
 

 

１４ 公園整備事業の推進（都市公園整備事業 

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 都市公園は、今日、震災時における延焼防止、避難地、物流支

援の拠点としての重要性が高く認識されている。また、都市の再

生上でもその魅力や国際競争力を高めるなど、重要な役割を担っ

ており、その整備は緊急の課題である。 

現在、都民一人当たりの公園面積は約 5.5 ㎡であり、国内外の

大都市に比較して著しく少ない。東京都における公園整備事業を

促進するため、 

（１） 国庫補助金を増額すること。 

（２） 公園整備の用地取得については、補助率を１/３から１/２

に引き上げること。 

 

２ 災害に強い都市構造の形成を図る上で、密集市街地の整備は重

要課題であり、これに資する大型ヘリポートを中心とする救援・

復興活動拠点等の整備は急務である。拠点となる防災公園の整備

を短期集中的に進めるため、国庫補助金を増額すること。 

 

３ 近隣公園等の住区基幹公園は、被災時には食料等の配給拠点、

地域情報の提供の場等として、重要な役割を担う避難地となる。

防災拠点と連携することにより、さらに効果的な避難地となる住

区基幹公園等に対して、総合的かつ緊急的に整備の促進を図る事

業を創設すること。 

 

４ 広域的で連続した緑を保全・創出するために、都県や区市町村

間など、事業主体が連携して事業を推進するため、総合的に緑地

環境整備総合支援事業を強化・拡充すること。 
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参  考 

 

１ 都市公園整備事業の推進 

（表１）社会資本重点整備計画の概要 
（１）目標 ○一定水準の防災機能を備えるオープンスペースが一箇所

以上確保された大都市の割合を、平成 19 年度までに 25％

とすることを目標に、都市公園に於ける災害応急施設の整

備を進める。 

○都市における良好な自然環境の保全創出に資する公園緑

地を、平成１９年度までに約 2,100ha 確保する。 

○地域の自然や歴史的・文化資産を保全・活用した観光振

興の拠点、国家的イベントの会場等地域活性化の拠点とな

る都市公園の整備。 

（２）所管 国土交通省 

（表２）公園の整備計画 

整備計画 整備済事業（平成 16 年 4 月） 残事業 

  

 

規 模 

（ha） 一人当た

り（㎡）

規 模 

（ha） 一人当た

り（㎡）

整備率 

（％） 

規 模

（ha） 

都立公園 4,100 － 1,684 － 41.0 2,416 

その他公園 6,500 － 5,075 － 78.1 1,425

計 10,600 8.56 6,759 約 5.5 63.8 3,841

（表３）平成 17 年度都市公園等国庫補助事業費の東京都への配分（当初） 

（単位：百万円、％） 

 

 
 

 
 

(注）東京都分及び配分率の（ ）内は、都立公園への配分である。 

（図１）平成 1７年度（当初予算）都事業費内訳 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

公園事業費(ａ) 東京都分(ｂ) 配分率 (ｂ)/(ａ) 

201,700 4,565 2.26 

 （1,701） (0.84）

公園整備事業 

計 26,615 百万円 

 

用地会計返還金

単独事業

補助事業

補助事業

単独事業

用地会計返還金

○ 補助率は 

  

出金は 1,701 百万円 

  施設 1/2、用地 1/3 

○ 17 年度予算における国庫支

4,368 百万円(16.4%) 

2,104 百万円(7.9%)

20,143 百万円(75.7%) 
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（図２）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） 
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 (表４)用地買収費に対する現在の国庫補助 

  

 

 

 

 

1/2 とすることを要求 

 

２ 大型ヘリポートを中心とする防災公園の整備促進 

   環七周辺の木造密集地や多摩部の中心部に位置する、表５の都市公園について、

大型ヘリコプターの離着陸できるヘリポート等、災害復旧時の救援・復興活動拠点の

整備を行う。 

都市計画

面積
開園面積 ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

応急

給水槽

防火

水槽

防災

トイレ

城北中央公園 43.6 24.2 1 1 3 1 ・ヘリポート（未設置公園）

和田堀公園 54.4 19.0 1 2 3 2 ・園路（緊急車両対応）

駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園 40.52 41.3 9 1 ・防災放送設備

舎人公園 69.5 51.4 6 ・照明施設

水元公園 145 82.0 1 1 5 ・防災トイレ

篠崎公園 86.8 28.8 1 1 8 5 　　　　　　　ほか

葛西臨海公園 183.5 79.6

木場公園 24.2 24.2 2

武蔵野の森公園 38.8 14.8 1

神代植物公園 100.32 47.7

小金井公園 146.9 77.5

（表５）　救援・復興活動拠点となる主な都立公園の整備

今後の整備

面積（ha）

公園名

整備済防災施設（H16.3月末）

 

 

区分 補助率 根拠法令 

公園整備 1/3 都市公園法施行令第 25 条 

道路・街路

整備 

1/2 

 

道路法 56 条 
参
考 

河川整備 1/2 河川法第 60 条第 2 項 

- 158 -



 

３ 防災機能強化にむけた防災拠点と避難地の連携 
 阪神淡路大震災や新潟県中越地震の際、都市公園は避難場所として、また、
救援・復興の拠点として、重要な役割を果たした。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
＜防災公園拡充（例）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《新規要望》 採択要件 

補助メニュー 対象 金額（千円）国費 全体事業費 面積（ha） 

区市町村 10,000 以上 2.5 億円以上
防災機能強化

総合支援事業 
都 30,000 以上 5.0 億円以上

防災関係部局と連携

による計画に基づき

実施する、都市公園

整備事業に対する補

助 

《参考：現行制度》 

区市町村 10,000 以上 2.5 億円以上 １ｈａ以上 
個別補助 

都 30,000 以上 5.0 億円以上 １ｈａ以上 

統合補助 区市町村 10,000 以上 2.5 億円以上
１地区500㎡/箇所

５箇所以上 

区市町村 10,000 以上 2.5 億円以上
緑地環境整備

総合支援事業 
都 30,000 以上 5.0 億円以上

緑の基本計画に位置

付けられた、都市公

園・古都保全・緑地

保全・市民緑地事業

に対する補助 

救援・復興活動拠点（広域公園等） 

概ね５km 

救援・復興活動拠点を中心に、概

ね 5km の範囲内にある避難地を集

中的に整備することにより、被災

時に迅速な対応が可能となる。 

避難地（住区基幹公園等）

【防災拠点の生活物資集積状況】 【ボランティアによる炊き出し支援状況】 

〔救援・復興活動拠点〕 〔避難地〕 
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４ 緑地環境整備総合支援事業の強化・拡充 

 緑地環境整備総合支援事業が創設されたことにより、広域的な視点から補助

を受けられることとなったが、同一区域に都事業・区市町村事業が重複して計

画されることが多々ある。 

緑地環境整備総合支援事業

都市公園

緑地保全地区

市民緑地

単独自治体

平成１６年度

緑の基本計画に位置づけられた水と緑のネットワーク計
画に基づき、都市公園、緑地保全地区及び市民緑地に対
して、総合的な支援を行うことが出来る。

都市公園

緑地保全地区

市民緑地

平成１７年度

緑とオープンスペースを効率的・効果的に確保するため、
複数の自治体による事業計画を策定し、より総合的な支
援を行うことが可能となった。

単独自治体の範囲内で、水と緑のネットワークを図るこ
とにより総合的な事業が可能となる。

都市公園

緑地保全地区

市民緑地

複数の自治体が連携し、水と緑のネットワークを図ること
により、さらに広範囲の一体的な事業が可能となる。（よ
り広域的な自然を対象とすることにより、良好な景観の
形成に対する仕組みや、より総合的な緑地環境整備が
推進できる。）

平成１７年度後期提案要求（東京都）

事業計画 事業計画

複数の自治体Ａ市 Ｂ市

 

 

 

 

都市公園

緑地保全地区

市民緑地

都市公園

緑地保全地区

市民緑地

事業計画
事業執行

複数の自治体Ａ市 Ｂ市

平成１８年度

効率的な事業執行に向けて、事業主体ごとでなく事業計
画に位置づけられた地域単位での補助などについて、本
制度の拡充が必要。さらに、一体的な事業推進のため、
事業計画の策定などソフト事業への補助制度を創出し、
事業主体を越えた水と緑の骨格軸形成へ向け推進して
いく。
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１５ 東京湾岸地域における｢経済特区｣の設置 

 

提案要求先 内閣府・財務省・国土交通省 

都 所 管 局 港湾局           

 

 

 我が国経済の閉塞感を払拭し国際競争力を強化していくため、立

地特性に優れた東京湾岸地域に、今後成長が期待される国内外の企

業の進出を促進し、環境・エネルギー、バイオ・ゲノム、研究開発

型の産業の拠点、国際ビジネス、国際物流の拠点を形成し、世界を

牽引する経済拠点へ発展させていく必要がある。 

 このため、東京湾岸地域の特定地区に、企業進出にかかる税制上

の優遇措置や融資制度等の拡充、法規制の緩和を行う「経済特区」

を設置するとともに、経済特区を支える公共インフラの整備等を促

進すること。 
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参  考 

 

１ 優遇措置等 

（１）進出企業に対する優遇措置 

   ① 法人税の軽減 

     （所得から一定割合控除、投資減税の実施、特別償却の

拡大、投資損失準備金制度の創設） 

② 登録免許税の免除 

③ 法人事業税の免除 

④ 事業所税の免除 

⑤ 不動産取得税の免除 

 （２）上記③から⑤の税制特例による地方税減収分の実質的な補

てん措置 

 

２ 融資制度・税優遇措置等の拡充 

  【都市再生緊急整備地域において次の事項を提案】 

（１）民間都市再生事業計画の積極的な認定 

（２）民間都市再生事業計画の認定申請期限の延伸 

  

３ 法規制の緩和 

 （１）特許料・特許審査請求料の軽減 

（２）特許出願猶予期間の延長 

（３）外国人ＩＴ技術者の在留資格要件緩和 

 

４ 公共インフラの整備等 

（１）国道３５７号の整備促進 

（２）臨海部幹線道路等の道路網の整備促進 

（３）アクアラインの特別料金の設定 

（４）東海道貨物支線の貨客併用化の促進 

（５）りんかい線と京葉線の相互乗り入れに関する運賃収受方法

の見直し 
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１６ スーパー中枢港湾育成に向けた取組に対

する支援の強化 
 

提案要求先 財務省・国土交通省 

都 所 管 局 港湾局       

 

東京港は、首都圏４，０００万人の生活と産業を支える物流拠

点であり、わが国で最もコンテナ取扱量の多い港湾である。スー

パー中枢港湾として国際競争力をより一層強化するため、スーパ

ー中枢港湾育成に向けた取組に対し強力な支援を行うこと。 

 

１ 次世代高規格コンテナターミナルの形成に向けたコンテナヤ

ードの拡張やオペレーションシステムの統合・高度化施策への財

政支援を行うこと。 

 

２ 京浜３港（東京港･川崎港・横浜港）が実施する広域連携施策

への財政措置を行うこと。              

 

３ 「港湾の管理･運営のあり方に関する検討部会」提言の趣旨に

沿って、国、港湾管理者、公社が連携してそれぞれの責任を果た

しつつ、公社ふ頭のコスト低減化を図るため、国費導入等による

助成制度を創設等すること。 

 (1) 公社ふ頭における施設の整備及び改良・補修に対して国費

による助成制度を創設すること。 

 (2)  災害時における公社ふ頭の復旧事業について、国からの公

的支援制度を創設すること。 

 (3) 公社ふ頭に係る用地関係費用について、十分な低減方策を

講じること。 

 (4)  公社の自主的な経営判断により、ふ頭貸付料の低減化など

公社運営が弾力的に行えるよう、法令などで細部まで規定さ

れているふ頭貸付料の原価項目等の見直しをはじめ、適切な

対策を講じること。 
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４ 港湾における国際物流機能の充実・強化を図るため、港湾機能

施設整備事業への国費導入による助成制度を創設すること。 

                （以上、財務省・国土交通省） 

 

５ 「水先制度のあり方に関する懇談会」の検討等を踏まえ、水

先制度の改善など、規制緩和を進めること。  （国土交通省） 
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参  考 

 

１ 次世代高規格コンテナターミナルの形成に向けたコンテナヤード

の拡張やオペレーションシステムの統合・高度化施策への財政支援 

【東京港の次世代高規格コンテナターミナルの形成に向けた主な取組】 

  ＜大井ふ頭＞ 

  ・ふ頭背後地をターミナルに取り込むことによるヤード機能の拡張、ターミナ

ル業務の共同化の推進を段階的に行っていく。 

  ・ターミナルの一体的運営や震災時の対応を図るためのオペレーションシステ

ムの統合化の実現に向けた検討を行っていく。 

  ＜青海ふ頭＞ 

  ・ヤードの共同利用やゲートシステムの統一化、荷役機械の相互融通など、可

能なところから作業の共同化を進め、公共ふ頭の一体運営を推進していく。 

  ・公共ふ頭の一体的運営から公社ふ頭との共同化を進め、公共・公社ふ頭間の

一体的な管理運営の可能性を検討していく。 

 

２ 京浜３港（東京港･川崎港・横浜港）が実施する広域連携施策への

財政措置 

【京浜３港間の横持ち輸送の効率化】 

年間 20 万本と推計される京浜 3 港間のコンテナ横持ち輸送を効率化し、併せ

て港頭地区の交通混雑の緩和と環境負荷の軽減を図るため、陸上輸送、海上輸送

等の輸送手段別の共同輸送トライアルの実施結果を踏まえ、適応性・実現性を検

討･検証し、具体的方策の早期実施を図る。 

【その他の広域連携施策】 

  港湾施設使用手続き統一化、地震発生時の耐震バースの相互利用体制の確立、

道路ネットワークの強化 など 

 

３ 「港湾の管理･運営のあり方に関する検討部会」提言の趣旨に沿っ

て、国、港湾管理者、公社が連携してそれぞれの責任を果たしつつ、

公社ふ頭のコスト低減化を図るため、国費導入等による助成制度の創

設 

 近年、公共ふ頭については、定期使用許可制度、施設の整備・運営･維持管理

を民間事業者が行う PFI 方式、一体的かつ長期的に民間企業に貸し付ける特区方

式が導入され、借受者が専用使用する公社ふ頭の利用形態に近づいている。 

その一方で、公共ふ頭に対して国の補助制度がある係留施設の整備や補修につ
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いては、公社ふ頭では経費を基本的に 100％貸付料で回収する仕組みとなってお

り、公共ふ頭とのバランスを失しているばかりでなく、国際的な競争に弾力的に

対応できない。 

既存公社ふ頭は、東京港コンテナ貨物の約 8 割（全国では約 6 割）を取り扱い、

首都圏経済にとって不可欠な物流機能を担っているのみならず、震災時において

は緊急物資等の輸送拠点としての役割も担っており、その公共性に鑑み、国際競

争力強化に向け適切な財政支援を講ずるべきである。 

公社ふ頭を中心とした既存ふ頭の管理･運営のあり方については、国が「スー

パー中枢港湾選定委員会」のもとに設置した「港湾の管理･運営のあり方に関す

る検討部会（座長:杉山武彦一橋大学長）」において検討がなされ、本年 4 月に

部会報告が取りまとめられた。港湾管理者の立場からみて、部会の提言は既存公

社ふ頭の国際競争力強化のために必ずしも十分なものとはいえないが、少なくと

もこれに盛り込まれた提言を着実に実施することにより公社ふ頭の競争力強化

策を構築することが必要である。 

 

(1) 公社ふ頭における施設の整備及び改良・補修に対する国費による助成制度

の創設について 

公社ふ頭の施設整備、改良・補修に対する国費による助成が必要である。特

に、荷役機械については耐用年数が 15 年と短くリプレースの回数が多いうえ、

１基当たり８億円を超える高価な施設のため、ふ頭借受者の負担を抑えるため

の国費の導入が重要である。 

(2) 災害時における公社ふ頭の復旧事業について国からの公的支援制度の創設

について 

   公社ふ頭の貸付料は「外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律」及

び同法の規定を受けた省令によって原価項目が詳細に決められているが、上記

部会報告では、とりわけ、公社ふ頭の被災に備える災害復旧引当金については、  

「適切な対応策を講じつつ、その軽減を図ることが必要」とされており、この

具体化が求められる。 

このため、災害時の復旧事業についての国の支援制度を創設することによっ

て、引当金の積み増しを取りやめ、貸付料の低減を可能にする。 

 (3) 公社ふ頭に係る用地関係費用について、十分な低減方策を講じることにつ

いて 

   公社ふ頭はヤード等の広大な敷地を必要としていることから、それに係る用

地関連費用は貸付料原価の大きな割合を占めている。 

上記部会報告では、公社ふ頭の下物部分の公共化提案と併せて、引き続き税
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制上の減免措置等を行っていく必要があるものとしているが、単に現状維持に

とどまらない、十分な用地関係費用の低減方策が必要である。 

 (4) 公社の自主的な経営判断により、ふ頭貸付料の低減化など公社運営が弾力

的に行えるよう、貸付料の原価項目等の見直しをはじめとする適切な対策 

承継法等で規定されている公社ふ頭の貸付料の原価項目や貸付料設定方式

について、国において適切な対策を講じることにより見直しを行い、貸付料の

低減化等を実現していく必要がある。 

 

４ 港湾における国際物流機能の充実･強化を図るため、港湾機能施設

整備事業への国費導入による助成制度の創設 

 港湾における国際物流機能の充実・強化を図るため、ふ頭整備等における荷役

機械やヤード整備等の港湾機能施設整備事業に対する国費導入による助成制度

を創設し、ふ頭利用者の負担を軽減し、トータルコストを低減していくことによ

り、国際競争力を強化していく。 

 

５ 規制緩和を進めることについて 

【水先制度の改善】 

 ・水先料金の低減 

 ・水先区の統合 

※ 国土交通省海事局は「水先制度のあり方に関する懇談会」を 16 年 3 月に設置

し、同制度の検討を行った結果、17 年 4 月から外国籍船の水先人乗船義務の緩

和が実現した。 

  同懇談会の報告を受け、国では交通政策審議会海事分科会に水先制度部会を設

置し、水先業務運営の効率化や水先料金の低減など具体的方策の検討などを行っ

ているが、その詳細は未定であるため、引き続き当該水先制度改善を要求する。 

【その他の規制緩和】 

・外国船による国内コンテナ輸送を認める特例措置を講じること 
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１７ 都市高速鉄道整備の充実･強化 

 

提案要求先 総務省・国土交通省 

都 所 管 局 交通局・都市整備局 

 

１ 地下高速鉄道の建設に伴う企業債の支払利息や元金償還が大

きな財政負担となっているため、以下の方策を行うこと。 

 （１）特例債制度については、所要の財政措置を講じること。 

 （２）政府債を借換の対象とすること。 

（３）公営企業金融公庫債の低金利債への借換条件を緩和するこ

と。 

 （４）施設の耐用年数に見合うよう、償還期限を延長すること。 

（以上、総務省） 

 

２ 既設線の機能を強化するため、バリアフリー化等を目的とする

施設改良工事の補助率を引き上げるとともに、補助対象事業を拡

大すること。 

  また、地下駅火災対策整備事業の補助制度について、一層の拡

充を図ること。 

 

３ 地下高速鉄道整備事業費補助制度の補助率を引き上げるなど

一層の充実を図ること。 

 

４ 深刻な東京の通勤事情を解消するため、都市高速鉄道（地下高

速鉄道及び民営鉄道）の整備を進めているが、現行の補助制度で

は、地方公共団体が国を上回る負担を求められ、大きな財政負担

となっているため、以下の方策を実施すること。 

  （１）地下高速鉄道に対する現行制度の補助金について、 

     ア 国は 1 割削減を行うことなく、必要な補助枠を確保  

すること。 

     イ 地方公共団体の負担率を１/３に軽減すること。 

  （２）民鉄利子補給については、地方公共団体の負担率を１/

３に軽減すること。        （以上、国土交通省） 
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