
 

 

１ 米軍基地の整理・縮小・返還の促進  

  

（提案要求先 外務省・防衛省） 

（都 所 管 局 知事本局） 

 

＜現状・課題＞ 

都内には、現在８ヵ所の米軍基地があるが、基地の存在は、都民生活に様々

な影響を与えるだけでなく、地域のまちづくりの障害にもなっている。このた

め、基地の整理・縮小・返還に向けて取り組む必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）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。 

（２）多摩サービス補助施設については、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。 

（３）赤坂プレスセンターについては、直ちに返還されるよう必要な措置をと

ること。 

 

 

27 米軍基地対策の推進 

（１）米軍基地の整理・縮小・返還が促進されるよう必要な措置を

とること。 

（２）多摩サービス補助施設及び赤坂プレスセンターについて、直

ちに返還されるよう必要な措置をとること。 
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参  考 

 

（１） 都内の米軍基地 

 

【都内米軍基地の概要】               平成 21 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 

 

 

立川市、昭島市、福

生市、武蔵村山市、

羽村市、瑞穂町 

飛行場（滑走路 3,350 ㍍

×60 ㍍、住宅、学校、事

務所等） 

7,136,404

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） 

 

246,987

※1,195,364

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） 6,630,688

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和田通信所横田飛行場 赤坂プレスセンター

ニューサンノー 

米軍センター 

府中通信施設 多摩サービス補助施設由木通信所

硫黄島通信所 
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２ 共同使用の促進   

 

（提案要求先 内閣官房・外務省・国土交通省・防衛省） 

（都 所 管 局 知事本局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

都は、米軍基地の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、共同使用を促進している。 

特に、横田基地の軍民共用化は、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。 

横田基地の軍民共用化に関する日米協議については、「再編実施のための日

米のロードマップ」に位置付けられ、日米のスタディグループによる検討を行

ってきたところであるが、定められた期限内に合意に至らず、現在も継続して

いる。こうした中で発足した米新政権に対し、横田基地の軍民共用化を日米間

の重要な懸案事項として確実に引き継ぎ、その実現に向けて積極的に取り組む

よう、日本政府として強く求めていくことが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）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。 

（２）特に、横田基地の軍民共用化については、米新政権に対して、これまで

の協議を確実に引き継ぐとともに、その実現に向けた協議に積極的に対処

するよう、改めて強く働きかけ、早期実現を図ること。また、国道１６号

など、軍民共用化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。 

 

 

（１）返還までの対策として、共同使用を促進すること。 

（２）横田基地の軍民共用化を早期に実現すること。 
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参  考 

 

（１）これまでの主な経緯 

平成15年 

5月23日  ブッシュ大統領－小泉首相会談 

横田基地の軍民共用化の実現可能性の検討に合意 

12月17日  政府関係省庁（内閣官房、外務省、国土交通省、防衛省）と都に

よる連絡会を設置（これまでに12回開催） 

平成16年 

5月28日  関東地方知事会が、「横田飛行場の民間航空利用等の早期実現」

について国に要望することを決議 

平成17年 

9月30日  「横田の民間航空利用の効果を検証する公開シンポジウム」開催

（財団法人統計研究会・首都大学東京共催） 

平成18年 

5月 1日  在日米軍再編の最終取りまとめ「再編実施のための日米のロード

マップ」公表 

5月15日  都が首都大学東京と連携して「軍民共用具体化検討委員会」設置 

5月25日  JAL及びANAが国と東京都に「横田飛行場の軍民共同使用に関する

要望書」を提出 

10月12日  第1回日米協議（スタディグループ）開催（これまで8回開催） 

平成19年 

5月30日  八都県市首脳会議が、「横田飛行場の民間航空利用等の早期実現」

について国に要望することを決議 

6月21日  国土交通大臣の諮問機関である交通政策審議会航空分科会が、横

田基地の共用化に向けた取組みを積極的に推進する必要があると答

申 

10月19日  石原知事がシーファー駐日米国大使と会談し、軍民共用化の早期

実現について協力を要請 

11月 8日  高村外務大臣がゲイツ米国防長官と会談し、軍民共用化に関する

日米協議を継続していきたいと発言 

平成20年 

3月27日  軍民共用化に関する検討委員会が「横田基地軍民共用化推進セミ

ナー」を開催 

10月29日  関東地方知事会が、「横田基地の軍民共用化等の早期実現」に向

けた協議への積極的な対処を米新政権に働きかけるよう、国に要望

することを決議 

11月12日  八都県市首脳会議が、「横田基地の軍民共用化等の早期実現」に

向けた協議への積極的な対処を米新政権に働きかけるよう、国に要

望することを決議 
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（２）在日米軍再編の最終取りまとめ（ロードマップ）＜抜粋＞ 

・日本国政府及び米国政府は、横田飛行場のあり得べき軍民共同使用の具体

的な条件や態様に関する検討を実施し、開始から 12 か月以内に終了する 

・この検討は、共同使用が横田飛行場の軍事上の運用や安全及び軍事運用上

の能力を損なってはならないとの共通の理解の下で行われる 

・両政府は、この検討の結果に基づき協議し、その上で軍民共同使用に関す

る適切な決定を行う 
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３ 横田空域及び管制業務の返還  

               

（提案要求先 外務省・国土交通省・防衛省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 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。 

 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大幅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。 

 「再編実施のための日米のロードマップ」に基づき、同空域の一部について

は昨年９月に返還されたところであるが、今後、より環境面にも配慮した合理

的な航空交通を確保していくためにも、ロードマップに示されたとおり“横田

空域全体のあり得べき返還に必要な条件の検討”を今年度に完了し、空域の全

面返還の実現に向け、日米協議を着実に進展させることが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

日米両政府による“横田空域全体のあり得べき返還に必要な条件の検討”を

予定どおり今年度に完了し、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。 

 

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。 
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参  考 

 

 

NN

東京・成田・百里進入管制区重複

東京・成田管制区重複

東京・百里管制区重複

成田・百里管制区重複

凡 例

横田進入管制空域

東京・成田・百里進入管制区重複

東京・成田管制区重複

東京・百里管制区重複

成田・百里管制区重複

凡 例

横田進入管制空域

8,000
ﾌｨｰﾄ

12,000
ﾌｨｰﾄ

16,000
ﾌｨｰﾄ

23,000ﾌｨｰﾄ

18,000ﾌｨｰﾄ

7,000ﾌｨｰﾄ

13,000ﾌｨｰﾄ

23,000ﾌｨｰﾄ

18,000ﾌｨｰﾄ

17,000ﾌｨｰﾄ

4,000ﾌｨｰﾄ

14,000
ﾌｨｰﾄ

7,000ﾌｨｰﾄ

13,000ﾌｨｰﾄ

23,000ﾌｨｰﾄ

18,000ﾌｨｰﾄ

17,000ﾌｨｰﾄ

4,000ﾌｨｰﾄ

14,000
ﾌｨｰﾄ

14,000
ﾌｨｰﾄ

（ 約3950m ）

（ 約7000m ）

（ 約5500m ）

（ 約5200m ）

（ 約4250m ）

（ 約1200m ）

（ 約2150m ）

（ 約7000m ）

（ 約5500m ）

（ 約4250m ）

（ 約4900m ） （ 約3650m ）

（ 約2450m ）

1フィート＝0.3048メートル

【首都圏の空域】
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１ 羽田空港の再拡張・国際化について  

   

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局・港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

羽田空港（東京国際空港）は、年間約６,７００万人（平成１９年）が利用す

る国内 大の空港であるが、容量の限界に達しつつある。首都圏の航空事情を

改善する羽田空港の再拡張・国際化は、我が国経済の活性化、国際競争力の強

化のために必要不可欠である。 

再拡張事業（平成２２年１０月末供用開始予定）により、４本目の滑走路で

あるＤ滑走路が整備され、発着回数が年間約４０.７万回と大幅に増加するとと

もに、国際定期便が就航する予定である。 

都は、この再拡張事業を推進するため、平成１６年度から、総額１,０００億

円の無利子貸付けによる協力を行っているが、昨年１２月には、供用開始を遅

らせず、確実に実現するため、物価高騰による国の無利子貸付の増額要請に応

じることとした。 

平成２０年６月、国は、羽田空港の国際化を一層推進する施策①昼夜合わせ

て６万回の国際線を就航②就航距離制限を外し北京、台北、香港まで就航可能

③リレー時間帯（６時台及び２２時台）に一部国際線を就航などを示した「経

済財政改革の基本方針２００８」を閣議決定した。今後、再拡張供用開始時点

において、本方針で決定された施策を着実に実施するとともに、引き続き、更

なる国際化を目指した検討を進めることが必要である。 

 

28 羽田空港の再拡張と国際化の推進 

（１）新滑走路の来年１０月の供用開始を確実に実現し、関連する

道路ネットワークなどの社会資本整備等を推進すること。 

（２）再拡張供用開始時点において、「経済財政改革の基本方針 

２００８」で決定された羽田空港の国際化に関する施策を着実

に実施すること。 

（３）増大する航空需要に的確に対応するため、昼間の国際線発着

枠の拡大や更なる就航拡大を進めること。 
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＜具体的要求内容＞ 

（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確保するとと

もに、来年１０月の供用開始を確実に実現すること。 

（２）再拡張事業の効果を十二分に発揮するため、空港容量の増大に対応して、

羽田空港に関連する道路ネットワークなど、広域的な社会資本整備を推進

すること。とりわけ、空港アクセスなど広域的交通体系の充実及び周辺地

域の交通機能強化に積極的に取り組み、実現すること。 

（３）再拡張に当たっては、東京港における港湾機能の確保を前提とすること。 

（４）再拡張供用開始時点において、「経済財政改革の基本方針２００８」で

決定された羽田空港の国際化に関する施策を着実に実施すること。 

（５）併せて引き続き、昼３万回とされている国際線発着枠の拡大や更なる就

航拡大を進めること。 

（６）羽田空港の機能強化につながるＣ滑走路の延伸を早急に進めること。 

（７）再拡張事業により年間約４０.７万回に達するとされる昼間の空港容量を

可能な限り拡大すること。 
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参  考 

（１）再拡張事業 

○平成 19 年 3 月現場着工、平成 22 年 10 月供用開始予定 

○事業費 総額約 6,700 億円。（今後、物価スライドにより増額の予定。）  

 

（２）港湾機能の確保 

○東京港第一航路付替等による東京港の港湾機能の確保が必要。 

○工事中における航行船舶の安全確保が必要。 

 

（３）国際化の推進 

①国際線地区整備の実施方針(平成 17 年 4 月 15 日国土交通省公表) 

＜昼間時間帯(6:00～23:00)＞ 

・発着枠：再拡張後の発着枠（年 40.7 万回）のうち、国内線需要（年 33～

37 万回）を確保した後の余裕枠（年 3万回）を活用 

・旅客数：年 700 万人、貨物量：年 25 万トン 

・就航路線：概ね羽田－石垣線（1947km）を目安 

＜深夜早朝時間帯(23:00～6:00)＞ 

・発着枠、旅客数、就航路線、運航便：騒音問題等に配慮しつつ、国際旅客

便及び国際貨物便が就航（貨物量：年 25 万トン） 

②「アジア・ゲートウェイ構想」(平成 19 年 5 月 16 日閣議決定) 

昼間時間帯(6:00～23:00)の就航路線について、「これまでの距離の基準

だけでなく、需要や路線の重要性も判断し、羽田にふさわしい路線を、近

いところから検討し、今後の航空交渉で確定する」とした。 

③「経済財政改革の基本方針 2008」(平成 20 年 6 月 27 日閣議決定) 

＜平成 22 年 10 月時点＞ 

・昼夜合わせて約６万回の国際定期便を就航させる。 (昼夜各約３万回)昼

間時間帯の就航距離制限を外し、北京、台北、香港まで就航 

・深夜早朝＋リレー時間帯（6時台及び 22 時台）に、欧米も含む世界の主要

都市に国際定期便を就航 

・なお、昨年７月以降、各国との航空交渉が、順次行われており、既に、昼

間は韓国及び香港の２カ国、深夜早朝は、イギリスやフランスなど 10 カ国

との間で、供用開始時点で配分する就航枠について合意（平成 21 年４月時

点） 

＜平成 22 年以降＞ 

・供用開始後も更に昼間の国際線増加を推進 

・平成 22 年以降の需要の伸びに対し、管制も含めあらゆる角度から容量拡

大方策を推進 

 

（４）Ｃ滑走路の南への延伸 

・本年４月に公表された「経済危機対策」の中に盛り込まれ、今年度から５

年計画で整備予定。 

・市街地への騒音影響を拡大することなく、深夜早朝時間帯における大型機

による長距離国際線の就航が可能となる。 
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２ 現・羽田空港の国際便就航について  

 

（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） 

 

＜現状・課題＞ 

現在、羽田空港においては、昼間時間帯（６時～２３時）に、金浦空港（ソ

ウル）、虹橋空港（上海）との間の定期旅客チャーター便が運航している。北

京との間については本年４月の日中首脳会談において、北京首都空港との間に、

本年１０月より定期旅客チャーター便の運航を開始することになった。 

平成１９年６月からは、特定時間枠（６時～８時半の到着、２０時半～２３

時の出発）における旅客チャーター便の運航が可能となった。平成２０年４月

から香港との間に定期旅客チャーター便が運航しており、それを含めて、平成

２０年４月から１２月までに９５３回運航されている。しかし、この特定時間

枠は、再拡張事業に伴う暫定措置とされている。 

深夜・早朝時間帯（２３時～６時）は、平成１３年２月から、旅客チャータ

ー便の運航が可能となっており、平成２０年４月から１２月までは、５１４回

運航されている。しかし、国際貨物便はどの時間帯も運航自体認められていな

い。 

羽田空港の国際化を進めるためには、再拡張事業の完成を待つことなく、国

際線の運航の拡大を図ることが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国際チャーター便の運航時間帯について、利便性の高い昼間時間帯の旅

客チャーター便の拡大をさらに進めること。再拡張事業完成後も特定時間

帯などの昼間の時間帯における国際チャーター便の運航を積極的に推進す

ること。また、国際貨物便の運航も早期に可能とすること。 

（２）再拡張前にも、国際線の運航の拡大を図るため、出入国管理、税関及び

検疫体制を拡充すること。 

 

 再拡張事業の完成を待つことなく、羽田空港において、国際線の

運航の拡大を図ること。 
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参  考 

 

（１）国際チャーター便などの運航時間帯拡大 

 

【現在の羽田空港における国際線の取扱い】 

旅客便 貨物便  

定期便 チャーター便 定期便 チャーター便 

昼間時間帯 

(6:00～23:00) 
× △① × × 

 特定時間帯 

(6:00～8:30 の到着、 

20:30～23:00 の出発) 

× ▲② ×③ ×③ 

深夜早朝時間帯 

(23:00～6:00) 
× ○ ×③ ×③ 

○：運航可（週 70 発着） 

△：羽田－金浦（ソウル）便（１日８往復）、 

羽田－虹橋（上海）便（１日４往復）に限り運航可 

▲：羽田空港再拡張事業のための深夜滑走路全面閉鎖に伴う暫定措置と 

して運航可 

×：運航不可 

 

①：拡大を要求 ②：暫定措置の恒久化を要求 ③：就航を要求 
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３ 羽田空港の跡地利用の促進について  

 

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

新滑走路や国際線ターミナルの供用開始が間近に迫る中で、国際線地区に隣

接した位置にある跡地については、跡地利用の早期具体化を図り、羽田空港の

機能を十分に発揮させる必要がある。 

 このため、羽田空港移転問題協議会（メンバー：国土交通省、東京都、大田

区、品川区。以下「三者協」という。）において、昨年３月に策定した跡地利

用基本計画では、３つのゾーンごとに国際交流機能等、必要な機能を誘導して

いくこととした。また、本年３月には、三者協において、今後、事業手法とと

もに、基盤施設の整備のあり方についても検討を進め、羽田空港跡地まちづく

り推進計画（仮称）を平成２２年１０月までに策定することとした。跡地利用

を促進するためには、国が、三者協による協議を踏まえつつ、積極的に取り組

むことが必要になっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）三者協において、道路や護岸などのインフラ整備や跡地の処分、事業手

法等の検討を進め、「羽田空港跡地利用基本計画」の早期具体化を図るた

め、関係自治体の意向を十分に踏まえながら、計画で示した方向性に沿っ

て積極的に取り組むこと。 

（２）測量等、跡地利用に関連する調査を速やかに実施し、調査結果を三者協 

に提示すること。 

（３）高潮から跡地を守る護岸の整備が十分ではないため、多摩川の跡地に係

る護岸整備については、国の責任において早急に進めること。 

（４）関係地方公共団体が、跡地を利用する範囲を検討することと合わせて、

国は、関係地方公共団体に対する跡地利用に際しては、処分価格等につい

て、特段の配慮をすること。 

（１）新滑走路や国際線ターミナルの供用開始が間近に迫る中で、

羽田空港の機能を十分に発揮させるため、国際線地区に隣接し

た位置にある跡地の利用が促進されるよう、積極的に取り組む

こと。 

（２）多摩川の跡地に係る護岸整備を早急に進めること。 

（３）公共的な施設整備のための跡地売却に際しては、特段の配慮

をすること。 
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（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

アジア諸港の躍進などにより、日本港湾の国際的地位が低下する中、コンテ

ナ取扱貨物量において世界第１５位に匹敵する規模を誇る京浜三港（東京港、

川崎港、横浜港）が一層連携を強化し、東京湾の国際競争力を強化するための

取組みを推進することが重要であり、国においても「規制改革推進のための３

か年計画（再改定）」の中で、京浜３港包括提携による広域連携強化への積極

的なサポートを閣議決定（平成２１年３月３１日）したところである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）京浜三港における港湾コスト低減による国際競争力強化のため、新規及

び既存コンテナふ頭への税制優遇や無利子貸付など財政支援等を行うこ

と。 

（２）内貿振興及び内陸部の物流体系を踏まえた京浜三港の国内ハブ機能を強

化するため、船舶、鉄道及び道路など交通ネットワーク全体において、規

制緩和及び財政支援を含む、輸送革新に向けた総合的な施策の展開を図る

こと。 

   ① 水先制度や京浜三港内におけるカボタージュ規制等の海上輸送に係る

規制緩和 

  ② 海上コンテナの鉄道輸送促進に向けた財政支援等 

  ③ 京浜三港間の物流関係車輌の円滑な通行のため、国道３５７号や東京

港臨海道路などの重点整備及び京浜三港と背後圏をつなぐ首都圏広域幹

線道路網の整備促進 

（３）国際競争力を強化する観点から、国が示す「港湾の技術上の基準」のみ

によることなく、柔軟な港湾計画の策定を可能にすること。 

（４）埠頭における環境対策として、環境負荷の少ない荷役機械や陸上電力供

給設備の導入など、省エネ施設を整備する際の財政支援制度を拡充するこ

と。 

29 京浜三港（東京港・川崎港・横浜港）が実施する

広域連携施策への支援 

京浜三港（東京港・川崎港・横浜港）が実施する広域連携施策に

ついて、財政支援及び規制緩和等の支援を行うこと。 
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参  考 

 

（１）外貿コンテナ埠頭における税制及び無利子貸付制度 

所有者 外貿埠頭公社 外貿埠頭公社の民営化会社
メガターミナル 

オペレーター 

税制 

(都市計画税 

･固定資産税 

の特例措置) 

○旧公団から承継した一定規模
以上のコンテナ埠頭  

課税標準 3/5 
○H20.3.31 までに取得した大規
模コンテナ埠頭等  

課税標準1/2（一部1/5） 
 
※2 年ごとに延長。20 年4 月以降
取得する固定資産は適用外 

民営化会社へ承継したコンテナ

埠頭 承継後10 年間 

①旧公団からの承継  

課税標準3/5 

②公社が解散までに取得  

課税標準1/2 

※民営化後取得する固定資産

については適用外 

特定国際コンテナ埠頭 

課税標準1/2 

 

 

 

 

※2 年ごとに延長 

国の無利子 

貸付割合 
３割 ３割 ４割 

 

（２）京浜三港の国内ハブ機能強化のための輸送革新に向けた総合的施策展開 

① 海上輸送に係る規制緩和 

 ・京浜三港が一体性を強化するため、横浜川崎区の強制水先の対象船舶を、現在の 3,000

トン以上から東京区と同様の 1 万トン以上に引き上げること 

 ・京浜三港内の通し船荷証券を有する貨物について、外国籍船が京浜港内を横持ち輸送する場

合におけるカボタージュ規制を限定的に解除すること 

・京浜三港内の指定錨地の一体的な運用により、京浜港内のどの錨地でも利用できるようにす

ること 

② 鉄道輸送については、12フィートサイズJRコンテナを使用した輸送が中心で、20フィート

や 40 フィートの海上コンテナを積載可能な台車は限られていることから、貨物鉄道事業者が

行なう鉄道用台車整備への財政支援。また、施設整備や輸送ダイヤの増設など、貨物鉄道事業

者への海上コンテナの鉄道輸送促進に向けた指導等 

③ 国道357号、東京港臨海道路、東扇島水江町線 

   首都圏広域幹線道路網：圏央道、外環道、中央環状線、川崎縦貫、横浜環状 
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（提案要求先 財務省・国土交通省） 

（都 所 管 局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

スーパー中枢港湾として港湾コストの３割低減及びリードタイムの短縮を実

現するためには、新たな国費導入の制度創設や予算措置が不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）港湾における国際物流機能の充実・強化を図るため、既存ふ頭における

次世代高規格コンテナターミナルの形成に向けたふ頭施設や背後の港湾関

連施設の拡張・強化などの港湾施設整備に対し、財政支援を行うこと。 

（２）国、港湾管理者、東京港埠頭株式会社（以下「株式会社」という。）が

連携してそれぞれの責任を果たし、東京港埠頭株式会社ふ頭（以下「株式

会社ふ頭」という。）における港湾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 株式会社ふ頭における整備及び改良・補修に対して国費による重点的

な財政支援を行うこと。 

② 災害時における株式会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 株式会社ふ頭に係る固定資産に係る経費等について、十分な軽減方策

を講じること。 

④ 株式会社に対する政府無利子貸付金について、貸付割合の拡大や償還

期限の延長等制度の拡充を図ること。 

30 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 

（１）国による港湾施設整備等に対する財政支援を行うこと。 

（２）東京港埠頭株式会社ふ頭における国費投入など助成制度の創

設等を行うこと。 

（３）京浜三港が実施する広域連携施策への支援を行うこと。 

（４）港湾の３６４日２４時間フルオープン化を推進していくため、

港湾福利厚生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。 
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⑤ 港湾機能高度化支援施設整備事業補助制度における補助対象事業の拡

大や補助金交付方法の多様化など柔軟な運用制度の導入を図ること。 

⑥ 株式会社による環境に配慮した荷役器機等の導入に対し、財政支援を

行うこと。 

（３）京浜三港（東京港･川崎港・横浜港）が実施する広域連携施策への支援を

行うこと。 

（４）港湾の３６４日２４時間フルオープン化を推進していくため、港湾福利

厚生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。 
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参  考 

 

（１）国による港湾機能施設整備等に対する財政支援 
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り組みとしては、大

井ふ頭においては、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。 

＜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 
    ＜青海ふ頭＞ 

公共・東京港埠頭株式会社ふ頭間の一体的な管理運営の可能性を検討 
 
（２）東京港埠頭株式会社ふ頭における国費投入など助成制度の創設等を行うこと 

東京港埠頭株式会社（以下「株式会社」という。）は、平成 21 年度からコンテナ
ふ頭管理運営の一元化により東京港コンテナ貨物の 96％以上を取り扱うなど、首都
圏経済にとって不可欠な物流機能を担う。また、株式会社ふ頭は、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。 
①  株式会社ふ頭の施設整備、改良・補修に対する国費による助成が必要である。高

価な施設である荷役機械の整備等につき、ふ頭借受者の負担を抑えるためには国費
の導入が重要であることから、株式会社ふ頭における整備及び改良・補修に対して
重点的な財政支援を行うこと。 

②  災害時の復旧事業についてはその公共性に鑑み、国の支援制度を創設する必要が
ある。 

③  株式会社ふ頭に係る固定資産に係る経費等について、十分な軽減方策を講じる必
要がある。具体的には、民営化後の株式会社に対しては承継後 10 年間固定資産税
・都市計画税の特例措置が創設されたが、当該特例措置の恒久化等を講じていく必
要がある。また、株式会社が新たに取得する資産については、固定資産税・都市計
画税の特例措置がなく、既存施設と同様の措置が必要である。 

④  株式会社に対する政府無利子貸付金について、貸付割合や貸付対象を拡大するこ
とにより、資金調達コストの軽減を図る必要がある。また、政府無利子貸付金は、
現在、３年据置 17 年償還にて行われているが、貸付料金の低減化を安定的に実施
していくうえで、その償還期限の延長が必要である。 

⑤  港湾機能高度化支援施設整備事業補助制度においては、その交付要綱等において
補助対象事業が限定されており、また、配当予算に対応した計画的な事業執行が利
用者調整等により困難な場合もあることから、補助対象事業の拡大や補助金交付方
法の多様化など柔軟な運用制度の導入を図る必要がある。 

⑥  株式会社が環境に配慮したより高価な荷役器機等を導入した場合に、ふ頭借受者
の負担を抑えるため、国費による財政支援の拡充が必要である。 

   

（３）京浜三港が実施する広域連携施策への支援を行うこと 

京浜三港は、アジア諸港の躍進による日本港湾の国際的地位の低下に危機感を共

有し、東京湾の国際競争力を強化するため、平成 20 年 3 月に一層の連携を推進す

ることで基本合意した。 

現在、「京浜港共同ビジョン」の策定を進めるとともに、共同ポートセールスや

コンテナ船の入港料一元化など、連携施策の具体化を図っている。このため、今後

の三港での広域連携施策の推進にあたり、必要な支援を行うこと。 

 

（４）港湾の３６４日２４時間フルオープン化を推進していくため、港湾福利厚生施

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 

港湾の３６４日２４時間フルオープンを推進していくためには、現場を支えてい

る港湾労働者が健全かつ安定的に荷役作業を実施できることが必要不可欠であり、

そのための福利厚生施設の整備を進めることにより、労働環境の充実を図り、東京

港の国際競争力向上を目指す。 
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（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

首都圏の航空需要の増大に対しては、羽田空港の再拡張事業、成田空港の北

伸事業（暫定平行滑走路の２,１８０ｍから２,５００ｍへの延伸）が行われて

いるが、国の航空需要予測においては両事業が完成しても、首都圏における空

港容量はおおむね１０年後には限界に達することが予想されている。このため、

首都圏の空港容量の更なる拡大が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

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。 

 

31 首都圏新空港の事業化の促進 

首都圏新空港構想の具体化に向け、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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参  考 

 

国土交通省航空政策審議会 航空分科会答申（平成 19 年 6 月） 

 

「首都圏第三空港については、これまで実施されてきた検討において、東京湾

における空域の確保や空港アクセスを始めとする様々な課題が明らかになって

きたが、首都圏における旺盛な航空需要等にかんがみると、羽田及び成田両空

港における利用状況や中期的な動向等も踏まえつつ、長期的な視野に立って引

き続き検討を行うことが望ましい。」 
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（提案要求先 国土交通省・環境省）      

（都 所 管 局 総務局・環境局・港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

小笠原諸島は、本土から南に約 1,000km 離れた太平洋上に位置し、約 2,400

人の村民が在住している。同諸島の存在により、水産資源や鉱物資源など海洋

資源の開発可能性を秘めた、我が国の排他的経済水域の約３割という広大な海

域を確保しており、国益を維持する上でも重要な地域である。しかしながら、

本土から小笠原諸島への交通手段は、近年の世界的な交通アクセス短縮の中に

おいて、今なお片道所要時間が約２６時間の船舶航路に限られている。 

小笠原諸島への航空路開設は、小笠原村の産業振興並びに村民の生活安定向

上の観点から大変重要な意味を持つものであり、高速交通アクセス手段の確保

は、都のみならず、我が国にとっても喫緊の課題である。 

都はこれまでも、航空路開設に向け、自然環境との調和などの課題について

検討を重ねてきたが、未だ実現に至っていない。 

こうした経緯や、平成１８年１１月に変更した小笠原諸島振興開発計画にお

いて、航空路に関して「本土との交通アクセスを改善するため、自然環境との

調和に十分配慮した航空路について将来の開設を目指し検討を進める。」と定

めた趣旨を踏まえ、都では、航空路の早期開設を目指し、引き続き調査費を計

上するとともに、小笠原村民の意向を十分に踏まえながら、鋭意、調査・検討

を進めていく所存である。 

また、平成２０年２月には、航空路開設の検討を進めるため、都と小笠原村

による小笠原航空路協議会を設置し、さらに同年１０月には、小笠原航空路協

議会が行うＰＩ活動に対して、評価･助言を行う第三者機関である小笠原航空路

ＰＩ評価委員会を設置したところである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

小笠原諸島への航空路に関する諸課題の解決には、国の協力が不可欠である。

引き続き、都が進める調査・検討に対し、適切な指導、助言などの支援・協力

を行うこと。また、航空路開設の推進に特段の配慮を講じること。 

 

32 小笠原諸島への航空路開設の推進 

（１）都が進める調査・検討に対し、指導・助言等の支援・協力を

行うこと。 

（２）航空路開設の推進に特段の配慮を講じること。 
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参  考 

 

小笠原諸島への航空路開設に関する経緯 

 

○ 経 緯 

・平成３年11月  国の「第６次空港整備五箇年計画」において予定

事業として採択 

・平成６年３月  平成６年第１回都議会定例会において、「小笠原

空港の早期建設促進に関する決議」 

・平成７年２月  空港の位置を兄島に決定 

・平成８年12月  国の「第７次空港整備五箇年計画」において継続

事業として採択 

・平成10年５月  空港の位置を時雨山周辺域に決定 

・平成13年11月  時雨山周辺域での空港建設計画の撤回を決定 

・平成17年12月  平成１７年第４回都議会定例会において、「小笠

原諸島への交通アクセス改善の早期実現に関す

る決議」 

・平成18年11月  振興開発計画に、「航空路について将来の開設を

目指し検討」と明記 

・平成20年２月  都が村と「小笠原航空路協議会」を設置 

・平成20年10月  小笠原航空路協議会が「小笠原航空路ＰＩ評価委

員会」を設置 
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  （提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

首都圏４,０００万人の生活と産業を支える東京港では、近年、近海航路を

中心に外貿コンテナ取扱量が増大し、施設能力が限界状態に達している。また、

船舶の大型化とＲＯＲＯ船による輸送の増大が進んでいる中、これに対応した

ふ頭機能が不足している。それに加え、東京湾奥部における航行船舶の輻輳や

船舶の大型化に対応した、港外における円滑な航行の確保が必要となってい

る。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都圏４,０００万人の生活と産業を支える東京港の国際競争力の向上

を図るとともに、震災時における緊急物資輸送に対応するため、外貿コン

テナふ頭、内貿ユニットロードふ頭等の整備に必要な財源を確保するこ

と。 

（２）船舶航行の円滑化に向けて、港外における新たな開発保全航路の開発、

整備を検討すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 物流機能の強化に向けた東京港整備の推進 

（１）物流機能の強化に向けた外貿コンテナふ頭、内貿ユニットロ

ードふ頭等の整備に必要な財源確保などの措置を講じること。
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＜現状・課題＞ 

東京都は、これまで東京港の港湾管理者として港湾物流の状況変化、ふ頭利

用者ニーズ等に精通し、港湾施設計画の策定、既存施設の改良、維持補修等の

事業のみならず、新規施設の建設を迅速かつ、安全、円滑に遂行してきており、

直轄対象事業となるような新規施設の建設についても、十分な経験・技術力を

有している。 

また、東京港は、都市機能と港湾機能が近接しているほか、今後、既存バー

スの再編等による港湾機能の向上が必須となっている。 

今後、東京港の限られた空間（陸域・海域）において、周辺エリアとの一体

的開発による港湾機能の向上や、既存の港湾利用者と調整を踏まえた施設改修

などを迅速かつ効率的に行い、喫緊の課題である国際競争力の確保を図ってい

く必要がある。 

 このため、東京港においては、港湾の整備・運営に係る十分な実績を有する

港湾管理者が主体となり、動きの激しい港湾情勢への迅速かつ的確な対応を図

ることが重要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）東京港の港湾施設の事業実施にあたっては、直轄対象となる事業であっ

ても、補助事業で事業採択すべきと港湾管理者が申し出た場合には、補助

事業として速やかに事業採択するなど、物流機能の強化に向けた港湾管理

者の取組みに対し、十分な支援を行うこと。 

（２）直轄事業の予算要求にあたっては、港湾管理者と十分に協議を行うとと

もに、港湾管理者の事前了解を得ること。 

（２）直轄対象事業であっても、補助事業で事業採択すべきと港湾

管理者が申し出た場合には、補助事業で採択するなど、物流機

能の強化に向けた港湾管理者の取組みに対し、十分な支援を行

うこと。 
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参  考 

 

○国の直轄施工基準 

（１）港湾法の一部改正（平成 12 年 3 月） 

  ・地方分権推進委員会第５勧告（平成 10 年 11 月）での指摘事項「直轄事

業等の基準の明確化、範囲の見直し等」に対し、港湾法の一部改正及び

運輸省令の改正で、直轄工事の範囲や対象施設の規模等を明確化 

（２）直轄基準の見直し 

 ・H18 年度 予算決定概要（プレス資料）において、国土交通省が、内貿

ふ頭の直轄対象を水深７．５ｍ以深に限定する旨、表明 

   ⇒ 東京港では、コンテナ、フェリー、RORO 船の全内貿施設が該当 

（３）直轄基準の適用方針 

・国土交通省は、H19 年度より直轄基準の厳格な適用を指示 

 

国は、一定の要件にあたるものを直轄事業としている。 

平成 20 年 2 月 6 日開催の「第 34 回地方分権改革推進委員会」において、

国民経済の健全な発展と国民経済の向上を図るため、国土交通省は、直轄事

業の範囲について以下の４項目で説明している。 

１ 国際・国内の基幹的海上交通ネットワーク形成のために必要な根幹的

な港湾施設 

２ 全国的な視点に立って配置整備する必要性が高い避難港の整備 

３ 施設の効用が一つの港湾管理者の行政範囲を超えて広域に及ぶ施設 

４ 技術的観点等から地方公共団体たる港湾管理者が実施することが困難

な事業 
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（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京港の既存港湾施設は、老朽化が進み、今後施設の補修に係わる費用の増

加が予想され、計画的な補修事業の実施が求められている。 

また、平成１９年４月に改定された「港湾の施設の技術上の基準」では「維

持管理計画」を作成の上適切な維持管理を行う旨が規程され、それに伴い各種

点検、調査、診断（評価）、維持管理費の新たな負担の発生が予想されている。 

 既存の「港湾施設改良費統合補助事業」では、１事業２億～５億円という規

模要件や調査費を含まないという制約を受ける。 

 

＜具体的要求内容＞ 

「港湾施設改良費統合補助事業」の採択要件に合わない補修事業や定期点検、

予防保全計画の策定などの各種調査を対象とする、港湾施設の適切な維持管理

に特化した新たな補助事業を創設すること。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 港湾の施設の延命化に伴う維持管理費補助事業制

度の創設 

港湾施設の維持管理に係わる新たな補助事業制度を創設するこ

と。 
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参  考 

 

１ 港湾施設の現状 

 

東京港の港湾施設は、昭和 30～40

年代にかけて建設されたものが多

く、将来的な更新・補修工事の過度

の集中が懸念されている。 

 

 

 

 

 

 

２ 「港湾の施設の技術上の基準」の改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「港湾施設改良費統合補助事業」について 

 

既存施設の延命化を図るための補修・改良工事に係わる「港湾施設改良費統

合補助事業」では、規模要件により事業費の制約を受ける。 

 

「港湾施設改良費統合補助事業実施要綱 第２(2)」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 2%

2%

15%

16%

2%

35%

24%

昭和３０年代

昭和４０年代

大正以前

昭和1～9年度

昭和10～19年度

昭和20～29年度

昭和30～39年度

昭和40～49年度

昭和50～59年度

昭和60～63年度

平成1～9年度

平成10～16年度

<係留施設（-5m 以深）の例> 

○港湾の施設の技術上の基準を定める省令（平成十九年三月二十六日 国土交通省令第十五号）

第四条 技術基準対象施設は、供用期間にわたって要求性能を満足するよう、維持管理計画等に基づき、
適切に維持されるものとする。

２ 技術基準対象施設の維持に当たっては、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件、
構造特性、材料特性等を勘案するものとする。

３ 技術基準対象施設の維持に当たっては、当該施設の損傷、劣化その他の変状についての点検及び
診断並びにその結果に基づく当該施設全体の維持に係る総合的な評価を適切に行った上で、必要
な維持工事等を適切に行うものとする。

４ 技術基準対象施設の維持に当たっては、当該施設及び当該施設周辺の施設を安全に利用できるよ
う、運用方法の明確化その他の危険防止に関する対策を適切に行うものとする。

５ 前各項に規定するもののほか、技術基準対象施設の維持に関し必要な事項は、告示で定める。  

一件当りの事業規模（小規模な緑地等施設整備は除く。）は、都道府県が港湾管理者（政令

市及び一部事務組合を含む。）であるものにあっては２億円以上、市町村（新居浜港湾局を

含む。）が港湾管理者であるものにあっては８千万円以上とする。ただし、５億円を超える

ものについては対象外とする。 

「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」より 
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