港臨海道路の概要 

道路の種別 臨港道路（港湾法第２条第５項に基づく臨港交通施設） 

全工区 大田区城南島～江東区若洲 約 8.0km

第１工区

（Ⅰ期） 

大田区城南島～中央防波堤外側埋立地～

中央防波堤内側埋立地 

約 3.4km

事業区間 

 

第２工区 

（Ⅱ期） 

中央防波堤外側埋立地～江東区若洲 約 4.6km

道路の区分 第４種第１級に準拠 

車線数 往復４車線（中央防波堤外側埋立地内の約 3.1 ㎞は往復６車線）

東京西航路（第一航路）横断部 海底トンネル（沈埋工法） 航路横断部

の道路構造 東京東航路（第三航路）横断部 橋梁 

事業の実施 平成元年度に調査・設計に着手 

平成４年度に環境影響評価書を提出し、アセス手続完了 

平成５年度より城南島側から第１工区工事着手 

平成１４年４月に第１工区（Ⅰ期）供用開始 

平成１４年度にⅡ期事業採択(直轄臨港道路) 

平成１５年度より第三航路横断部仮設工事に着手 

平成１６年度より工事着手 

補助事業（港湾法第４３条に基づく費用の補助） 

直轄工事（港湾法第５２条第１項に規定） 

事業の根拠 

 

 

 第１工区 

（Ⅰ期） 

１，５１０億円

（補助事業）

平成１４年４月供用 

 

事業費と 

完成目途 

 第２工区

（Ⅱ期） 

１，４１０億円

(国直轄事業)

平成１４・１５年度 調査・設計

平成１５年度    仮設工着工

平成１６年度    着工 

平成２２年度    完成目途 

0
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