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１ 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・国際化について 

（１）国の責任において、再拡張事業の推進に向け必要な予算を措

置するとともに、国家プロジェクトとして一日も早く完成させ

ること。 

（２）空港容量の増大に対応し、羽田空港に関連した道路ネットワ

ークなどの広域的な社会資本整備を推進すること。 

（３）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。        

（４）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）国際チャーター便などの現行の運航時間帯を特定時間枠に拡

大するとともに、国際貨物便の運航も可能とすること。 

（以上、国土交通省） 

（２）このため、出入国管理、税関及び検疫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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２ 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。平成 18 年 10

月には日米のスタディグループによる具体的な条件や態様に関

する検討が開始されたが、今後、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
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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。 

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。 

在日米軍再編の最終取りまとめ（ロードマップ）により、空域

の一部返還等が具体的に動き出しているところであるが、羽田空

港の再拡張・国際化を見据え、着実に実行すること。また、アメ

リカ合衆国に対し、引き続き、断固とした交渉を行い、横田空域

及び管制業務の早期全面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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３ 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。 

 交通渋滞解消や環境改善等、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

絡自動車道の、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 東京外かく環状道路の関越道（練馬区）から東名高速（世田谷

区）間の約１６キロメートルについては、速やかに「基本計画」

「整備計画」を定め、整備促進を図ること。 

 

３ 都市高速道路中央環状品川線の整備にあたり、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。 

  また、中央環状線の既に開通している区間においても、環状線

本来の機能を発現させるため、渋滞対策を推進し、必要な事業に

対して財源の措置を講じること。 

 

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、環状道路利用促進の料金体系

の導入、会社間での乗継割引など、利用者等の視点に立った首都

圏での料金体系の一元化を図ること。 
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７ 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。 
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４ 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 道路整備の財源である道路特定財源は、一般財源化し他へ流用

することなく、全額を必要な道路整備に充当するとともに、緊急

性や重要性により国が責任を持って重点配分すること。 

とりわけ、東京都の道路は、旅行速度が 20km/h と、全国平均

35km/h に比べ非常に低い水準であり、首都圏三環状道路や骨格幹

線道路など、渋滞解消を図るために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）区部の放射・環状道路 

環状２号線、高速道路関連街路環状６号線、放射５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 

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

- 20 -



 

するため、引き続き財源措置について、特段の配慮をすること。 

 

５ 有料道路を有効活用した道路事業を進めるため、既存ストック

である有料道路を有効活用し、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。 

 

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

整備事業及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として、電線類地中化事

業をより一層拡大し実施していくため、事業推進に必要な国庫補

助金を確保すること。 

 

９ 国際物流機能の強化及び首都圏の道路交通の円滑化を図るた

め、以下の措置を講ずること。 

（１）東京港臨海道路Ⅱ期事業の着実な推進を図ること。 

（２）東京港臨海道路に接続する新木場・若洲線の道路整備に必要

な財源を確保すること。 

（３）荒川河口橋西詰交差点の立体化の推進を図ること。 

- 21 -



 

 

５ 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。 

そのため、活動拠点及び帰宅困難者支援のための防災公園の整

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 丘陵地や台地、低地や水辺などの東京を取り巻く緑の保全は、

生物多様性やレクリエーションの場の確保、都市気候の調節な

ど、首都圏全域の都市再生にとっても重要な役割を担っている。 

このことから、東京都における水と緑のネットワーク形成を推

進するため、国庫補助金を増額すること。 
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６ 緑の保全と創出に係る税制措置の拡充 

 

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 

 

 

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を防止し、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。 

都はこれまでも、失われつつある貴重な緑地を保全地域に指定す

るなどの取組を進め、緑の保全に努めてきた。 

しかしながら、都市及び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関わらず、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。 
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７ 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化 

 

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・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

に取り組んでいる。都における平成 17 年度大気監視結果では、浮

遊粒子状物質の濃度は昭和 48 年度の測定以来、初めて全測定局で

環境基準を達成したが、幹線道路沿いに残る二酸化窒素の高濃度汚

染は依然として深刻な状況にある。 

大気汚染の早期解消のため、「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に関する特別措置

法(以下｢自動車ＮＯｘ・ＰＭ法｣という。）｣に基づく対策が重要な

役割を果たすことが期待されているが、国は、規制のかからない対

策地域外からの旧式車両の流入を放置するなど、高濃度汚染の解消

に向けた十分な対策を講じていない。 

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ＮＯｘ・ＰＭ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。 

ついては、早急に自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の不十分な点を明ら

かにし、流入車両規制や対策地域の拡大などの追加的対策を実

施すること。 

また、高濃度汚染の早期解消に向け、 新規制適合車などの

排出ガスがきれいな車両を優先して利用するための事業者によ

- 24 -



 

る自主的な取組を促進させるなどの即効性のある対策を早急に

実現すること。          （国土交通省・環境省） 

（２）自動車ＮＯｘ・ＰＭ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 新車対策 

（１）昨年 10 月から開始された新長期規制について、国は、２年

近くも新短期規制適合車の継続生産期間を設け、実質的に新長

期規制適合車の市場投入を遅らせる結果となっている。このた

め、国は、一刻も早く新長期規制適合車の全車種を市場投入す

るよう自動車メーカーに対して指導を行うこと。 

（２）ポスト新長期規制の実施に当たり、「挑戦目標」と位置づけ

ている窒素酸化物の目標値を早急に規制値として定めること。

また、規制開始の時期については、車両総重量による区分を設

けることなく平成 21 年末までに一律に実施すること。 

また、ポスト新長期規制適合車の早期市場投入を促進させる

ために、継続生産車への適用猶予期間を設けない等の措置を講

じること。   （以上、経済産業省・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） 
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３ 局地汚染対策 

（１）窒素酸化物や浮遊粒子状物質による幹線道路沿道の局地的な

高濃度汚染地域について、国が自らの責任において率先して、

抜本的な対策を確立し、実施すること。 

（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） 

 

４ 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）生活環境や人の健康に影響が無く、除去の困難な新たな識別

剤を早急に開発すること。         （経済産業省） 

                              

５ 総合的な交通量抑制対策 

（１）公共交通機関の利便性の向上を図り自動車から公共交通機関

への利用を促進させるなどの人流対策を講じるとともに、共同

輸配送や営自転換の促進など物流効率化のための施策を推進

すること。 

（２）走行車両の固有情報を確実に把握し、地域の実情に則した交

通量抑制策に取り組むため、ＩＣチップを埋め込んだナンバー

プレートの実用化や、自動料金収受システム（ETC）の普及を

進めるための助成や優遇措置を行うとともに、ＩＴＳ（高度道

路交通システム）を活用した情報提供システムを確立するこ

と。            （以上、国土交通省・環境省） 

 

６ 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
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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。 

 

７ 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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８ 都市と地球の温暖化防止対策の推進 

 

提案要求先 内閣官房・総務省・財務省・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        

 

 

地球温暖化の進行を阻止するには、２１世紀の半ばに全世界で

CO2 の排出量を劇的に減少させる必要がある。都は、世界に先んじ

て「CO2 半減都市モデル」の実現を目指し、東京を先進的な環境都

市へと転換するため、都政のあらゆる分野で CO2の大幅な削減を目

指す取組を新たに開始する。 

「CO2 半減」への道筋を首都東京でいち早く具体化することは、

全国の都市の地球温暖化対策のモデルとなり、国内の CO2排出量を

削減していく上で重要な意義をもつものである。 

国においては、温室効果ガス総排出量の大幅な削減に向けた第一

歩として、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、実効性ある温暖化対策を推進するため、以下の措置を

早急に講じること。 

 

１ 実効性ある温室効果ガス削減対策の実施 

（１）２１世紀半ばまでに全世界での CO2排出量半減に貢献するよ

うな排出削減に向け、京都議定書に定める第１約束期間以降の

中長期的な目標を早期に策定すること。 

（２）温室効果ガス総排出量の大幅な削減に向けた第一歩として、

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）自動車の省エネルギー対策を推進するため、2005 年度に 90

％以上の新車が 2010 年度燃費基準を達成していることを踏ま

え、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
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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。 

また、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」も踏まえた燃

費基準の検討を進めること。 

（５）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 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） 

（３）温室効果ガスの削減に有効なバイオマス燃料の普及・促進を

進めるための優遇措置などを講じること。 

（財務省・経済産業省・国土交通省・環境省） 

（４）間伐材や剪定廃材のような、地域から生じるバイオマスの利

活用と下水道事業が連携する取組や、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） 

 

３ ヒートアイランド現象対策の推進 

ヒートアイランド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
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ド対策モデル地域」などにおいて、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） 

 

４ 国有地の利活用に係る環境配慮の推進 

現在、国においては、「国家公務員宿舎の移転・跡地利用に関

する有識者会議」の報告書に基づき、23 区内に所在する国家公務

員宿舎の移転・再配置と跡地利用について検討が進められている

ところである。 

一方、都では東京を世界で最も環境負荷の少ない都市とするこ

とを目標に、今後、様々な環境施策を実施することとしている。 

ついては、宿舎跡地はもとより売却を含む国有地の利活用の検

討にあたっては、関係する地方公共団体の意見を十分反映すると

ともに、緑の保全・創出など環境に配慮したまちづくりに貢献で

きるよう、特段の配慮を講ずること。 

           （内閣官房・財務省・国土交通省） 

 



 

９ 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           

 

 

 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の様

々な取組、警視庁の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、外国人による組織犯罪や、少年が加害者・被害者

となる事件等が多発するなど、依然として東京の治安は予断を許さ

ない状況にある。 

 これに対し、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、促進する施策の展開を求めるものである。 

 

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

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、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） 
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２ 首都警察の特別な財政需要に対する適正な措置 

  警視庁における業務は、首都の治安維持という特別な役割を担

っており、国家の行政活動に寄与するところが多大である。 

現行の警察法施行令（第３条第４項）の定めでは、首都警察の

任務遂行に関する特殊事情を参酌し、国が所要額の一部を補助す

ることになっていることから、超過勤務手当の補助として昭和

４４年度から５４年度まで１０億円、昭和５５年度から１５億円

が交付されているところであるが、近年、東京都を取り巻く社会

状況の変化や、特殊事情が増大していることから、首都警察特別

補助金の増額を図ること。         （警察庁・財務省） 

 

３ 非行少年の立ち直り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、人数こそ

前年に比べると若干減少したものの、再犯者率は上昇傾向にあ

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を促進するため、以下の措置を

図ること。 

（１）触法少年やぐ犯少年に対する措置について明確なルール作り

を行うことや保護観察官及び保護司等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などを内容と

する少年法等の一部を改正する法律案について早期に成立す

るよう取り組むこと。 

（２）適切な帰住先がない少年院出院者のため、更生保護施設の    

増設を促進するとともに、更生保護施設では受け入れが困難な

少年の帰住先として自立更生促進センター構想の推進を図る

こと。 

（３）少年の再犯を防止するためには、適切な職業と住居の確保    

が重要であり、住み込みでの雇用を提供できる協力雇用主を拡

大するための経済的支援を行うこと。 

 

４ 外国人犯罪対策の推進 

（１）不法滞在者の退去強制の促進と入国・在留資格審査の厳格化 

東京都・法務省は平成１５年１０月に、「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。 
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現在、警視庁、東京入国管理局が積極的な取締りを行い、入

国・在留資格審査については、国において、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実現を進めている。 

しかしながら、本共同宣言の目的である５年間で不法滞在者

半減を実現するためには、なお一層、不法滞在者の摘発・退去

強制促進等のための体制強化や厳格な入国・在留資格審査が急

務である。 

ついては、以下の措置を講じられたい。 

ア 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

制の強化及び収容施設の拡充・整備について検討すること。 

イ 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。 

ウ 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。 

エ 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） 

 

（２）留学生・就学生を受け入れる教育機関への指導強化 

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、以下の措置を講じられたい。 

ア 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。 

イ 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、そのための指針等を整

備し、普及に努めること。 

ウ 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） 
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（３）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） 

 

（４）不法就労の助長行為に対する防止策の強化 

不法滞在外国人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、不法就労を助長している悪質な雇用主も存在

する。 

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送等の促進 

    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、延べ被留置者についても

１，１２４，０８１人で、 前年よりも２９，７９３人の増加と

なり、留置場が不足するなど厳しい状況が続いている。 

また、本年７月までの拘置所への移送は、前年に比較すると、

４３４人（10.1%）減少しており、今なお約４５０人が移送待ち

の状態である。 

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

の移送や被疑者の入国管理局への入管引渡しが滞っていること
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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、移送待ちの被

留置者の移送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 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。 

（２）車体にＩＣチップを埋め込むなど、効果的に車体識別ができ

るシステムを構築すること。 

（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）港のふ頭内、ふ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） 

 

７ 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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１０ 法人事業税の分割基準の適正化等 

 

提案要求先 総務省 

都 所 管 局 主税局 

 

 

 法人事業税の分割基準は、従業者数など法人の都道府県ごとの事

業活動量を適切に反映したものとすべきであり、大都市に不利益と

なっている現行基準の適正化を図ること。 

また、地方法人課税の分割基準を地方団体間の財源調整の手段と

して用いることは、税制の姿をゆがめるものであり、さらなる不合

理な改正を決して行わないこと。 
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１１ 地方自治体における会計制度改革の推進 
  （複式簿記・発生主義会計の導入） 

 

提案要求先 総務省      

都 所 管 局 出納長室･財務局  

 

 

行政と民間との協働や地方分権改革を推進するうえで、地方自治

体は、住民に対する説明責任を一層果たすとともに、行政運営に当

たり「経営」の視点を確立することが不可欠となっている。 

東京都は、平成 18 年４月より日々の会計処理の段階から複式簿

記・発生主義会計を導入し、多様な財務諸表を迅速かつ正確に作成

する仕組みを構築した。 

その後、地方債発行の許可制から協議制への移行、北海道夕張市

の財政再建団体への申請表明、自治体再建法制の検討の加速化な

ど、自治体財政の透明性・健全性の向上が一層求められるようにな

ってきている。そのため、全国の自治体において、こうした日々の

会計処理の段階から複式簿記・発生主義会計を導入するという会計

制度改革を実現することが急がれており、東京都にとっても、自治

体間や類似事業間で財務諸表を比較することにより、経営状況をよ

り高度に分析することが可能となる。 

総務省は、「新地方公会計制度研究会」を設置し、同研究会は平

成 18 年５月に、「基準モデル」と「総務省方式改訂モデル」とい

う二つの公会計モデルを提案した。しかしながら、これらのモデル

は、複式簿記に必要な標準的な会計基準になりうるとは言い難く、

地方自治体は、複式簿記・発生主義会計の導入に慎重にならざるを

得ない。 

したがって国は、東京都会計基準を踏まえ、地方自治体がわかり

やすく使いやすい標準的な会計基準の整備を行うこと。 
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