
 

１ 迅速で実効性のある流入車対策の推進  

 

（提案要求先 国土交通省・環境省） 

（都 所 管 局 環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

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。 

国は、平成１９年５月、「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（いわゆる「自動車ＮＯｘ

・ＰＭ法」）」を改正したが、同法は、走行規制でなく保有規制であることや

重点対策地区が交差点近辺の限られた範囲に限定されること、指定地区に係る

計画書の作成義務が一部の事業者に限られることなどの課題を抱えており、そ

の内容は流入車対策を始めとして不十分なものである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）対策地域のすべてで大幅な大気環境の改善を図れるように、更なる法改

正により、域外からの流入車規制を図るとともに、規制不適合車を識別す

るためのステッカー制度を構築するなど、実効性かつ即効性ある措置を講

じること。 

（２）規制適合車の利用促進、対策地域内で車検更新できない排出ガス濃度の

高い旧式な車両の利用抑止に向け、国が自ら物品納入や工事等において率

先的に取り組んでいくとともに、荷主等に対する意識喚起及び取組の促進

を図ること。 

 

 

 

 

 

９ 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化 

迅速で実効性のある流入車対策を実施すること。 
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２ 新車対策  

 

（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） 

 

＜現状・課題＞ 

国は昨年３月、いわゆる「ポスト新長期規制」を制定し、平成２１年１０月

から順次適用していくこととしたが、中量車や重量車の一部の適用時期が平成

２２年１０月からとされたほか、１１ヶ月の継続生産期間を設けるなど、その

内容は大気汚染対策として不十分なものである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）ポスト新長期規制の実施に当たり、「挑戦的目標」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、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

期間にかかわらず自動車メーカーに対して早期の市場投入を行うよう指導

すること。 

（２）融資制度や補助制度の一層の充実及び税制上の優遇措置の拡充など必要

な措置を講じることにより、ポスト新長期規制適合車への買換えの促進を

図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポスト新長期規制適合車の早期市場投入を促進させること。 
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３ 局地汚染対策  

 

（提案要求先 国土交通省・環境省） 

（都 所 管 局 環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

国は、平成１９年５月、「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法」を改正したが、同法は、

走行規制でなく保有規制であることや重点対策地区が交差点近辺の限られた範

囲に限定されることなどの課題を抱えており、その内容は不十分なものである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（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

の解消を促進するために、交差点のオープンスペースの設置や高活性炭素

繊維等を用いた脱硝技術を採用、施工するなどにより、流入車対策と合わ

せて、国の責任において、抜本的な対策を講じ、局地汚染の解消を図るこ

と。 

（２）通過車両の環境負荷を軽減するため、地域特性や道路状況に応じて、車

両を高速道路等の他の道路に誘導するなど、抜本的な対策を国の責任にお

いて実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

局地汚染対策の着実な推進と充実を図ること。 
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４ 不正軽油対策  

 

（提案要求先 経済産業省・環境省） 

（都 所 管 局 環境局・主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

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生じている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（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。 

（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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早急に対策を講じること。 
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５ 環境・保健対策の充実  

 

（提案要求先 環境省） 

（都 所 管 局 環境局・福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

大気汚染物質と健康被害との関係については、国において各種の研究調査が

実施されているところであるが、粒子状物質や共存大気汚染物質の健康影響や

微小粒子（ＰＭ２.５）の生成の仕組み等について未解明な部分も多く、必要な

研究調査等を推進し、早急に実効性ある対策を講じていく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

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とともに、環境濃度の詳細

な調査や発生源の把握などを行い、都民の健康と生命を守る実効性ある対策を

早急に講じること。 

また、大都市における大気汚染の状況を十分踏まえた、健康被害予防事業が

実施できるよう、対象地域の拡大など強化充実を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大都市における大気汚染の状況を踏まえ、微小粒子（ＰＭ２.５）

の環境基準を設定するとともに、その達成に向けた実効性ある対策

を講じるなど、環境・保健対策の充実を図ること。 
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６ 大気汚染による健康被害者に対する総合的な救済策の実施  

 

（提案要求先 環境省） 

（都 所 管 局 福祉保健局・環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

健康被害者に対する救済では、平成１９年８月の東京大気汚染訴訟の和解を

受け、都は、平成２０年８月から気管支ぜん息の医療費助成を全年齢に拡大し

て実施している。しかしながら、現在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り、国は、健康被害防止に有効な対策及び総合的な

健康被害者救済策を、責任をもって講じていく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

大気汚染による健康被害者の早期救済のため、都としては新たな医療費助成

を実施することとしたところであるが、大気汚染による健康被害に対する国の

責任として、総合的な救済策を検討し、有効な対策を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大気汚染による健康被害者に対する総合的な救済策を実施するこ

と。 
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（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 幹線道路の沿道においては、騒音・大気汚染など環境が厳しい箇所もあり、

沿道住民の生活環境改善に向けた課題が依然として残されているため、その対

策が求められている。 

 また、大都市特有のヒートアイランド対策の一つとして、路面温度の上昇を

抑制する効果のある舗装を敷設する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）沿道環境改善事業の騒音対策である低騒音舗装、新型遮音壁に対する国

庫補助金を確保すること。 

（２）沿道環境改善事業のヒートアイランド対策である、路面温度上昇を抑制

する環境対策型舗装（遮熱性舗装・保水性舗装）については、今後の拡大

に要する国庫補助金を確保すること。 

（３）沿道環境改善事業の防音工事助成に対して国庫補助対象とすること。 

（４）自動車排出ガスによる大気汚染が特に著しく重点的な対策を実施するこ

とが必要な地点について、必要な調査と対策の検討を行うこと。 

 

 

 

 

 

10 道路環境対策の推進 

幹線道路等の沿道環境改善事業に必要な国庫補助金を確保するこ

と。 
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参  考 

 

沿道環境対策事業 

平成 21 年度 都の予算（当初） 

（単位：百万円） 

区       分 事業費 うち補助事業費 

（国庫支出金） 

沿道環境改善事業 10,179  1,040 (548) 

 低騒音舗装 6,048  366 (201) 

 新型遮音壁 130   90 ( 45) 

 遮熱性舗装・保水性舗装 3,587  304 (152) 

 防音工事助成 134    0 (  0) 

 緩衝建築物一部負担 280  280 (150) 

 

（２）路面温度上昇を抑制する環境対策型舗装 

 

 

 

 

 

遮熱性舗装 

  

アスファルト 

  混合物 

遮熱材 

赤外線 

反射 

 
基  層 

・ 舗装表面に遮熱材を塗り、日射エネルギーを反射して

熱吸収を防ぐ舗装。 

・ 舗装表面に塗るため、低騒音舗装に施工しても騒音低

減機能は損なわない。 

保水性舗装 

 

保水材

アスファルト 

  混合物 

吸水 蒸 発

 
基  層

路面の熱 

・ 舗装の空隙に注入した保水材によって、雨水など

の水分を吸収し、蓄えることができる舗装。 

・ この水分が晴天時に蒸発することで路面温度を下

げ、舗装から大気への放熱を少なくする。 
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（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） 

 

＜現状・課題＞ 

光化学オキシダントは、全国的にも環境基準を超過した状況が続いており、

特に、都内では、夏季における光化学スモッグ注意報の発令日数は依然として

高い水準となっている。 

 都は、これまで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（以

下「ＶＯＣ」という。）の排出削減について、法や条例に基づく規制や指導に

加え、規制の対象となっていない中小規模の事業所に対し、自主的取組を支援

するため、ＶＯＣ対策ガイドの作成・普及、ＶＯＣ対策アドバイザーの派遣、

導入可能な処理技術の開発・普及促進など様々な対策を進めてきている。 

また、今後、２０１６年までに光化学スモッグ注意報の発令日数をゼロにす

るという目標を設定し、低ＶＯＣ製品の普及など更なる対策に取り組んでいく

ところである。 

光化学オキシダントの生成が国を越えた広域的な大気の移流等に起因する

ことも考えられており、その生成原因の解明が必要であるとともに、一層のＶ

ＯＣの排出抑制に向けた実効性のある光化学オキシダント対策の推進が重要

である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）光化学オキシダントの発生メカニズムについて、国を越えた広域的な大

気の移流等を含め、さらに詳細な解明を行い、それに基づく実効性のある

対策を講じること。                    

（２）都は、ＶＯＣ対策ガイドの普及やＶＯＣ対策アドバイザーの無料派遣制

度などを通じて、ＶＯＣ対策を行う中小事業者の自主的取組を支援してい

る。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

も中小事業者の自主的取組が広く実施されるよう、その推進策を早急に講

じること。 

11 光化学オキシダント対策の推進 

（１）発生メカニズムを解明し、実効性ある対策を講じること。 

（２）中小事業者の自主的取組の促進を図ること。 

（３）小型・低コストの処理装置等を開発し、普及を図ること。 

（４）ガソリン給油時の蒸発防止対策を講じること。 

（５）公共事業等での低ＶＯＣ製品の採用を促進すること。 
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（３）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。        

（４）ガソリン給油時のＶＯＣの蒸発防止を図るため、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。  

（５）公共工事や公共調達において低ＶＯＣ製品を積極的に採用すること。特

に取組が進んでいない橋梁等、鋼構造物における低ＶＯＣ塗装の普及を図

るとともに、その標準仕様化を図ること。 
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（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） 

 

＜現状・課題＞ 

中小企業の狭あいな土地における土壌汚染の調査・対策に要する費用負担が

大きいことから、土壌汚染対策が進まず円滑な土地利用が進まない懸念がある。

また、公共事業（工事）等における土壌汚染対策に係る費用負担の問題が顕在化

している。 

これらの課題解決のため、国においても法制度の見直しや助成制度の整備等

が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）市街地の土壌汚染対策を推進するため、国は、汚染原因者ではない土地

所有者の負担能力が低い場合に土壌汚染対策基金を通じた助成を行うとし

ているが、実績はまだ１件に過ぎない。 

そのため、汚染原因者でない土地所有者に対策が強いられる場合に、法

に基づく措置命令を前提とせずに、この土地所有者に対して基金による救

済を可能とすること。その際基金は、法対象の案件だけでなく各自治体に

おける条例案件に対しても対象とすること。 

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。 

12 市街地土壌汚染対策の推進 

（１）土壌汚染対策基金の有効活用を図るための方策を検討するこ

と。 

（２）狭あいな土地に採用可能で低コストな土壌汚染対策技術の開

発を促進し、普及を図ること。 

（３）法に基づく調査・対策において、簡易で迅速な分析法の導入

を図ること。 

（４）土壌汚染地の適正評価に関する手法を検討すること。 

（５）操業中に可能な浄化技術の開発促進及び助成制度の整備等を

講じること。 

（６）民間によるダイオキシン類対策を促進する法制度の整備を講

じること。 
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（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の

開発を促進し、普及を図ること。 

（３）事業者が汚染範囲を迅速かつ低コストで確認し、円滑に対策を実施でき

るよう、都は、条例に定める土壌汚染調査のうち、汚染範囲の絞り込みに

使用できる簡易で迅速な分析技術をすでに選定している。 

国においても、このような技術を参考にして、土壌汚染対策法に基づく

調査・対策においても簡易で迅速な分析法の導入を図っていくこと。 

（４）土壌汚染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、土壌汚染地に係る情報の基盤整備を進めるととも

に、このような土地の適正評価を促すため、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。 

また、公共事業（工事）等において、土壌汚染地があった場合にも円滑

な事業推進ができるよう制度の構築を行うこと。 

（５）有害物質を取り扱う操業中事業者に対しては、施設の廃止時に必要とな

る土壌汚染調査や対策について、制度の周知徹底を図るとともに、施設の

廃止時に備えた取組を含めた啓発を行うこと。 

また、操業中でも実施できる浄化技術の開発を進めるとともに、対策の

実施に必要な資金の助成制度等を設け、事業者の負担軽減を図ること。 

さらに、操業中からの対応を促進させるには、土壌汚染の調査・対策を

自主的に実施した場合、一定の条件の下で適切に行われたものであれば、

法の調査・対策の義務を果たしたことになる制度を創設すること。 

（６）ダイオキシン類による土壌汚染対策に係る法制度は、ダイオキシン類対

策特別措置法により、自治体等による対策の実施を規定しているのみであ

る。民間の土地所有者等が対策を実施する場合においても、迅速かつ的確

な対策が講じられるよう、ダイオキシン類を土壌汚染対策法の対象に規定

するなど、法制度を整備すること。          
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（提案要求先 経済産業省・環境省） 

（都 所 管 局 環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

（１）建材用断熱材には、発泡剤としてフロン類が大量に利用されてきた。こ

れらのフロン類は、建築物等の省エネに寄与してきたが、オゾン層を破壊

する物質であり、また地球温暖化への影響がＣＯ２の1,000～10,000倍にも

なる温室効果ガスである。都内だけでも、解体時に年間１６万トン放散さ

れていると推計されている。先般、都は、この分解処理を推進するルール

づくりを行ったところであるが、今後は、このルールを全国的に広めてい

く必要がある。 

現在、建材用断熱材が廃棄物となった時に、それに含まれるフロン類の

放散を抑制するための仕組みは構築されていない。 

（２）トランス、コンデンサ等のＰＣＢ廃棄物の処理が滞っている。 

現在、ＰＣＢ廃棄物を保管している中小零細業者に対する処理費用の補

助制度があるが、対象要件が限定的であり、手当てが十分にされていない。 

また、安定器その他のＰＣＢ廃棄物の処理単価が高額となることが予想

されており、当該ＰＣＢ廃棄物の処理が滞るおそれがあるが、現在、安定

器その他のＰＣＢ廃棄物の処理に対する補助制度はない。 

（３）電気・電子機器類の廃棄物からレアメタル資源を回収するための取組が

国や自治体で進められてきているが、抽出技術は開発途上であり、合理的

な回収手法についても検討中である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）オゾン層破壊物質であり、かつ、地球温暖化物質であるフロン類が建材

用断熱材に含まれていることから、フロン類の分解処理の推進や、回収の

ための誘導策を検討し、フロン類を大気中に放散しない仕組みを推進する

こと。 

 

13 廃棄物・リサイクル対策の拡充 

（１）建材用断熱材に含有するフロン類の分解処理を推進する仕組

みを検討すること。 

（２）ＰＣＢ廃棄物処理費用基金制度の弾力的な運用を図ること。

（３）電気・電子機器類からのレアメタル資源回収に向けた技術開

発等に対する事業者等への支援を推進すること。 
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（２）倒産・廃業により処理費用の捻出が困難な事業者及びマンション管理組

合などを補助対象者に拡大するとともに、安定器その他のＰＣＢ廃棄物を

補助の対象に加えるなど、ＰＣＢ廃棄物処理基金制度の弾力的な運用を図

ること。 

（３）電気・電子機器類の廃棄物からのレアメタル資源を効率的・効果的に回

収するため、抽出技術の開発を支援するとともに、経済的インセンティブ

を付与するなど、事業者回収の仕組みの構築を検討すること。 
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14 花粉症対策の推進 

 

１ 花粉発生源対策の充実          

       

（提案要求先 農林水産省） 

（都 所 管 局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

花粉症は、今や国民の約４人に１人が患者であるとされ、特に都が平成１８

年度に実施した花粉症患者実態調査では、都民の約３.５人に１人が花粉症と推

計されるなど、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、平成２０年度から実施している花粉発生源対策においては、以下の内

容に積極的に取り組むこと。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）森林整備のための施策の効果的な実施 
「花粉の少ない森林づくり対策事業」の実施に当たっては、事業対象地

の面積要件を緩和するなど、森林所有者の意向やスギ林伐採の実態を踏ま

え、花粉の少ない森づくりが円滑に促進されるよう柔軟に運用すること。 

（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、施策を充実すること。 

 

 

 

 

 

 

（１）花粉の少ない森林づくり対策事業を弾力的に運用すること。

（２）国産材の利用促進のための施策を充実すること。 
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参  考 

○ 花粉症患者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 花粉飛散数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 花粉の少ない森林づくり対策事業(国の平成 20 年度新規事業) 

  花粉発生源対策重点区域を対象に、スギ林の伐採による花粉の少ないスギ

等への林種転換に対して、林種転換協力金を交付。 

  ① 標準伐期齢以上のスギ林概ね 1ha を皆伐し、スギ花粉発生量の少ない

森林に更新を図った場合は、20 万円(ha 当たり)を交付 

  ② 26 年生以上のスギ林を針広混交林化等へ誘導するための伐採を行った

場合は、10 万円(ha 当たり)を交付 

【全国】 

鼻アレルギー診療ガイドライン作成

委員会「鼻アレルギー診療ガイドラ

イン２００９年版」より 

2008 年度の調査で、国

民のおよそ 26.5％が 

花粉症患者と推定 

【東京都】 

都福祉保健局「平成 18 年度花粉症

患者実態調査」より 

1985 年度 

都民の約 10％ 

2007 年度 

 都民の 28.2％ 

 

【都内の飛散花粉数の経年変化】 
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２ 花粉症予防・治療対策の推進  

 

（提案要求先 厚生労働省・環境省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 花粉症は、今や国民の約４人に１人が患者であるとされている。都が平成 

１８年度に実施した花粉症患者実態調査では、都民の約３.５人に１人が花粉症

と推計され、１０年間で約１.５倍に増加している。 

花粉症患者の増加は、医療費をはじめ国民経済にも大きな影響を与えており、

患者に合った根本的治療法の早期開発、花粉回避を支援するための花粉飛散に

関する情報提供の充実が重要となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（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。 

（２）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。 

 

 

 

 花粉症予防・治療対策を推進すること。 
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