
 

 

 

 

 

 

 

７ 教 育 
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１ 私立学校助成の拡充 

 

              提案要求先  文部科学省       

              都 所 管 局  生活文化局      

 

 

  私立学校振興助成法の趣旨にのっとり、私立高等学校等経常費

助成費補助金を一層充実すること。 

 

 

 

参  考 

 

 【私立高等学校等経常費助成費補助金】 

 都は、私立学校振興助成法及び東京都私立学校教育助成条例に

基づき、教育条件の維持・向上、修学上の保護者負担の軽減、経

営の健全性向上を目的として、都内に高等学校等を設置する学校

法人に対し、経常費補助を行っている。都道府県が行う経常費補

助に対しては、私立学校振興助成法に基づき国がその一部を補助

する仕組みとなっている。 

 東京都では、公教育に果たす私立学校の役割が大きく、経常費

補助の充実を都政の重要な施策の一つと位置づけ、その充実を図

ってきたところである。 

しかし、国庫補助の生徒１人あたり予算単価は、地方交付税の

同単価の約１／５（平成１８年度高等学校）であり、都の経常費

補助に対する国庫補助率は、２割にも満たず、低い水準にある。 

  ついては、私立高等学校等経常費助成費補助金の一層の充実を

図られたい。 
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【都の経常費補助金の実績及び予算額】

（単位：千円）

学　　種 平成17年度交付額 平成18年度予算額

高等学校 61,102,814 60,996,328

中学校 22,163,743 23,282,593

小学校 6,018,117 6,434,203

幼稚園 13,728,438 13,967,557

計 103,013,111 104,680,681  

 注 千円の単位で四捨五入しているため、数字が一致しない場合がある。 

 

【国庫補助及び地方交付税の生徒１人あたり予算単価（平成１８年度）】

（単位：円）

学　　種 国庫補助 A 地方交付税 B 割合　A/B 割合　A/A+B

高等学校 51,360 240,100 21.4% 17.6%

中学校 45,273 239,200 18.9% 15.9%

小学校 43,638 239,200 18.2% 15.4%

幼稚園 21,994 136,200 16.1% 13.9%
 

 

【国の予算額、都への交付額及び都の経常費補助に占める国庫補助割合の推移】

14年度 97,750 百万円 6.0 % 14,845,879 千円 3.0% 14.2%

15年度 100,150 百万円 2.5 % 14,929,921 千円 0.6% 14.5%

16年度 102,850 百万円 2.7 % 14,828,845 千円 △0.7% 14.6%

17年度 103,350 百万円 0.5 % 15,031,636 千円 1.4% 14.6%

18年度 103,850 百万円 0.5 % － 千円 － －

年度
都の経常費補助
に 占 め る
国庫補助の割合

国庫補助予算額

金　 額
対前年度
増(△)減

都への国庫補助金交付額

金　 額
対前年度
増(△)減
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２ 義務教育の充実 

 

提案要求先 総務省・財務省・文部科学省 

都 所 管 局 教育庁           

 

 

国は義務教育に責務を果たすため、義務教育費国庫負担制度の堅

持、充実を図るとともに、公立義務教育諸学校教職員定数を一層充

実されたい。 

 

１ 平成１７年１１月、政府・与党は、三位一体の改革に係る国庫

補助負担金の改革及び税源移譲について合意した。 

これを受け、平成１８年３月、国は、義務教育費国庫負担法を

改正し、国庫負担の割合を３分の１としたところである。 

しかしながら、義務教育は、一人一人の国民の人格形成と国家

・社会の形成者の育成を担うもので、憲法上の国民の権利、義務

にかかわるものである。したがって、国は、その責任において義

務教育の機会均等とその水準の維持向上とを図るべきである。 

この義務教育の機会均等とその水準の維持向上とを図るため

には、優れた教職員を一定数確保することが必要であり、教職員

の給与について、安定的・継続的に財源が確保される必要がある。 

本来、義務教育は国民生活の基盤を支えるものであるため、義

務教育の経費については、国が全額負担すべきである。国は、義

務教育費国庫負担制度が国民の教育水準を保障する上で果たし

ている機能を十分考慮して、義務教育費国庫負担制度の堅持及び

充実を図るべきである。 

 

２ 国においては、平成１３年度から平成１７年度までを計画期間

とする、第７次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画を策定

し、教職員定数の改善を図ってきたところであるが、平成１８年

度文部科学省概算要求に盛り込んだ次期教職員定数改善計画の

策定は、平成１８年度見送られることとなった。 
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しかしながら、学校における児童・生徒の学力低下への不安、

不登校等の状況は依然として深刻な問題であり、学習指導や生徒

指導の両面から児童・生徒一人一人の特性を十分理解し、個に応

じた指導を行う必要がある。また、今日的な教育課題として、軽

度発達障害の児童・生徒を含め障害のある児童・生徒一人一人の

教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行うことが必要とな

っている。 

このため、少人数指導などきめ細かな指導や従来の特殊教育か

ら特別支援教育への移行を円滑に行うために必要となる教職員

を配置できるよう、次期教職員定数改善計画を策定し、充実を図

られたい。 
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８ 治 安 
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１ 総合的な治安対策の充実・強化 

 

提案要求先 警察庁・総務省・法務省・外務省・財務省 

文部科学省・厚生労働省・国土交通省        

      都 所 管 局 青少年・治安対策本部・生活文化局    

産業労働局・港湾局・警視庁            

 

 

 平成１７年、東京では、３年連続で刑法犯の認知件数が減少する

とともに、検挙件数も増加となった。 

悪化の一途を辿っていた東京の治安は、都民の自助努力や都にお

ける様々な取組、警視庁における取締り強化などが功を奏し、よう

やく回復の兆しを見せ始めている。 

しかしながら、暴力団や外国人による組織犯罪、少年が加害者・

被害者となる事件や振り込め詐欺等が多発するなど、依然として東

京の治安は予断を許さない状況にあり、多くの都民が今なお深刻な

危機感を抱いている。 

これに対し、国においても新たな取組が始まっているが、ようや

く芽生え始めた治安回復の流れをより加速させ、確かなものとする

ために、国自らの施策を一層強化することはもちろん、自治体及び

住民の取組を支援し、促進する施策を更に展開するよう求めるもの

である。 

 

１ 警察官の増員 

昨年の都内における刑法犯認知件数は、約２５万４千件で、対

前年比１０．４パーセント減となり、かつての危機的状況を脱し

たものの依然として高い水準にある。また、「振り込め詐欺」を

はじめとする新たな手口の犯罪も多発するなど、犯罪情勢は、依

然として厳しい状況にある。 

こうした中、都民の体感治安を回復するための犯罪抑止対策や

国際テロ対策、大規模災害対策の推進、あるいは地域安全対策の

強化など、首都警察には、様々な課題への対応が求められている。 

警察庁では、日本の治安を速やかに回復するために、平成１７
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年度から３か年かけて地方警察官１万人の増員が計画されてお

り、平成１８年度には全国で３，５００人、警視庁で２８０人が

増員された。 

しかしながら、東京は首都警察として他の道府県とは異なる膨

大な警察需要を抱えていることから、通常の警察業務に係る増員

とは異なった枠組みにより、さらなる人的強化について検討し、

増員を図ること。             （警察庁・総務省） 

 

２ 首都警察の特別な財政需要に対する適正な措置 

都における警察業務は、首都警察として、 

・皇室関係の警衛、警備 

・国会、総理官邸等の警戒 

・外国公館の警戒 

・大臣及び政党等要人の警護 

等の特別な役割を担っている。 

現行制度上、これらの首都警察特有の業務に要する経費につい

ても、ごく一部の補助金を除き、地方交付税の基準財政需要額と

して算定されている。この経費については、地方交付税から除外

し、国が負担すべきものであり、所要の財政措置を講ずること。 

また、当面の緊急措置として、首都警察特別補助金の増額を図

ること。                 （警察庁・財務省） 

 

３ 少年犯罪対策の推進 

（１）非行少年の立ち直り等のための措置の充実 

   平成１７年中に都内で検挙・補導された非行少年は、前年に

比べると若干減少したが、依然として年間１万４千人に上って

いる。 

   また、昨年に凶悪犯や粗暴犯で検挙・補導された少年は減少

したものの、万引きをはじめとする窃盗犯や知能犯については

増加傾向にある。 

  さらに、刑法犯で検挙された犯罪少年は減少したが、補導さ

れた触法少年は増加している。 

   これらの少年の中には、万引きなどの比較的軽微な犯罪を繰

り返した後に、重大な犯罪を犯すに至った者も見られ、再犯者

- 238 -



  

 

  

率は上昇傾向にあり、特に、凶悪犯や粗暴犯の再犯者率は高く

なっている。 

   ついては、非行少年の立ち直り等を促進するため、少年法の

改正等により以下の措置を図ること。 

   ア 初期のいわゆる軽微な罪を犯した段階で少年が十分反

省し、再非行を犯さないようにするための制度を設けるこ

と。 

   イ 犯罪を犯した少年に対する保護観察処分が本来の機能

を十分に果たすことができる仕組みを創設すること。 

   ウ 犯罪の予防及び非行少年の立ち直りのために、保護観察

官及び保護司が少年の保護者に対して意見等を述べ、助言

を行う権限を付与すること。 

   エ １４歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした場合

の措置について明確なルール作りを行うこと。 

   オ 少年院等を出た少年の再非行防止、社会復帰にむけての

支援体制を充実・強化すること。       （法務省） 

（２）少年補導法制の整備等による少年補導制度の確立 

少年補導活動は、少年の健全育成活動において重要な柱の一

つとなっているにもかかわらず、その法的な位置付けは不明確

であり、また、警察、少年警察ボランティア及びその他のボラ

ンティアの権限・役割についても明確にされていない。 
ついては、少年補導活動に係る法令の整備等により以下の措

置を講ずること。 
   ア 警察、少年警察ボランティア及び民間ボランティアの権

限並びに役割を明確化し、それらの活動を活性化するため

の方策を講ずること。 

   イ 警察及び少年警察ボランティアが非行少年の保護者に

対して意見等を述べ、助言を行う権限を付与すること。 
ウ 非行少年の立ち直りのためには、保護者の監護が不可欠

であることから、保護者の責務についても明確に規定する

こと。                  （警察庁） 

（３）家庭裁判所における少年の社会奉仕活動への参加の機会拡充 

警察等に検挙・補導された少年については、中間審判として、

少年法第２５条に基づく決定により、家庭裁判所調査官の試験
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観察に付することができる。この試験観察中には非行少年に社

会奉仕活動を行わせることがあり、実際にいくつかの家庭裁判

所では、少年らを公園の掃除や乳児院におけるボランティア活

動等の社会奉仕活動に従事させている。 

こうした取組は、少年に罪の意識を自覚させ反省を促すとと

もに、規範意識を醸成し、社会生活への適応を促進するなどの

面で極めて効果的であると評価されている。 

ついては、これら少年の立ち直りを支援するため、社会奉仕

活動への参加の機会拡充に向けた必要な措置を講ずること。 

（法務省） 

 

４ 外国人犯罪対策の推進 

（１）不法滞在者の摘発及び退去強制の促進等に係る体制強化 

東京都・法務省は平成１５年１０月に、５年間で不法滞在者

を半減させることを目的とする「首都東京における不法滞在外

国人対策の強化に関する共同宣言」を発表した。それに基づき、

警視庁、そして、東京入国管理局では、現在、積極的な取締り

を進めている。 

また、法務省では昨年９月、新宿外国人センターが設置され

るなど、国外退去促進に向けた取組が進められている。 

さらに、平成１６～１８年度にかけて、入国管理局の職員が

増員されているが、今後、更に摘発が進んだ場合、入国管理局

職員及び収容施設の数は未だ十分とは言えないことから、将来

的には退去強制が追いつかず、摘発活動が鈍化してしまう事態

も懸念される。 

ついては、不法滞在者摘発活動の活性化や土日休日における

被疑者の入管引渡し等を実現するため、計画期間内の臨時的な

人員配置も含めたさらなる人員体制の強化、並びに収容施設の

拡充・整備について検討すること。 

また、六本木、池袋、錦糸町など新宿以外の地域における出

張所の設置など一層の摘発体制の強化を図ること。 

さらに、不法入国者の効果的な摘発に資するため、外国人登

録証明書のＩＣ化についての検討、実現を急ぐこと。 

（２）入国・在留資格審査の厳格化 
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留学・就学、研修、興行、日本人配偶者等の資格で入国する

者の中には、在留資格は名目だけで、当初から不法就労等を目

的としている者が数多く存在している。これに対し、国におい

ては、出国地での事前審査制度の導入や留学、就学及び興行の

資格審査の厳格化を図るとともに、入国審査時の指紋採取の実

現やＩＣチップ付きの新型旅券の導入などの取組が進められ

てきた。 

しかしながら、不法入国等の手段は、偽・変造旅券の行使、

学校ぐるみでの受入れ、偽装結婚等、悪質巧妙化していること

から、出入国者に係る情報の一元化等により、入国・在留資格

審査の一層の厳格化を図るとともに、不法入国防止のための施

策を早急に実施すること。        （以上、法務省） 

（３）送出国側審査体制の強化要請 

一昨年６月、法務省は中国に対し不法滞在防止についての要

請を行った。しかし、国内には依然として多くの不法滞在者が

存在しており、今後、更に不法滞在者を減らしていくためには、

新たな不法入国を阻止することが不可欠である。 

ついては、本邦における不法滞在者を多く送出している国に

対して、出国の段階から出国目的等を厳格に審査し、不法就労

等を本来の目的とする偽装申告等を排除し、そのような者を出

国させないよう、引き続き、関係国の真しな対応を要請するこ

と。                 （法務省・外務省） 

（４）留学生・就学生を受け入れる教育機関への指導強化 

大学、短大やいわゆる日本語学校等の教育機関が受け入れた

留学生・就学生の中には、不法就労等、本来の入国目的から逸

脱する者が依然として多く、一部教育機関の中には、不法滞在

を手助けしていると疑われかねない状態も生じている。 

ついては、留学・就学希望者に対し、厳正かつ的確な事前調

査を行い、本来の留学・就学のための入国が徹底されるような

措置を講じること。 

また、留学・就学を目的として来日した学生が、出入国管理

に係る法令等を遵守し、本来の目的にかなった生活を送ること

ができる環境を整えるため、受入れ校に対し、留学生・就学生

の生活指導や相談を適切に実施するよう働きかけるとともに、
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そのための指針等を整備し、普及に努めること。 

さらに、日本語学校に対して、法の整備など必要な措置を講

じるとともに、国において指導監督を徹底すること。 

 （法務省・外務省・文部科学省） 

（５）研修生及び技能実習生を受け入れる企業等への指導強化 

企業等が受け入れた研修生等の中には、研修開始後、不法就

労等の目的で失そうする者が見受けられる。 

ついては、研修生等を受け入れる企業等に対し、研修希望者

の学習意欲の程度等を面接試験、現地訪問等の事前調査により

把握させるとともに、本来の研修等の趣旨を徹底するよう指導

を強化すること。 

また、研修等を目的として来日した外国人が、出入国管理に

係る法令等を遵守し、本来の目的にかなった生活を送るための

環境を整えるため、受入れ企業等に対し、研修生等の生活指導

や相談を適切に実施するよう指導を強化すること。 

更に、研修生等の失そう時における、受入れ企業等の責任を

明確化すること。                （法務省） 

（６）不法就労の助長行為に対する防止策の強化 

日本国内には推計で約２２万人の不法滞在外国人が存在し、

その多くが不法就労活動に従事していると言われており、その

ような外国人を低廉な労働力として利用し、営利を図るなど、

悪質な不法就労を助長している雇用主も存在する。不法滞在者

を減少させるためには、こうした不法就労の助長行為を許さな

い環境づくりが必要不可欠である。 

ついては、事業主等に対し、就労資格のない外国人を雇用す

ることのないよう普及啓発活動をより一層推進するとともに、

悪質な雇用主やブローカーなどによる不法就労の助長行為の

防止策をさらに強化すること。 

  （警察庁・法務省・厚生労働省） 

 

５ 拘置所等拘禁施設の拡充整備と移監等の促進 

平成１７年中の都内における新規被留置者数は３７，３７５

人で、前年よりも１，０７１人増加し、延べ被留置者数について

も１，１２４，０８１人で、前年よりも２９，７９３人の増加
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となり、留置場が不足するなどの厳しい状況が続いている。 
その主たる原因は、国において対処すべき被留置者の拘置所

への移監や被疑者の入国管理局への引渡しが滞っていることに

あり、都はその分、人的・財政的負担を強いられている。 

ついては、拘置所等拘禁施設の拡充整備を図り、移監待ちの

被留置者の移監を促進するとともに、土日休日における被疑者

の入管引渡しを実現すること。          （法務省） 

 

６ 違法風俗店等に対する規制の強化・拡充 

違法な風俗営業は来日外国人女性への売春強要をはじめとす

る各種犯罪の温床や暴力団の重要な資金源になっているとも言

われており、風俗環境の乱れは治安悪化をもたらす大きな要因の

一つとなっている。 

近年は、従来の風俗店とは異なる営業形態の店舗が増加してい

る。都内各地の繁華街には、個室を設けて昼夜営業し、犯罪行為

の準備場所等に使用されているとの指摘がある「まんが喫茶」、

「インターネット喫茶」など、いわゆる風俗営業適正化法の規制

の網にかからない新たな業種の進出が目立っている。 

ついては、これら業態の店舗が健全な風俗環境を乱し、犯罪に

加担することのないよう、風俗営業適正化法の規制対象の拡大を

含めた効果的な法規制の措置を講じること。 （警察庁・法務省） 

 

７ 盗難自動車の不正輸出防止対策の推進 

  自動車盗難の認知件数は、平成１２年をピークに、イモビライ

ザ等の防盗装置の普及等により減少傾向にあるものの、依然とし

て高い水準にある。 

  その背景には、暴力団構成員及び不良外国人らの大がかりな窃

盗団による盗難車の不正輸出が発生しており、海外でも日本から

の盗難車が発見されている状況にある。 

 ついては、いわゆる水際対策を積極的に推進し、盗難車両の不

正輸出を防止するため以下の措置を図ること。 

（１） 警察の盗難自動車に係る情報、運輸支局等の登録情報の税

関への提供方法等を検討の上、通関時のチェック態勢を強化す

ること。 
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（２） 輸出時にコンテナ内の車両を、車台番号などで確認できる

体制をつくること。 

（３） コンテナ貨物大型Ｘ線検査装置の配備を推進するなど、装

備資器材の拡充を図ること。 

（４） 港の埠頭内、埠頭周辺におけるパトロールを強化すること。 

                （警察庁・財務省・国土交通省） 

 

８ 港湾保安対策に対する財政支援措置 

SOLAS 条約に対応し、国は保安対策の強化に必要なフェンスや

監視カメラ等の埠頭保安設備の整備に対して支援措置を行った

が、管理運営費用については対象外であるため、港湾管理者や埠

頭公社、民間事業者は新たな負担を強いられている。 

我が国の港湾の国際競争力を強化していく観点からも、国策と

して港湾保安対策を講ずることが不可欠であり、港湾管理者や埠

頭公社等が港湾保安対策を行っていくため、必要な管理運営費用

や新たな保安設備整備費用等に対する財政措置を国は責任を持

って行うこと。               （国土交通省） 
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９ 青少年 
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１ 総合的な青少年健全育成施策の拡充 

 

提案要求先 内閣府・総務省・法務省・文部科学省 

         経済産業省                

都 所 管 局 青少年・治安対策本部・教育庁         

 

 

 少年犯罪の多発、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。平成１７年８月以降は、「青少年・治安対策本部」において、

青少年問題に対する取組を進めている。 

 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。青少年が生活習慣、

勤労観や職業観などを適切に身に付け、健全に成長し自立するこ

とを支援するため、各年代の青少年を対象とした施策を一層充実

することが求められている。 

 都は、公立中学校の生徒を対象とした本格的な職場体験の推進

や、高等学校中退者の学業復帰及び就労支援のための専用相談室

の開設、幼児教育の在り方の検討などの取組に努めている。 

 ついては、国においても、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  
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   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） 小学校高学年を中心に、家庭を離れて自然の中で長期宿泊

による様々な体験を行うなど、子どもたちに豊かな人間性や

社会性を育むための体験活動を充実させること。 

（３） 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。 

（４） 保護者や幼児教育にかかわる関係機関が幼児に対し、基本

的な生活習慣を身に付けさせ、しつけを適切に行うための取

組を更に充実させること。     （内閣府・文部科学省） 

 

２ 青少年をめぐる環境を改善するための施策の充実 

 インターネットが急速に拡大し、パソコンのみならず携帯電話

からのネット利用も普及する中、青少年が出会い系サイトを利用

して児童買春の被害に遭ったり、卑わいな画像や残虐な画像など

を含んだサイトを閲覧し、その影響を受けて犯罪を引き起こして

いる例もある。 

 また、パソコンゲームの中には、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

なパソコンゲームが性犯罪を誘発し、その結果、青少年が被害者

となるおそれがある。 

 都は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」に基づき、

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

のフィルタリングソフトの利用促進に努めるとともに、有害なゲ

ームソフトが青少年に販売されないよう措置を講じている。 

 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がもたらす課

題への対策を行うとともに、青少年を保護するための法整備及

びフィルタリングが標準的なサービス内容となるよう関係業

界への指導やフィルタリングの利用促進のための必要な措置

を講ずること。 

（２）性犯罪を誘発するおそれがある、極めて反社会性の強いパソ

コンゲームに対する法的な規制を検討すること。 

 （内閣府・総務省・法務省・経済産業省） 

- 248 -



 

 

 

 

 

 

 

１０ 基地対策 

- 249 -



 

１ 米軍基地対策の推進 

 

提案要求先 内閣官房・防衛庁・外務省・国土交通省 

都 所 管 局 知事本局・都市整備局             

 

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。 

（防衛庁・外務省） 

 

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、在日

米軍再編最終取りまとめに記載された具体的な条件や態様に関

する日米協議を迅速に進め、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。 

（内閣官房・防衛庁・外務省・国土交通省） 

 

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。 
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今後、首都圏に発着する航空機は、羽田空港の再拡張や成田空

港の充実により、さらに増加する。特に、羽田空港の発着容量が

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

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、断固とした交渉を行い、横

田空域及び管制業務の早期返還を実現するとともに、同空域を活

用した合理的な航空路を設定すること。 

（防衛庁・外務省・国土交通省） 
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参  考 

 

１ 米軍基地の整理・縮小・返還の促進 

 

（表１）都内米軍基地の概要 

平成1８年１月１日現在 

施 設 名 所 在 地 用 途 面積(㎡)

赤坂プレスセンター 港区 事務所（事務所、ヘリポー

ト等） 

31,670

横田飛行場 立川、昭島、福生、武

蔵村山、羽村各市、瑞

穂町 

飛行場（滑走路 3,350 ㍍×

60 ㍍、住宅、学校、事務所

等） 

7,136,413

府中通信施設 府中市 通信(事務所、通信施設）    16,618

多摩サービス補助施

設 

多摩市、稲城市 その他（ゴルフ場、レクリ

エーション施設等） 

1,957,190

大和田通信所 

 

清瀬市（埼玉県新座市）通信（通信施設） 245,386

※1,193,948

由木通信所 八王子市 通信（無線中継所）     3,891

硫黄島通信所 小笠原村 通信（訓練施設） 6,630,454

ニューサンノー米軍

センター 

港区 その他（宿舎）     7,249

※埼玉県域も含む基地全体の面積 
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３ 横田空域及び管制業務の返還 

 

（首都圏の空域） 
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