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１ 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、以下の措置を講ずること。 

 

１ 都は、中小事業者の自主的取組を支援するため、VOC 対策ガイド

の作成やアドバイザー派遣制度の構築など VOC 対策の推進を図っ

てきた。VOC が大気汚染に与える影響は広域的であることから、国

においてもこうした取組が広く実施されるよう中小事業者の自主

的取組の推進策を早急に講じること。        （環境省） 

 

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。  （経済産業省・環境省） 

 

３ 屋外塗装における低 VOC 塗料の普及拡大を促進するため、公共建

築物等の屋外塗装工事において、国は率先して、低 VOC 塗料の積極

的導入を図ること。          （国土交通省・環境省） 

 

４ 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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２ 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、主体的に取り組むべき課題である。 

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都としても、世界

自然遺産の登録を実現するために２つの課題への取り組みを具体

的に開始した。 

 ついては、世界自然遺産登録の実現のため、国は自らの取り組み

を強化するとともに、都、村の取組みに対して、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、今後とも移入種

対策に取り組むこと。        （農林水産省・環境省） 

 

２ 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。          （国土交通省） 

 

３ 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） 

      

４ 都、小笠原村の意向を踏まえたうえで、登録実現に向けた保護

担保措置の拡充について引き続き推進すること。 

（農林水産省・環境省） 
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３ 市街地土壌汚染対策の推進 

 

提案要求先 環境省 

都 所 管 局 環境局 

 

 

１ 市街地の土壌汚染対策を推進するため、国は、土地所有者の負  

担能力が低い場合については土壌汚染対策基金を通じた助成を

行うとしているが、助成において地方自治体に負担を求めるとす

る条件を撤廃する制度の見直しを早急に行うこと。また、助成が

有効に活用されるよう、土地所有者だけではなく汚染原因者も負

担能力の低い場合には助成対象とすること。 

さらに政府系金融機関の融資限度額の割合の増加、償還期間の

延長など融資制度を拡充すること。 

 

２ 大都市の住宅と工場が混在する狭い土地に対応でき、かつ、資

金力に乏しい事業者が低コストで土壌汚染対策が行えるよう早

急に汚染処理技術を確立すること。 

  また、土壌汚染の状況を迅速かつ的確に把握できる簡易な測定

方法の開発を進め、土壌汚染対策法の測定方法として定めるこ

と。 

 

３  土壌汚染のあった土地を有効利用することは、都市づくりや経

済発展の上でも極めて重要であることから、土壌汚染に係る土地

が適正に評価されるため、関係する業界への正しい情報の提供や

汚染された土地の適正評価に関する手法の検討を行うこと。 

 

４ ダイオキシン類による土壌汚染対策に係る法制度については、

ダイオキシン類対策特別措置法において自治体等による対策を

規定しているのみである。迅速かつ的確な対策を実施するために

は、土地所有者等とも適切な役割分担を図ることが必要であるこ

とから、土壌汚染対策法が適用できるようダイオキシン類を同法

の対象に規定するなど、制度を整備すること。 
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４ 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

ーゼル車規制を実施し、八都県市で連携協力してディーゼル車対策

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。また、幹線道路沿いの高濃度
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汚染は早期に解消する必要があることから、その改善に資す

る即効性のある対策を国の責任において早急に実現するこ

と。 

加えて、対策地域外の地方主要都市においても、道路沿道

等で環境基準が未達成の測定局があることを踏まえ、対策地

域を拡大すること。       （国土交通省・環境省） 

（２） 「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） 使用過程車の排出ガス性能を維持、確保するため、大気汚

染防止法及び道路運送車両法に基づく使用過程車の検査時

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における目

標が設定されたところであるが、実施にあたっては、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目
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標値について早期に実現を図ること。 

（２） 低排出ガス車の認定制度では、中央環境審議会答申の新長

期規制以後の目標値の早期達成に向けた基準設定を行うと

ともに、型式指定自動車や一酸化炭素等発散装置指定自動車

に加え、改造車についても対象とすること。 

（以上、国土交通省・環境省） 

（３） 低排出ガス車の普及のため、燃料供給施設の整備、低排出

ガス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、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） 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) 

（３） 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。        （経済産業省・環境省） 

                              

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。   
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（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。 

（以上、国土交通省・環境省） 

 

７ 保健対策の充実 

 ディーゼル排出微粒子などによる大気汚染の健康影響に関す

る研究調査を推進し、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。ま

た、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、メーカー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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５ 都市と地球の温暖化防止対策の推進 

 

提案要求先 総務省・文部科学省・経済産業省・

国土交通省・環境省        

都 所 管 局 環境局・主税局・下水道局     

 

 

都においては、地球温暖化とヒートアイランド現象（都市部気温

上昇現象）が同時に進行している。 

温暖化対策における国の役割としては、①「京都議定書」の６％

削減の達成に向け、事業者による自主的取組や国民に対する普及啓

発等にとどまらない、実効性ある地球温暖化対策を直ちに開始する

こと、②地球温暖化の速度を大きく上回る都市の温暖化（＝「ヒー

トアイランド現象（都市部気温上昇現象）」の実態を踏まえ、総合

的な温暖化対策を推進していくことである。 

ついては、東京を人間が持続して安心して住み続けることが可能

な都市とするため、以下の措置を講じること。 

 

１ 実効性ある温室効果ガス削減対策の実施 

（１） 長期的・継続的な温室効果ガスの排出削減に向け、2013

年以降の中長期的な目標を策定すること。 

（２） 今なお増加基調にある温室効果ガスの総排出量を早急に減

少基調に転換するため、排出権取引等を活用した経済的手法

など具体的な実効性ある対策を早急に実施すること。 

（以上、経済産業省・環境省） 

（３） 環境税を導入する場合には、地方自治体が環境政策に果た

す責任と役割等を踏まえ、地方税を主体とすること。 

                （総務省・環境省） 

（４） 下水道事業における汚泥焼却廃熱による発電等、下水道事

業より発生する資源、エネルギーを広く利活用することによ

り、温室効果ガスの削減に資する計画的な取組みに対し、高

い補助率を適用するなど財政措置を充実し、削減対策を支援

すること。               （国土交通省） 
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（５） 自動車の省エネルギー対策を推進するため、ほとんどの自

動車メーカーにおいて 2005 年度に目標を達成する見込みと

なっていることから、現行の燃費基準を強化した次期燃費基

準を早期に設定するとともに、未設定の車両総重量 2.5t 超

3.5ｔ以下の車両の燃費基準を早期に創設すること。 

（６）  車両重量化の抑制や重量車の一層の燃費改善を図るため、

欧米で既に実施されている「平均燃費規制」を追加導入する

こと。 

（７） 燃費性能のより優れた自動車の購入を促すため、燃費数値

の表示やよりきめ細かな段階評価基準の設定など、ラベリン

グ制度を充実・強化すること。 

               （以上、経済産業省・国土交通省） 

 

２ フロン対策の推進 

  改正フロン回収破壊法において、行程管理制度が盛り込まれた

が、その実行の確認を容易にできるようにするため、建設リサイ

クル法に基づく建築物の解体時等に行われる届出に関する発注

者（個人）情報を取得できるような制度を整備すること。 

           （経済産業省・国土交通省・環境省） 

 

３ 再生可能エネルギーの普及・拡大 

（１） 再生可能エネルギーの普及拡大を急速に進めるため、再生

可能エネルギーの導入については、RPS 法（「電気事業者に

よる新エネルギー等の利用に関する特別措置法」）において、

長期導入目標を設定するとともに、2010 年までの目標を大

幅に引き上げること。 

（２） 電気の需要者が、電気事業者の再生可能エネルギー導入拡

大など温暖化対策への取組状況を踏まえて、電気を購入でき

るようにするため、東京都が条例で規定したエネルギー環境

計画書制度を基にして、電力事業者ごとの再生可能エネルギ

ー導入状況や CO2 排出係数等を公表する制度を創設するこ

と。               （以上、経済産業省） 
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４ ヒートアイランド現象（都市部気温上昇現象）対策の推進 

 ヒートアイランド現象（都市部気温上昇現象）は大都市特有の

問題であるため、都市再生の一環として国が指定した「地球温暖

化対策・ヒートアイランド対策モデル地域」において、国におい

て集中的に車道、歩道の保水性舗装、街路樹整備、壁面緑化など

の対策を実施するとともに、自治体及び事業者が実施する同対策

に対して十分な財政措置を講じること。 

（文部科学省・国土交通省・環境省） 
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６ 廃棄物・リサイクル対策の拡充 

 

提案要求先 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省  

都 所 管 局 環境局・都市整備局             

 

 

１ 産業廃棄物の不適正処理対策 

（１） 建設廃棄物の不法投棄を防止するため、解体工事から処分

に至る廃棄物の流れを総合的に管理するとともに、適正処理

に必要な費用が確実に支払われる制度を導入すること。 

（国土交通省・環境省） 

（２） 産業廃棄物の排出事業者の責任を徹底するため、現行の多

量排出事業者の報告制度を拡充し、排出事業者に対し、適正

処理に向けた具体的な取組状況を報告することを義務づけ、

それを公表する制度を導入すること。 

（３） 産業廃棄物処理業者が適正な処理を確実に行うよう、処理

施設等を有する処理業者に対し、処理の状況を報告すること

を義務づけ、それを公表する制度を導入すること。 

（４） 硫酸ピッチの不法投棄に伴う生活環境上の支障の除去を図

るため、各都県市が行う原状回復事業に対する国の基金の充

実・強化を図ること。 

（５） 広域的な硫酸ピッチの不法投棄に迅速かつ的確に対応する

ため、国の関係機関及び各都県市間の連携体制を国において

構築すること。            （以上、環境省） 

 

２ スーパーエコタウン事業の推進  

都市再生プロジェクトの一環として都が進めている「スーパー

エコタウン事業」において、民間事業者により推進される先進的

で信頼性の高い新たな施設の整備に対し、事業を円滑かつ確実に

実施できるよう必要な財政措置などを講じること。 

  （農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省） 
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３ ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理の円滑な実施 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理の円滑かつ確実な実施のため、

製造者等をはじめとした産業界に対して、ポリ塩化ビフェニル廃

棄物処理基金に新たに拠出させるとともに、特に、倒産・廃業に

より処理費用の捻出が困難な事業者などについては費用負担を

一層軽減するため、基金制度の弾力的な運用を図ること。 

             （環境省） 
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７ 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充 

 

提案要求先 財務省・国土交通省・環境省 

都 所 管 局 環境局・都市整備局・建設局 

 

 

東京においては、都市化に起因するヒートアイランド現象（都市

部気温上昇現象）の解消や密集市街地における地震等大規模な災害

の防止、豊かでうるおいのある質の高い都市生活を実現するため、

緑の保全･創出が急務となっている。 

国においても、都市再生プロジェクト（第３次決定）において、

「大都市圏における都市環境インフラの再生」に取り組むこととし

たほか、緑と公園に関する法制の抜本的見直しを行ったところであ

るが、都市や都市近郊に残された貴重な緑地を保全するための優遇

制度はまだまだ不十分である。 

東京を緑豊かで災害に強い魅力あるまちとするとともに、これま

で残されてきた緑地を将来に伝えるため、より一層の緑地の保全と

創出に向けた税財政措置を講じること。 

 

１ 税財政措置の拡充 

（１） 税制措置の拡充 

東京は、政治・経済・文化等の中心として我が国を先導し

てきた一方で、失われつつある貴重な緑地を保全緑地に指定

するなど取り組んできた。 

しかしながら、都市並びに都市近郊の樹林地等について

は、所有者に緑地として保有し続ける意思があるにもかかわ

らず、高額な相続税の納税のため転用・売却される事例が多

く、緑地喪失の主要な原因となっている。 

ついては、将来にわたり保全すべき緑地として地方自治体

が指定している、次の保全緑地において、相続税の納税猶予

制度を創設すること。  

①都独自の保全緑地 

②区市町村独自の保全緑地  
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③都自然環境保全地域特別地区 

④都立自然公園特別地域 

⑤都市緑地法による特別緑地保全地区 

⑥鳥獣保護区特別保護地区 

⑦区市町村指定の保存樹林  

（財務省・国土交通省・環境省） 

（２） 財政措置の拡充 

  国は、都市再生プロジェクト（第３次決定）を受け、「首

都圏における水と緑のネットワーク」形成を推進していると

ころである。 

ついては、地方自治体独自の制度による保全緑地等の買取

りについても、「首都圏における水と緑のネットワーク」形

成に資するものに対して必要な財政措置を講じること。 

                    （国土交通省・環境省） 

 

２ 国有地の無償貸付制度の継続・拡充 

物納樹林地や国の施設移転跡地等の国有地は、地方自治体が都

市基盤の整備を進め自然環境の保全創出に努めているなかで、公

園緑地用地として大きな役割を果たしているところである。 

しかしながら、財政制度等審議会答申で示された国有地の無償

貸付制度の廃止についての考え方は、地方自治体にとって、大き

な財政負担となり、自然環境の保全創出事業の停滞を余儀なくさ

せるものである。 

ついては、以下の措置を講じること 

（１） 無償貸付制度を継続すること。 

（２） 無償貸付の面積割合を拡大すること。               

（３） 地方自治体が物納地を優先的に取得できるしくみを拡充す

ること。            （財務省・国土交通省） 
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８ アスベスト対策の推進 

 

提案要求先 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       

 

 

 アスベストによる健康被害については、昨年 6 月以降、労災問題

に端を発し、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を行ってきたが、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いたる総合的かつ抜

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、下記のとおり要望する。 

 

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、大気汚染防止法に濃度測定義務を規定すること。 

また、非飛散性のアスベスト成形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。 

 

３ 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。 

 

４ 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） 

 

５ 安全で信頼性の高いアスベスト廃棄物の無害化処理技術が早

期に確立されるよう、民間事業者等への支援を拡充すること。 

                 （経済産業省・環境省） 
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９ 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昨年 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範にわたることから、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） 船舶の排ガス対策には、C 重油など船舶の原動機で使われ

ている低質燃料油を、硫黄分が低く燃焼性も優れたＡ重油な

どの良質燃料油へと切り替えることが効果的である。ついて

は、停泊船舶の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、その達成に向けて石油事業者など関係

業界に積極的に働きかけを行うこと。    

（２） 船舶からの排出ガス対策として、停泊中に陸上電源設備を

利用する実証実験が国において予定されているが、その実験

を効果的に実施するとともに、陸上電源設備の早期普及に向

けて、さらに検討調査を進めること。 

また、陸上電源設備の実用化に向け、技術的課題の克服に

関する検討や、電力料金に係る料金体系上の優遇措置等の仕

組みづくりなどに関する検討を積極的に進めること。 
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（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

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。 
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１０ 花粉症対策の推進 

 

提案要求先 財務省・厚生労働省・農林水産省・環境省      

都 所 管 局 福祉保健局・産業労働局・環境局     

 

 

花粉症は、今や国民の約６人に１人が患者であるとされ、近年、

都市部を中心に患者が増加し、大気汚染との複合汚染も指摘される

など、その対策は、都民、国民の健康に係わる重要な課題である。 

花粉症問題は、深刻な大気汚染の放置や、戦後行った大規模な植

林とその後の木材輸入自由化により、スギ林の需給バランスが崩

れ、花粉発生源となるスギ林伐採が停滞したことによってもたらさ

れたものであり、国の責任において広域的な対策を行うことが必要

である。 

国は、花粉症が重大な健康問題であることを認識し、以下の対策 

に真剣に取り組むこと。 

 

１ 花粉発生源対策の充実 

（１）森林整備のための施策の充実 
花粉発生源として実施する広葉樹林化や針広混交林化の促

進、花粉の少ない樹種への植替えの促進、花粉対策のために必

要となる間伐、枝打ち促進などの森林整備に対して、国におい

て「花粉発生源対策」としての補助事業を新たに創設し支援す

ること。 

また都では現在、公益法人を活用して植替え費用にあてる寄

附を募っているが、これに対して住民や企業がより一層協力し

やすくなるよう、花粉発生源対策を実施する公益法人を特定公

益増進法人とするなど、寄附金に対する税制上の優遇措置を拡

充すること。           （財務省・農林水産省） 

（２）国産材の利用促進のための施策の充実 

花粉の少ない品種等への植え替えを促進し、伐採したスギ等

の国産材を積極的に利用するため、国産材の公共施設や公共事

業での利用促進、国民へのＰＲ、技術研究開発の推進など、施
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策を充実すること。            （農林水産省） 

 

２ 花粉症予防・治療対策の推進 

（１） 舌下減感作療法など、負担が少なく利用しやすい根本的治

療法が保険診療として早期に実用化されるよう、臨床研究を

一層推進すること。           （厚生労働省） 

（２） ディーゼル車排出ガスなどによる大気汚染物質等と花粉症

との関連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） 花粉症予防のため、首都圏における花粉観測体制を充実す

るとともに、日常的な花粉飛散予報など、正確できめ細かな

情報提供を行うこと。         （以上、環境省） 
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参  考 

 

○都内の飛散花粉数の増加 

【都内の飛散花粉数の経年変化】 

2005 年は観測史上最高

都内のスギ・ヒノキ花粉数は過去 15 年の間に約３倍

スギ花粉生産量 

スギ林１m2 当たり    ８４億粒  １００ｇ 

スギ林１本当たり   ５６０億粒  ６６６ｇ 

多摩のスギ林全体  1,340,000 兆粒  １６，０００ｔ 

スギ花粉の大きさ 

３０～４０ミクロン（１ミリの３０分の１） 
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【都内の飛散花粉数の経年変

化】

2005 年は観測史上最

都内のスギ・ヒノキ花粉数は過去 15 年の間に約３倍

○花粉症患者の割合 

 

 

【全国】 

 

【首都圏】 

 

【都の調査結果】 

環境省「花粉症保健指導マニュア

ル（2005 年 3 月）」より 

朝日新聞世論調査（2005 年 2 月）

より 

都衛生局「花粉症対策総合報告書

(1998 年１月)」より 

1985 年度 

 都民の約 10％ 

 

 

1996 年度 

都民の 19.4％ 

（約５人に１人） 

東京 23区や政令指定

都市で回答者の 26％

（約４人に１人）が

「花粉症だ」と回答 

 

1998 年度の調査で、

国民のおよそ 16％が

花粉症患者と推定 

（参考） 

【一都三県】 

1998 年度の調査で、

全国平均 16.2％に 

対し、 

埼玉県  24.8％ 

千葉県  20.1％ 

東京都  20.4％ 

神奈川県 18.1％ 

日本耳鼻咽喉科学会抄録「アレル

ギー性鼻炎の全国疫学調査」より
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