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現在、新政権において、これまでと異なる手続きで平成

２２年度の予算編成が進んでおり、都に必要な事業の予算

を確保することがきわめて重要になっております。  

都は、首都東京をより高い次元で成熟させ、２１世紀の

都市モデルへと飛躍させるために福祉や医療、産業、都市

づくりなど様々な分野で「１０年後の東京」計画を羅針盤

としながら歩みを進めているところであります。  

日本の頭脳部・心臓部である首都東京の機能向上は、都

民・国民の暮らしを一段と便利で快適にするだけでなく、

国際競争力を強化し、日本全体の発展に繋がるものです。  

新政権においても、首都東京の機能が担う国家的役割を

十分に認識し、必要な財源を安定的に確保して確実に配分

することを強く求めてまいります。  

また、今回の提案要求は、子ども手当や公立高校授業料

の無償化などの新政権における新たな施策や制度の見直し

によって生じる所要経費について地方に負担を転嫁するこ

となく、国の責任において確実に財源を確保することを強

く求めております。  

大臣及び省庁におかれましては、このような状況をご理

解いただき、都の提案要求の実現に向けて的確な措置をと

られるよう、お願いいたします。 

 
 

平成２１年１１月  
 

               東 京 都  
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平成２２年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求 

１ 提案要求事項選定の考え方 
 新たな政権による予算編成が進む中、都に必要不可欠な重点事業の予算を確保する必要がある。 

重点事項は、地方分権改革の実現、「１０年後の東京」計画及び「『１０年後の東京』への

実行プログラム２００９」の実現に資する取組とした。 

 また、重点事項のうち、特に国に対して強く要求する事項及び都政の最重要課題を最重点

事項として、機会あるごとに国に働きかけていく。 

２ 最重点事項 

３ 件数 

区  分 今   回 今年度前期 

重点事項 ７４件（うち新規事項 ７件） ７７件 
 

地方分権 

改革 

１ 地方分権改革の推進 
    １ 抜本的な地方分権改革の実現 

    ２ 地方分権に資する地方税財政の抜本的改革の推進 

２ 国直轄事業負担金の抜本的改革 

地方税財政 

３ 法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃 

４ 自動車関連諸税の暫定税率のあり方の再検討【新規】 

５ 制度創設及び見直しに伴う国の責任による確実な財源の確保等【新規】

６ 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）

都市整備 

７ 八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の促進 

８ 外かく環状道路の整備促進 

９ 高速道路網の整備促進及び有効活用 

10 国道等の整備促進 

11 道路・橋梁事業の推進 
    １ 道路・橋梁事業の推進 

    ２ 無電柱化事業の推進 

    ３ 街路樹の充実 

    ５ 橋梁の耐震補強事業の推進 

    ８ 臨海部道路網の整備  

12 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進 

13 病院の耐震化対策に係る補助制度の拡充 

14 米軍基地対策の推進 
    ２ 共同使用の促進 

    ３ 横田空域及び管制業務の返還 

15 羽田空港の再拡張と国際化の推進 

環 境 16 地球温暖化防止対策の推進 

福 祉 

保 健 

医 療 

17 新興・再興感染症対策の充実 

18 保育所制度の抜本的改革 

19 保健医療施策の推進 
    ６ 周産期医療体制の充実 

20 高齢社会対策の推進 
    ３ 少子高齢時代にふさわしい新たな「すまい」の実現 

－1－
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　国は、平成２０年度地方税制改正において、法人事業税の一部国税化を行うことと
したが、これに先立ち、石原知事と福田総理大臣（当時）が直接会談し、その措置を
消費税を含む税制の抜本改革までの暫定措置とすること、及び日本の発展に繋がる首
都東京の重要施策に国が最大限協力することの２点を合意した。
　これを踏まえ、平成１９年１２月に首都東京の重要施策に係る「国と東京都の実務
者協議会」を設置し、現在、１２項目２７施策について、都と関係省庁との間で具体
的な協議を進めている。
　首都東京の重要施策として取り上げた１２項目は、いずれも、首都東京の活力を増
進させ、日本全体の発展を促すものであり、都は、その速やかな実現に向け、平成
２２年度における確実な予算措置等を国に求めるものである。

項目
番号

施策
番号 　１２項目事項　／　２７施策事項　　／　　提案要求内容

該当
頁

1 我が国の国力維持に不可欠な羽田空港国際化の一層の推進

1 羽田空港の国際化
　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。
　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。

126

2 臨海部道路網の整備促進

2 国道357号東京港トンネルの整備促進
　国道357号のうち、東京港トンネル部については、必要な予算を確保し、早期完成を図るこ
と。

93

3 首都高速道路晴海線（Ⅱ期）の早期事業化
　都市高速道路晴海線のⅠ期区間（有明～晴海）のうち、未整備となっている豊洲から晴海
までの区間の整備を促進すること。また、Ⅱ期区間（晴海～築地）についても、早期に事業化
すること。

89

4 東京港臨海道路（Ⅱ期）等の整備促進
　東京港臨海道路Ⅱ期事業について、コスト縮減を図るとともに、早期完成を目指し、着実な
推進を図ること。

94

　新木場・若洲線及び荒川河口橋西詰交差点の立体化の推進を図ること。 110

3 ３環状道路の整備促進・高速道路網の合理的な料金体系の構築

5 高速道路網の合理的な料金体系の構築

　首都圏の高速道路料金については、環境面などの影響を十分に検証し、環状道路の利用
促進、会社間の乗継割引、長距離利用者の負担軽減など合理的で利用しやすい料金施策
を国策として実施すること。さらに、そのために必要な財源を確保すること。

91

6 中央環状線、圏央道

　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
首都圏三環状道路を早期かつ確実に整備促進すること。更に、これに必要となる財源を確保
すること。
　都市高速道路中央環状品川線の整備に当たり、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。

89

4 外かく環状道路の整備促進

7 外かく環状道路の整備促進

　外環の一日も早い完成に向けて、用地取得や工事などに必要な事業費を確保すること。
　用地取得などに必要な現場体制を確保し、整備推進に努めること。
　事業着手後も継続的に、都の負担を少なくするよう、コスト縮減を図ること。
　「対応の方針」で地元に示した環境対策、まちづくりの支援、東名ジャンクション以南の検討
などを確実に実施すること。

88

「国と都の実務者協議会」に係る協議事項についての要求内容

１　 首都東京の重要施策に係る実務者による国と都の協議について

２　１２項目２７施策と国への提案要求内容対応一覧表

－2－

－2－

－2－
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項目
番号

施策
番号 　１２項目事項　／　２７施策事項　　／　　提案要求内容

該当
頁

5 首都圏の交通網を分断している開かずの踏切の早期解消

8 開かずの踏切の早期解消

　早期に実施可能な踏切対策を一層推進すること。 113
　連続立体交差事業の推進に必要な財源の確保を図ること。 111

6 耐震対策の強化促進等

9 建物の耐震化促進（緊急輸送道路沿道やマンション等）

　緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進のため、事業用建築物に係る特別償却割合の引
上げ等、現行の耐震改修促進税制を拡充すること。また、建物所有者等への耐震改修実施
の指示等が可能となるよう、耐震改修促進法を改正すること。

26

　マンションの耐震化を促進するため、国は引き続き所要の補助財源を確保するとともに、円
滑な建替えや改修などを可能とする、制度の拡充を図ること。

42

10 緊急輸送道路に架かる橋梁の耐震化

　橋梁の耐震補強事業に必要な国庫補助金を確保すること。 104

11 木造住宅密集地域解消

　延焼遮断帯の整備を推進するため、必要な財源を確保するとともに補助対象の拡充をする
こと。

28

　密集事業や新防火規制に係る税制優遇措置拡充の検討をすること。 30

12 都市型水害対策

　都市型水害対策を推進するため、広域河川改修事業及び流域治水対策事業について国
庫支出金を増額すること。
　都市型水害対策を推進するため、下水道浸水対策事業の国庫補助率引き上げ及び補助
採択基準を緩和すること。

52

13 高潮対策

　地震・高潮対策河川事業における国庫支出金を増額すること。 55
　大都市海岸の緊急高潮対策の推進のため、必要な財源を確保すること。 48

7 美しい景観の創出

14 首都の無電柱化促進支援

　無電柱化事業をより一層推進するため、事業推進に必要な国庫補助金を確保すること。
　国道においても、平成２７年度までに、山手通りと荒川に囲まれたセンター・コア・エリア内の
無電柱化を完了させるとともに、センター・コア・エリア外の無電柱化を推進すること。

98

15 不法係留船の根絶

　不法係留船を根絶するため、船舶について、保管場所を義務付ける制度を創設すること。 80

8 国際都市にふさわしい緑化の推進と環境の整備

16 街路樹の倍増
　既設道路の街路樹植栽事業に必要な国庫補助金を確保すること。
　国道においても、より一層、街路樹の充実を図ること。

100

17 公園の整備促進

　歴史的な公園や文化財庭園再生のための必要な国庫補助金を確保すること。 152

　防災公園の整備促進のため、必要な国庫補助金を確保すること。 154

　都立林試の森公園及び都立旧岩崎邸庭園の拡張にあたり、都が整備する場合には、隣接
する国有地を無償貸付又は譲与すること。

157

18 水辺空間の緑化の推進

　水辺空間を緑化し、河川利用を促進するため、河川環境整備事業について、制度拡充及
び国庫支出金を増額すること。

59

19 国による緑の創出・保全への率先行動

　都内の国立大学法人附属小中学校の校庭芝生化の推進を支援すること。 159

－3－

－3－

－3－
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項目
番号

施策
番号 　１２項目事項　／　２７施策事項　　／　　提案要求内容

該当
頁

20 河川の水質浄化

　良好な水質を維持し、都民が水辺に親しめるようにするため、計画的なしゅんせつについて
国庫支出金の必要額を確保すること。

61

21 ヒートアイランド対策

　民間事業者や自治体に対するヒートアイランド対策支援制度を拡充すること。
　市街地の熱環境のメカニズムを解明すること。

149

　環境先進都市の実現などに向け、都市開発の機会をとらえた先進的なヒートアイランド対策
に対し、支援を実施すること。

150

　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。

168

9 治安の維持向上

22 首都東京を守る対応力の強化（総合的なテロ対策）

　実用化に向け、被害想定等シミュレーションソフトのより一層の精緻化など改善を図ること。
　テロ対策資器材の充実強化を図ること。

246

　テロ対策を総合的に推進するための体制を整備すること。
　放射性物質、爆薬の原料となりうる薬品等の管理を強化すること。
　NBCテロ等の災害で必要とされる特殊医療に関する国立専門センターを設置すること。

247

23 首都警察特別補助金の増額

　首都警察特別補助金を増額すること。 249

10 自動車排出ガス対策の強化

24 自動車排出ガス対策の強化

　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。
　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。

163

　局地汚染対策の着実な推進と充実を図ること。 165

　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。

168

11 東京独自の認証保育所制度の承認

25 東京独自の認証保育所制度の承認

　認証保育所を国の制度に位置づけ、財政措置を講じること。 183

12 東京の特性に応じた施策展開のための規制緩和・分権改革

26 首都の交通網の一体的なマネジメントに向けた分権改革の推進

　首都圏交通政策における地方分権改革を推進すること。
　地下鉄など都市交通における利便性をさらに向上させること。

9

27 地方独立行政法人制度の改革

　国立大学法人と同様に、公立大学法人も出資が可能となるように、所要の法改正を含め、
制度の整備を行うこと。

10

　※項目番号、施策番号は実務者協議会に係る協議事項の通し番号

　※該当頁は本冊子の具体的要求内容が記載されている頁

－4－

－4－

－4－

<8>



 

地方分権改革 

－5－

地
方
分
権
改
革

－5－

－5－

－5－

<9>



 

 

１ 抜本的な地方分権改革の実現  

（提案要求先 内閣府・総務省・財務省 ） 

（都 所 管 局 知事本局・財務局・主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

現在、地方分権改革推進法に基づき設置された地方分権改革推進委員会に 

おいて、新たな分権一括法の制定に向けた検討が進められている。昨年１２月の 

第２次勧告では、地方自治体の仕事を国が法令で細かく規定する自治事務に関する

「義務付け・枠付け」４,０７６条項の廃止等の見直し、８府省１５系統の国の 

出先機関の事務権限４０８項目のうち１１６項目の廃止等の見直し、地方整備局等

の「地方振興局」や「地方工務局」への統合、出先機関の職員約３５,０００人の

削減など、具体的な内容が勧告された。また、今年１０月の第３次勧告では、２次

勧告で見直すこととされた「義務付け・枠付け」４，０７６項目のうち、重点事項

１,２２４条項について、具体的に講ずべき措置などが勧告された。 

しかし、これまで、国は、今年３月に示した「出先機関改革に係る工程表」に 

おいて、この第２次勧告の具体的な内容を何ら盛り込まず、その後も、移管対象と

なっている一般国道や一級河川に関し、移管すべき人員や財源の具体的な規模を 

示さないなど、地方分権改革への姿勢が極めて消極的である。 

抜本的な地方分権改革を実現し、地方自治体が自らの判断と責任において行財政

運営を行う「真の地方自治」を確立するためには、「地方にできることは地方に」

を基本に据え、国の出先機関の事務・権限は住民に身近な地方に移管し、地方に対

する国の関与は原則として廃止するなど、地方が地域の課題に主体的に対応できる

よう、地方の権限を拡大すべきである。とりわけ、首都東京は、人やもの、企業、

情報が集積しており、大都市特有の課題を一体的に処理することが求められて 

１ 地方分権改革の推進 

（１）首都東京の課題をより迅速、効果的に解決できるよう、都の

権限・責任を拡大すること。 

（２）国の出先機関の事務・権限を地方へ移管し、国の出先機関を

廃止・縮小すること。 

（３）地方の自立的な行政運営に向け、国の関与を廃止すること。 

（４）地域の実情に応じて、地方が条例で国の基準を変更することを

可能にすること。 

（５）権限とそれに見合う財源とを一体として移譲すること。 
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いる。現場を預かる都が、国に代わって課題解決に取り組めるようにする必要

がある。 

また、権限と財源とは車の両輪であり、地方が権限を行使し、住民に対する責任

を果たしていくためには、権限に見合った財源が不可欠である。平成２０年度税制

改正により、地方分権に逆行する地方法人特別税が創設されたが、本来必要なのは、

地方税を充実させるなど、自立した地方が地域の課題に自主的に取り組める財源を

確保することである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地方の自立を確立するため、地方分権改革の実現に向けた議論を着実に進め、

積極的に権限の移譲を行うこと。特に、首都東京の課題を、より迅速、効果的

に解決できるよう、都の権限・責任を拡大させること。 

（２）出先機関が現在行っている事務は、原則として地方へ移管するとともに、 

出先機関については廃止・縮小する方向で抜本的に見直すこと。 

（３）地方が策定する計画に対する大臣協議・同意の義務付けなどの国の関与に 

ついては、真に必要なもののみに限定したうえで、原則として廃止すること。 

（４）地域の実情に合わせた施策の実施が可能となるよう、国が法令で定める基準

で地方に関するものは、原則として標準的なものとして扱うこととし、基準を

定める個別の法令に、条例による当該基準の強化や緩和、変更を認める規定を

置き、地方が地域の実情に応じた運用をできるよう、条例の規定範囲を拡大 

すること。 

（５）地方が真に自立できるよう、権限の移譲とあわせて、それに見合う税財源が

確保される税財政制度を構築すること。国庫補助金は、財源補完的なものを 

除き原則として廃止し、必要な財源を確実に措置すること。 
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２ 地方分権に資する地方税財政の抜本的改革の推進  

（提案要求先 内閣府・総務省・財務省 ） 

（都 所 管 局 財務局・知事本局・主税局） 

 

＜現状・課題＞  

真の地方自治とは、地方自治体が自らの財源と自らの責任に基づいて行財政運営

を行う「地方主権」を確立して初めて実現できるものである。 

そのためには、国から地方への権限移譲、国の手続的関与の廃止・縮小等と併せ

て、国と地方の税財政制度を抜本的に見直し、一層の地方分権を進めるべきである。 

今、必要なのは、地方自治体の課税権や受益と負担の関係などを踏まえ、自立し

た地方が地域の課題に自主的に取り組めるよう、権限に見合った財源を確保するこ

とである。 

国は、地方分権改革の原点に立ち返り、地方の自立に資する地方税財政制度の抜

本的改革を早急に実現するべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地方の真の自立を確立するため、地方が担う事務と責任に見合うよう、国か

ら地方への税源移譲を推進し、地方税財源の拡充を図ること。また、安定的な

財源である地方消費税について、税率の引き上げを含めた積極的な拡充を図る

こと。 

（２）税制の見直しに際しては、地方税の応益原則や地方法人課税の税源涵養イン

センティブを最大限尊重するとともに、地方分権に資する地方税の体系を構築

すること。受益と負担という地方税の原則を無視した地方間の水平的財政調整

については、行わないこと。また、法人事業税の一部国税化の暫定措置につい

ては、これを直ちに撤廃すること。 

（３）地方の実態を踏まえた、必要かつ十分な地方交付税総額を確保するとともに、

地方交付税の財政調整機能を堅持すること。また、「三位一体の改革」の名の

下に削減した地方交付税を復元すること。

（１）地方税財政の抜本的改革を、地方分権に資するよう、早急に 

実現すること。 

（２）地方消費税を含めた地方税源の拡充を図るとともに、地方の

自立につながる、地方税の体系を構築すること。 

（３）地方の実態を踏まえた、必要かつ十分な地方交付税総額を確保

すること。 
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３ 首都の交通網の一体的なマネジメントに向けた分権改革の推進  

  （提案要求先 内閣府・国土交通省     ） 

（都 所 管 局 知事本局・都市整備局・交通局） 

 

＜現状・課題＞ 

大都市圏域における交通網は、人やものの流れを支える重要な基盤であり、都市

活動と密接な関わりを持ちながら利用されているものである。 

 特に、首都東京における公共交通機関は、１日に２千万人以上が利用する都民の

日常生活に身近な社会資本であるとともに、旺盛な経済活動を支えており、大都市

の機能を維持するため欠かすことができない。また、少子高齢社会の進展とともに、

誰もが快適に利用できる都市交通が求められる中、鉄道をはじめとする都市交通の

混雑緩和や乗換利便性の向上を図り、公共交通の使いやすさを更に向上させること

が必要である。 

しかし、鉄道路線整備の基本的構想から鉄道・路線バスの運行に至るまで、基本

的な権限は国に集中している。 

 

＜具体的要求内容＞ 

都市機能の維持・発展、利用者の利便性向上の視点から、首都圏の交通施策に

おける地方分権改革を推進すること。 

また、地下鉄は、首都東京における円滑な移動手段として不可欠な交通網であり

ながら、利便性確保の面からは十分にそのネットワークを活かしきれていない。

そのため、事業の運営形態の見直しを含め、都民・利用者の乗換利便性を向上させ

る施策を推進すること。 

 

（１）首都圏交通政策における地方分権改革を推進すること。 

（２）地下鉄など都市交通における利便性をさらに向上させること。 
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新 規                              

 

４ 地方独立行政法人制度の改革  

 （提案要求先 総務省・文部科学省・経済産業省） 

（都 所 管 局 総務局・知事本局・産業労働局 ） 

 

＜現状・課題＞ 

 国立大学法人は、国立大学法人法において大学の知的財産を技術移転する機関

（ＴＬＯ）への出資が可能となっている。また、経済成長戦略大綱において、大学

発ベンチャーへの出資も提言されている。 

一方、公立大学法人による出資については、地方独立行政法人法に関連する規定

がないため、出資が出来ない状態となっており、研究成果を地域の実情に即した産

業振興に活かしていく上で障害になっている。また、国の独立行政法人と、地方独

立行政法人とで、制度上の違いを設ける合理的な理由は認められない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 国立大学法人と同様に、公立大学法人も出資が可能となるように、所要の法改正

を含め、制度の整備を行うこと。 

 

公立大学法人の出資が可能となるように制度の整備を行うこと。 
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２ 国直轄事業負担金の抜本的改革 

 

（提案要求先 総務省・財務省・国土交通省   ）      

（都 所 管 局 知事本局・財務局・建設局・港湾局）  

 

＜現状・課題＞ 

直轄事業負担金は、事業の実施について、事前に地方と十分な協議を行う仕組が法

制化されておらず、経費内訳等の詳細な情報提供や業務取扱費の基準がないまま、地

方に対し過大な財政負担を強いるなど、きわめて不合理な制度である。 

このため、都はこれまで制度の見直しを要求してきたが、国は具体的な対応を怠っ

ており、依然として制度の改善がなされていない。 
 また、都は、維持管理に係る直轄事業負担金については、管理主体が負担すべきも

のであることから、廃止するよう求めてきたが、整備に係る負担金については、経費

内訳等を明らかにしたうえで、適切なものについては負担していく用意がある。 

しかし、経費内訳等に関する情報開示が不十分であることから、国は、直ちに詳細

な情報開示を行うべきである。 

一方、国直轄事業負担金制度を全廃すべきとの議論があるが、整備に関する負担金

については、地方公共団体が担うことができる事業であるにもかかわらず、国の直轄

事業として実施されているものがあることから、単にその存否だけではなく、住民に

身近な事業は地方にゆだねるという国と地方の役割分担の基本に沿って、国の直轄事

業の範囲を見直す必要がある。 

 
＜具体的要求内容＞ 

（１）維持管理費は管理主体が負担すべきものであり、維持管理費にかかる地方負担

は直ちに廃止すること。 

（２）経費内訳等について直ちに詳細な情報開示を行うとともに、地方自治体の意見

を十分反映できる事前協議の法制化や、業務取扱費の基準の明確化など、制度の

抜本的な見直しを行うこと。 

（３）地方が地域の課題に主体的に対応できるよう、国の直轄事業の範囲を国が責任

を負うべきものに限定し、地方が担うことができる事業については財源とともに

地方へ移管すること。 

（１）維持管理に係る国直轄事業負担金は直ちに廃止すること。 

（２）直ちに詳細な情報開示を行うとともに、地方自治体の意見を十分

反映できる事前協議の法制化や、業務取扱費の基準の明確化など、

制度の抜本的な見直しを行うこと。 

（３）地方分権の観点から、国直轄事業の範囲について見直しを行い、

地方が担うことができる事業は財源とともに地方へ移管すること。
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（提案要求先 総務省・財務省     ） 

（都 所 管 局 財務局・知事本局・主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２０年度税制改正において、地域間の財政力格差の縮小の観点から、消費税

を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一

部を分離し、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創設された。 

この措置は、税の原則にもとり、地方分権改革に逆行するものである。 

そもそも現在の地方の困窮は、国が「三位一体の改革」の名のもと地方交付税総

額を削減した結果である。 

ところが、今年度、大幅な税収減により、国は、地方交付税総額自体が不足して

いる現実を認め、地方が強く訴えてきた地方交付税の一部復元が行われた。このこ

とは、都市の財源を地方自治体間の財政調整の手段とする小手先の対策では問題の

本質的な解決にはならず、地方の財源不足は、国が自らの責任で解消すべき課題で

あることを改めて証明したものである。 

 また、国は、税体系の抜本的改革について早期に実現を図るべきとの方針を示し

ていたにもかかわらず、それを先送りする姿勢を示していることから、国が暫定措

置を導入した前提さえ崩れている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

国においては、問題の本質的な解決につながらないばかりか、地方税の原則を歪

め、地方分権改革に逆行する法人事業税の不合理な暫定措置を直ちに撤廃し、地方

税として復元すること。 

１ 法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃 

法人事業税の不合理な暫定措置を直ちに撤廃し、地方税として復元 

すること。 
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    （提案要求先 総務省・財務省・国土交通省） 

    （都 所 管 局 財務局・主税局・建設局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

 国は、平成２２年度から生活コストを引き下げることを目的として、自動車関連

諸税の暫定税率を廃止し、約２．５兆円の減税を行うとしている。 

しかし、地方は現在、自動車関連諸税の暫定税率分を財源として地方に必要な道

路整備などを行っており、暫定税率分の税収は、地方にとって欠かせない財源とな

っている。 

また、地球温暖化をはじめ環境問題への取組強化が求められている中、自動車関

連諸税には化石燃料等の需要を抑制する効果が期待されている。 

こうしたことから、自動車関連諸税の暫定税率のあり方については、廃止を前提

とせず再検討すべきである。 

仮に、国策として暫定税率を廃止するのであれば、それがもたらす地方財政の減

収分は、国の責任で全ての地方自治体に対して、確実に補てんすべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）自動車関連諸税の暫定税率のあり方については、地方財源の確保や環境への

配慮などの観点から、廃止を前提とせず再検討すること。 

（２）暫定税率の廃止に伴う地方税の減収分の代替財源は、全ての地方自治体を対

象として、別途税源移譲など地方税の拡充で確実に確保すること。 

（３）地方税としての制度設計に検討を要する場合には、喫緊の地方財源不足に対

応するため、特例交付金として確実に財源措置を講ずること。 

（４）地域活力基盤創造交付金など現在地方に配分されている交付金・補助金につ

いては、これまで地方の道路整備の主要な財源であったことを踏まえ、地方財

源を確保する観点から、引き続き地方枠として総額を確保すること。 

２ 自動車関連諸税の暫定税率のあり方の再検討 

（１）自動車関連諸税の暫定税率のあり方については、地方財源の確

保や環境への配慮などの観点から、廃止を前提とせず再検討する

こと。 

（２）国策として自動車関連諸税の暫定税率を廃止する場合は、それ

がもたらす地方財政の減収分を、国の責任で確実に補てんすること。

新  規 

－15－－15－

－15－

－15－

<19>



                                 

 

 

              （提案要求先 総務省・財務省） 

              （都 所 管 局 財務局    ） 

 

＜現状・課題＞ 

国は子ども手当など、国策による制度の創設や見直しを実施するべく、平成２２

年度予算編成過程において、その検討を行っている。 

しかし、各省が行った平成２２年度予算概算要求においては、事項要求されてい

るものも含め、制度創設や見直しが見込まれる事項について、財源のあり方が明確

に示されておらず、検討の結果次第では、地方の行財政運営に深刻な影響を与える

懸念がある。 

国は、制度設計に当たって、早期にそのあり方を示すとともに、制度の創設や見

直しによって生じる所要経費について、地方に負担を転嫁することなく、国の責任

において確実に財源を確保すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）財源については、国策として実施する施策に要する費用については全額国が

負担するなど、地方に負担を転嫁することなく、国の責任において確実に財源

を確保すること。 

   地方自治体に対する財源措置に当たっては、全ての地方自治体へ確実に財源

を補てんする必要があることから、地方交付税による措置ではなく、税源移譲

や交付金の創設により所要財源を確実に措置すること。 

（２）具体的な制度設計等に当たっては、地方の意見を十分に踏まえたものにする

ため、国から地方に対して協議を行うこと。 

（３）地方に対して、既存事業との関係等を明確に示すとともに、早期の情報提供

を行うこと。 

３ 制度創設及び見直しに伴う国の責任による確実な

財源の確保等 

（１）国策による制度の創設や見直しによって生じる所要経費につい

ては、地方に負担を転嫁することなく、国の責任において確実に

財源を確保すること。 

（２）具体的な制度設計等に当たっては、地方の意見を十分に踏まえ

たものにするため、国から地方に対して協議を行うこと。 

（３）地方に対して、既存事業との関係等を明確に示すとともに、 

早期の情報提供を行うこと。 

新  規 
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（提案要求先 総務省       ） 

（都 所 管 局 会計管理局・財務局 ） 

 

＜現状・課題＞ 

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

が不可欠になっている。 

また、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いる近年、

全国の自治体において、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いる。 

東京都は、平成１８年４月より複式簿記・発生主義会計を導入し、平成１９年９月

には全国で初めて本格的な財務諸表を公表し、官庁会計決算とともに決算参考資料と

して議会へ提出した。さらに、施策内容の検証に活用し、その結果を予算編成に反映

させている。 

今後、地方行政における公会計制度改革を進め、自治体間や類似事業間の財務諸表

を比較し、経営状況をより高度に分析するには、全国標準たり得る会計基準が必要不

可欠である。 

総務省は、全国の自治体に対し、平成２０年度決算から、「基準モデル」又は「総

務省方式改訂モデル」の二つの公会計モデルを活用して財務諸表を整備するよう要請

している。 

一方、日本公認会計士協会は平成２０年１０月に、全国知事会も平成２０年１１月

に、それぞれ、地方公会計基準に対する考え方を明らかにした。両者とも、総務省の

二つの公会計モデルに否定的であり、国際公会計基準と基本的に同じ考え方を示して

いる。 

現在、総務省の要請に基づき、全国の自治体が平成２０年度決算の財務諸表作成に

取り組んでいるが、全国標準たり得る会計基準が整備されていないことから、多くの

自治体が困惑している。 

 

＜具体的要求内容＞ 

全国標準たり得る会計基準の整備に着手すること。 

検討に当たっては、地方自治体を参画させ、東京都など先行して取り組んでいる自

治体の事例を参考にして、地方自治体にとってわかりやすく使いやすいものとなるよ

う配慮すること。 

４ 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） 

全国標準たり得る会計基準の整備に着手すること。 
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参  考 

 

 

 

【東京都会計基準】 

○ 策定時期 平成１７年８月 

○ 特  色 

① 行政の特質を考慮したものであること 

※ 行政の特質とは： 

主たる収入である税と行政サービスとの非対価性 

      道路・橋梁など売却が不可能な資産を大量に保有 

②  財務諸表が住民にとってわかりやすいものであること 

  ⇒ 企業会計の貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・ 

    フロー計算書、株主資本等変動計算書に準拠 

③  個別の事業改善に活用できる財務諸表であること 

④  会計実務上、対応可能であること 

  ⇒ 従来の官庁会計の会計処理との整合性 

 

【都の財務諸表（平成２０年度決算）】 

○  公表時期 平成２１年９月 

○  特  色 

① インフラ資産（道路・橋梁等） 

⇒ 137,785億円、固定資産総額の50％（一般会計） 

②  都の会計別財務諸表（一般会計、17の特別会計） 

⇒ 貸借対照表、行政コスト計算書、キャッシュ・フロー 

計算書、正味財産変動計算書の４表を作成 

③   事業別財務諸表 

⇒ 予算体系に沿った歳出目別財務諸表に加え、事業別の 

財務諸表を作成 

④   実務に則した財務諸表の作成 

⇒ 官庁会計処理時に自動処理により仕訳データを蓄積 

  出納整理期間の歳入・歳出を反映 
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（提案要求先 総務省・財務省            ） 

（都 所 管 局 財務局・主税局・会計管理局） 

 

＜現状・課題＞ 

（１）地方道路譲与税・地方揮発油譲与税の譲与制限等、地方交付税の不交付を理

由とする財源調整等の措置を受けている。 

（２）国庫補助事業における事務費について、以下のような問題点がある。 

・人件費、旅費、庁費及び工事雑費の４費目に区分され、さらにそれぞれに節

・細節に区分されているほか、国庫補助事業と単独事業とを区分して経理す

ることが求められている。また、当該費目ごとに額の変更があれば、所定の

手続きを必要としている。 

・補助金額の年度途中における減額や翌年度への繰越しについて硬直的に対応

するなど、結果として、予算額の年度内消化・使い切りの弊を生じやすい国

の予算管理の実態が見受けられる。 

（３）大公使館、領事館の用に供する固定資産等で派遣国の所有に係るものについ

ては、非課税措置により、固定資産税及び都市計画税が免除され、地方自治体

はその分の税収減を余儀なくされている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地方交付税の不交付を理由とする財源調整等を廃止すること。 

  ① 地方道路譲与税・地方揮発油譲与税の譲与制限 

  ② 国庫補助金における財政力に応じた調整措置 

    

（２）国庫補助事業における事務費についての問題点を解消すること。 

  ① 費目ごとの管理をやめるなど、事務の効率的・効果的な執行に向けた取組

が可能となるようにすること。 

  ② 補助金額の年度途中における減額や翌年度への繰越しを実情に応じて行え

るようにするなど、弾力的な運用が図れるようにすること。 

 

（３）大使館、領事館等に対する非課税措置により減収となっている固定資産税、

都市計画税相当分を補てんすること。 

５ 財政上の不合理な措置の是正 

現在都が受けている、極めて不合理な措置について、地方税財政制度

の抜本的見直しを待つまでもなく、速やかに是正すること。 
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参  考 

 

（１）財源調整 

① 財源調整の内容 

地 方 道 路 譲 与 税 

地 方 揮 発 油 譲 与 税 

不交付団体に対しては、①前年度交付税算定上の

財源超過額の 2／10、または②交付団体方式で算定

した額の 2／3、のいずれか少ない方の額が控除さ

れている。 

現在、東京都は②による譲与制限を受けている。

国 有 提 供 施 設 等 所 在 

市 町 村 助 成 交 付 金 

 不交付団体に対しては、交付団体方式で算定した

額の 7／10 が控除されている。 

そ の 他 

都が不交付団体であること等を理由として、補助

率に財政力指数の逆数を乗じるなど、補助率の割り

落とし等が行われている。 

※21 年度より、地方道路税は地方揮発油税に、地方道路譲与税は地方揮発油譲与税 

 に名称が変更された。ただし、21 年度以降も地方道路税として収入された額は、 

 地方道路譲与税として譲与される。 

 

② 財源調整額の推移 

        （単位：億円） 

区  分 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

地 方 道 路 譲 与 税 48 48 49 45 8

地方揮発油譲与税 － － － － 39

国有提供施設等所在 

市町村助成交付金 
0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

そ の 他 1 1 1 4 1

合    計 49 49 50 49 49

※20 年度までは決算ベース、21 年度は当初予算ベース。 
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（提案要求先 総務省） 

（都 所 管 局 主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

法人事業税の分割基準は、これまでに幾度も大都市にとって不利益な改正が行われ

ており、法人の事業活動量を適切に反映したものとなっていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）法人事業税の分割基準を、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ること。 

（２）地方団体間の財源調整の手段として、地方法人課税の分割基準の見直しを行う

など、税制の姿を歪める不合理な改正は行わないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 法人事業税の分割基準の適正化等 

（１）大都市にとって不利益となっている分割基準の適正化を図ること。

（２）不合理な分割基準の見直し等を行わないこと。 
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【不合理な法人事業税分割基準改正の推移】 

区 分 

 
昭和37年度 
改正前 昭和37年度 昭和45年度 平成元年度 平成17年度 

製造業 従業者数 資本金１億円 

以上の法人 

本社従業者数 

は1/2 

 資本金１億円 

以上の法人 

工場従業者数 

は1.5倍 

本社従業者数の

1/2措置を廃止 

銀行業 

保険業 

1/2を事務所数、 

1/2を従業者数 

 資本金１億円 

以上の法人 

本社従業者数は

1/2 

 同上 

証券業 従業者数  同上 1/2を事務所数、 

1/2を従業者数 

同上 

サービス 

産業等 

（※） 

従業者数  同上  1/2を事務所数、

1/2を従業者数 

本社従業者数の

1/2措置を廃止 

※ 電気・ガス供給業、倉庫業、鉄道業・軌道業を除く。 

 

【不合理な法人事業税分割基準の改正による都の減収額の推移】 

                                                   (単位：億円) 

年 度 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

減収額 507 539 452 476 551 806 2,348 2,263 2,113 1,322

※ 平成21年度は当初予算ベース。 
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（提案要求先 国土交通省        ） 

（都 所 管 局 都市整備局・建設局・水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

都は、渇水や洪水に対する安全性を向上させるため、八ッ場ダム等の利水・治水

対策の促進に努めている。これらの施設整備は、多大な費用を要する事業であり、

水没地域の生活再建策の調整など多くの課題を抱え、事業期間の長期化も大きな課

題となっていることから、計画どおりの完成が強く求められている。 

特に、八ッ場ダムについては、国により事業の中止方針が一方的に表明され、平

成２１年１０月にダム本体工事の入札手続きが中止となったが、一刻も早く本体工

事に着手し、工期内に完成させることが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）八ッ場ダムは、利水・治水の両面から必要不可欠な施設である。国と関係都

県とが連携し、共同事業として建設を進めてきたこれまでの経緯を踏まえ、八

ッ場ダム建設事業の中止方針を即刻撤回し、関係都県や地元の意向を尊重して

事業を計画どおり完成させること。 

（２）首都東京の都民生活や都市活動に支障を来すことのないよう、渇水や洪水に

対する安全性を向上させるため、「利根川水系及び荒川水系における水資源開

発基本計画」、「利根川水系河川整備基本方針」及び「荒川水系河川整備基本

方針」に基づき、必要とされるダムや導水路を計画工期内に完成させるととも

に、完成に至るまでのコスト縮減を徹底すること。 

（３）ダム建設に伴う水没関係住民の生活再建など、水源地域対策を充実強化する

ため、水源地域対策特別措置法による地域整備事業に対する国庫補助事業の優

先採択と補助率のかさ上げを行うとともに、利根川・荒川水源地域対策基金事

業に対する国庫補助などの施策を充実すること。 

１ 八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の促進等 

（１）八ッ場ダム建設事業の中止方針を撤回し、関係都県や地元の意向

を尊重して事業を計画どおり平成２７年度までに完成させること。

（２）「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」、「利

根川水系河川整備基本方針」及び「荒川水系河川整備基本方針」

に基づき、必要とされるダムや導水路を計画工期内に完成させる

とともに、完成に至るまでのコスト縮減を徹底すること。 

（３）地元関係住民の生活再建のため、水特事業や基金事業に対する

国庫補助などの施策を充実すること。 
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（１） 水源施設の早期完成 

【利根川における最近の渇水状況】注）（ ）は自主節水 

最大制限率(%） 
年 度 制限期間 日数 

取水制限 給水制限 

H2 7/3～9/5 ６５ ２０ １０ 

H6 7/15～9/19 ６７ ３０ １５ 

H7(冬) H8/1/12～3/27  ７６ １０ （５） 

H8 8/13～9/25 ４４ ３０ １５ 

H8(冬) H9/2/1～3/25 ５３ １０ － 

H13 8/10～27 １８ １０ （５） 
 
【都関連水源施設の完成予定】 

施設名 完成予定年度 開発予定水量(万㎥/日) 

八ッ場ダム H27 43※ 

霞ヶ浦導水 H27（協議中） 12 

※埼玉合口二期事業の冬水手当（５万㎥/日）を除く 

 

（２） コスト縮減の充実 

【都関連水源施設整備の残事業費】                単位：億円 
 

施 設 
総事業費 

（ ）内は都負担(＊1) ～H19 H20 H21 H22～ 
工期 

八ッ場ダム 
4,600 

（635） 
2,911 
(416) 

299 
（41）

225 
（30）

1,165 
（148） 

H27 まで

霞ヶ浦導水 
1,900 
（66） 

1,442 
（57） 

 8 
（0） 

  9 
（0）

  441 
（9） 

H27 まで
(協議中）

 (*1)都負担額は国庫補助を除いたもの 
 
（３） 八ッ場ダムにおけるコスト縮減の状況 

【八ッ場ダムにおけるコスト縮減額】                              単位：百万円 

年度 コスト縮減額 コスト増加額
業務執行上の結果

（低入札） 
縮減額 

H19 まで 14 137 1,297 1,175

H20 573 655 0 △82

計 587 792 1,297 1,093
 

（４） 水源地域対策の充実強化 

【都関連施設の水源地域整備計画の進捗】【国庫補助の現状】 

施 設 H20 年度末進捗率（％）

八ッ場ダム 51 

滝沢ダム 81 

 
【水源地域対策特別措置法 地域整備事業に対する国庫補助事業の補助率の嵩上げ】 

地域整備事業 事業数 

国庫補助対象事業 ２４事業 

 国庫補助嵩上げ対象事業 ７事業 

 

事業 国庫補助

水源地域対策特別措置法事業 対象 

水源地域対策基金事業 対象外 
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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＞ 

災害時に早期復旧を図るため、防災拠点や他県等と連絡する緊急輸送道路の沿道

の耐震化を進め、建物の倒壊による道路閉そくを防止することはとりわけ重要であ

る。 

沿道の旧耐震基準の建築物の耐進化を促進するため、耐震診断費・補強設計費・

耐震改修費助成に対して、継続して必要な財源を確保するとともに、以下のとおり

施策を充実することが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）事業者が、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下｢耐震改修促進法｣

という。)」第６条に定める特定建築物について、平成２２年３月３１日まで

に耐震改修を行った場合、所得税・法人税について、改修に要した費用の１０％

の特別償却ができることとなっているが、その期間を延長するとともに、緊急

輸送道路沿道の建築物など防災上重要な建築物については、特別償却割合を引

き上げるなど、制度の拡充を図ること。 

（２）「住宅・建築物安全ストック形成事業」については、建築物除却費を補助対

象とするなど充実されてきているが、建替えについても設計費用を補助対象と

するなど、補助メニューの拡充を図ること。  

（３）緊急輸送道路沿道建築物（耐震改修促進法第６条第３号の建築物）について

は、同条第１号、第２号に定める特定建築物と同様、同法第７条第２項に基づ

く指示及び同条第３項に基づく公表を行うことができるよう法改正すること。 

 

２ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進 

（１）事業用建築物に係る特別償却割合の引上げ等、現行の耐震改修

促進税制を拡充すること。 

（２）耐震改修を実施するに当たり、建物所有者等の費用負担を軽減

するため、助成事業を拡充すること。 

（３）建物所有者等への耐震改修実施の指示等が可能となるよう、耐

震改修促進法を改正すること。 
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国 

1/3 

参  考 

 

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 

【事業の目的・概要】 

・ 災害時に早期復旧を図るため、防災拠点や他県等と連絡する緊急輸送道路の沿

道の建築物の耐震化を進め、建物の倒壊による道路閉塞を防ぐことが重要 

・ 東京都耐震改修促進計画において、「地震発生時に閉塞を防ぐべき道路」を指

定し、沿道の建築物の耐震化を促進 

・ 促進計画で耐震化を図るべき路線として指定した緊急輸送道路については、住

宅・建築物耐震改修等事業を活用（一般の建築物の補助率 15.2％に対し緊急輸

送道路沿道建築物は 66％） 

・ 平成 19 年度に、東京都地域防災計画に定める緊急輸送道路全路線を指定し、

区市と連携して法に基づく指導・助言を実施するとともに、補助事業を実施。

平成 27 年度までに沿道の建築物の 100％を耐震化 

 

○住宅・建築物耐震改修等事業における緊急輸送道路沿道建築物に対する耐震化支援の 

概要      ＊平成 21 年度から「住宅・建築物安全ストック形成事業」に再編 

■ 耐震診断 

補助限度額 1,000 円/㎡ 

～2,000 円/㎡ 

 

■ 耐震改修・建替 

補助限度額 47,300 円/㎡ 

 

○「平成 19 年 8 月 モデル路線沿道建物所有者アンケート」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己負担

1/5 

地方自治体 

7/15 

自己負担 

1/3 

国 

1/3 

地方自治体 

1/3 

税制上の優遇措置について

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

妥当であり、そのまま継続してほしい。

住宅を改修した場合の所得税・固定
資産税の減免額を広げるべきである。

事業用建物を改修した場合の所得
税、法人税の減免額をもっと広げるべ
きである。
事業用建物についても、住宅と同様に
固定資産税を減免するべきである。

減免の効果がわかりにくい。

あまり効果がないので、必要ない。

わからない

回答数＝140
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１ 災害に強い都市構造の確保  

  （提案要求先 国土交通省    ）      

（都 所 管 局 都市整備局・建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

都内には、おおむね都心から１０ｋｍ圏に当たるＪＲ山手線と環状７号線の間や 

ＪＲ中央線の沿線を中心に、約２３，０００ｈａの木造住宅密集地域が帯状に分布し、

都市基盤整備等の遅れから、防災上大きな問題を抱えている。 

 これらの木造住宅密集地域の防災性を向上させるためには、住民自らが災害に備え

自助努力を行うことを基本とし、近隣の住民は互いに協力して地域防災性を高め、行

政は災害に強い都市構造の確保を図ることが必要である。 

 強い都市構造の確保のため、木造住宅密集地域における延焼遮断帯や公園の整備を

推進する必要がある。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１）道路整備と沿道の不燃化を重層的に推進することにより、震災時の延焼拡大を

防止し避難路としても機能する「延焼遮断帯」の整備を推進するため、必要な財

源の確保及び国庫補助対象の拡充を図ること。 

  ①「重点整備地域」において、延焼遮断帯の軸となる都市計画道路の整備を進め

るため、必要な財源の確保を図ること。 

  ②沿道の不燃化を促進する都市防災総合推進事業（都市防災不燃化促進）につい

て、仮住居費補助及び４階以上部分の建築費も国庫補助対象とすること。 

 

（２）震災時に、避難場所や救援・復興活動の拠点として機能する公園の整備を短期

集中的に進めるため、用地取得について、補助率を１／３から１／２に引き上げ

るとともに、必要な財源を確保すること。 

 

 

 

 

 

３ 木造住宅密集地域の整備促進 

（１）延焼遮断帯の整備を推進するため、必要な財源を確保するととも

に補助対象の拡充をすること。 

（２）避難場所等として機能する公園整備の補助率を引き上げること。
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参  考 

 

１ 災害に強い都市構造の確保 

（１）「延焼遮断帯」整備の推進 

○「防災都市づくり推進計画」における「重点整備地域」を中心に、都市計画

道路整備と沿道の建築物の不燃化促進を一体的に進めることにより、効率的

に延焼遮断帯を整備し、早期に安全性の向上を図る。 

・街路事業を推進するため、必要な財源の確保を図ること。 

  

 【重点整備地域における延焼遮断帯】林試の森周辺・荏原地区（環状６号線）、

鐘ヶ淵周辺・京島地区（補助120号線）、東池袋地区（補助81号線）ほか 

 

・都市防災総合推進事業について必要な財源を確保するとともに、都が実施し

ている仮住居費補助及び住宅不燃建築物助成費（４階以上の階の住戸に対す

る助成）に対しても国庫補助対象とすること。 

【平成２１年度 国の予算施策の現状】（単位：百万円） 

 区      分 ２１年度内示額 ２２年度要求額 

事    業    費 ２，８３９ ３，９０８

国      費 １，４１４ １，６６５

地  区  数 ５２地区 ５１地区

 

（２）木造住宅密集地域の防災性を高めるため、公園については、用地取得の補助

率を１／３から１／２に引き上げるとともに、事業の推進に必要な財源の確保を

図ること。 

   【現行補助率】用地取得1/3、整備1/2 

  【防災上、整備が必要な公園】都立篠崎公園、都立和田堀公園ほか 

－29－

－29－

－29－

<33>



２ 地域の防災性の向上  

  （提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

いつか必ず来る大地震に備え、早期かつ効果的に木造住宅密集地域の整備、改善を

進める観点から、都は、震災時に大きな被害が想定される地域を「防災都市づくり推

進計画」で整備地域等と定め、集中的かつ重層的に事業を促進している。 

しかしながら、これらの木造住宅密集地域は、高齢化の進行や権利関係が輻輳
ふくそう

して

いることに加え、狭小敷地や道路に接していない建物が多いことなどから建替えが容

易に進みにくい状況にある。 

これらを解消するためには、建物の共同化・不燃化建替えを促進するとともに、主

要生活道路の整備を進め、早期に地域の防災性の向上を図ることが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）密集市街地の整備により地域の防災性を高める住宅市街地総合整備事業（密集

住宅市街地整備型）において、必要な財源を確保するとともに、 

① 区の主体的取組を一層推進するため、ブロック単位の実施計画や建替え促進事

業計画の作成に要する費用等について、補助率を１／３から１／２に引き上げ

ること。 

② 不燃化建替えを促進するために、個別建替えについて、まちづくり建替えと同

様に共同施設整備費を補助対象とすること。 

（２）防災街区整備事業における個別利用区の敷地の 低限度の要件（100㎡）を緩

和すること。 

（３）耐火性の高い建物への建替えや主要生活道路の整備を促進するため、密集事業

施行区域や東京都建築安全条例に基づいて新たな防火規制を行う区域について、

税制上の優遇措置による支援策拡充の検討を積極的に進めること。 

（４）木造住宅密集地域において、高齢者世帯の建替えに伴う資金面の負担を軽減し、

不燃化建替え等を促進するため、独立行政法人住宅金融支援機構のまちづくり融

資の高齢者向け返済特例制度について、融資限度額の引上げを図ること。 

（１）建物の不燃化を促進するために、必要な財源を確保するとともに

補助対象の拡充をすること。 

（２）防災街区整備事業の実施における要件の緩和をすること。 

（３）密集事業や新防火規制に係る税制優遇措置拡充の検討をすること。

（４）独立行政法人住宅金融支援機構のまちづくり融資の限度額を引き上

げること。 
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参  考 

 

２ 地域の防災性の向上 

 ○住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）の現行制度を拡充 

【平成２１年度 国の予算施策の現状】（単位：百万円） 

 区      分 ２１年度内示額 ２２年度要求額 

事    業    費 １３，５３６ ９，５４８ 

国      費 ５，７９９ ４，１５３ 

地  区  数 ７１地区 ７１地区 

・ 地域の防災性を高めるため、必要な財源を確保すること。 

・ 推進事業におけるブロック単位の実施計画の策定や建替え促進事業計画の作

成等に係る補助率の引上げ。 

区市の主体的な取組を推進し、地区計画による規制誘導や防災街区整備事業

等による建替えを進めるため、補助率を１／３から１／２へ引き上げること。 

・ 市街地住宅等整備事業（密集市街地整備型）において、個別建替えの補助対

象項目を拡充すること。 

主要生活道路の沿道など防災上の効果が認められる場合には、個別建替えの

補助対象項目について設計費や除却等費だけでなく、まちづくり建替えと同様

に共同施設整備も対象とすること。 

 

○防災街区整備事業における敷地の 低限度100㎡の緩和 

・ 防災街区整備事業における個別利用区については、その敷地の 低基準面積を

特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画に関する都市計画において定

められた 低限度の数値又は 100 ㎡のうち、いずれか大きい数値とすることと

規定。 

・ 個別利用区の設定は、できるだけ地権者の意向に沿うため土地から土地への権

利変換を認めた再開発事業にはない防災街区整備事業の独自の仕組み。 

・ 都が防災まちづくりを進めている地域では、狭小な宅地が多く、100㎡では、

地権者の意向に必ずしも沿えないので、緩和が必要。 

 

  〇税制の優遇措置の創設 

震災時の危険性が高い地域において、建築構造の規制強化と建替え誘導を併せ

て実施することにより市街地の安全性を高めるため、条例に基づき新たな防火規

制を行う地域において登録免許税などの税制優遇措置と、密集事業による公共用

地取得に係る租税の特別措置の検討を進めること。 

【新たな防火規制】（平成15年 3月、「東京都建築安全条例」改正） 

規制の内容 ・原則として、すべての建築物は、準耐火建築物以上の性能と

する。 

・延べ面積が５００㎡を超えるもの又は階数が４階以上の場合

は、耐火建築物とする。 

規制の区域 防災都市づくり推進計画で定める整備地域やその他の災害時の

危険性が高い地域で、知事が指定する区域 
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○独立行政法人住宅金融支援機構のまちづくり融資限度額（高齢者向け返済特例 

制度）の引上げ 

・高齢者向け返済特例制度 

対象となる住宅 共同建替事業、地区計画等適合事業、マンション建替事

業等のまちづくり融資の対象となる事業により建設され

る住宅（耐震改修、バリアフリー） 

対象者 建替事業の対象となる住宅に建替え前から居住している

高齢者（借入申込時60歳以上） 

融資限度額 1,000 万円かつ(財)高齢者住宅財団が保証する限度額※の

範囲内 

※更地評価額の60％又は1,000万円のいずれか低い額（マ

ンションの場合、土地・建物評価額の40％） 

返済方法 利息のみ毎月返済。元金は、借入申込者の死亡時に「相

続人が一括返済」又は「担保提供された建物・土地を処

分」することにより返済 

 

・制度の拡充 

まちづくり融資における高齢向け返済特例制度において設定されている融資限

度額は、戸建て住宅の建替えには不十分であり、また、地価の高い東京において、

その担保価値が十分に評価されていないため、融資限度額の引上げを図ること。 
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３ 木造住宅の耐震化促進  

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 震災時に、都民の生命・財産の保護及び地域の被害の軽減を図るため、住宅の耐震

化を促進することは非常に重要である。 

 特に木造住宅密集地域では、地震発生時に住宅が倒壊した場合、道路閉塞や出火に

より避難・応急活動が妨げられ、大規模な市街地火災につながるおそれがある。 

 このため、木造住宅密集地域の住宅について、重点的に耐震化を促進することが重

要である。 

  

＜具体的要求内容＞ 

木造住宅の耐震化を促進するため、耐震診断費・耐震改修費助成に対して、継続し

て必要な財源を確保すること。 

木造住宅の耐震化を促進するため、必要な財源を確保すること。 

－33－

－33－

－33－

<37>



参  考 

 

３ 木造住宅の耐震化促進 

 

○住宅・建築物耐震改修等事業における木造住宅の耐震化支援の概要 

 ＊平成21年度から「住宅・建築物安全ストック形成事業」に再編 

 制度概要（主な要件等） 

耐震診断 補 助 率：地方公共団体が実施する場合 国 1/2 

地方公共団体以外が実施する場合 

国 1/3＋地方公共団体1/3 

耐震改修等 地域要件：老朽住宅の密集市街地又は地震防災対策強化地域内等で、

震災時に倒壊により道路閉塞が生じるおそれのある地区 

補助対象：耐震改修工事費（建替え含む。） 

補 助 率：15.2％（国7.6％＋地方公共団体7.6％） 

23.0％※（国11.5％＋地方公共団体11.5％） 

工事費(限度額32,600円/㎡)の23.0％について、国費で1/3

（1/2※）を補助 

※収入分位40％以下の世帯 

 

予算規模 

 

 

 

○ 地域住宅交付金について 

 

 

 

 

 

22年度概算要求額 21年度予算 

300億円 260億円 

【概 要】 

○ 交付金は、地方公共団体が作成した地域住宅計画に基づき実施される事業の

費用に充当される。 

○ 交付率 

  大で対象事業費の45％ 

○ 交付対象事業 

・基幹事業：公営住宅整備事業等 

・提案事業：地方公共団体独自の提案による地域の住宅政策の実施に必要な事業

※民間住宅の耐震改修事業等への助成については、自治体の創意工夫による提案

事業として実施可能 
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１ 羽田空港の液状化対策の推進  

（提案要求先 国土交通省    ） 

（都 所 管 局 総務局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

都は、平成１８年５月に首都圏の自治体で初めて首都直下地震の被害想定を策定

し、これを踏まえ１９年５月には、１０年以内に達成する減災目標を設定するなど、

地域防災計画を見直した。 

死者の半減等の減災目標を実現するためには、救助部隊等の人員や医薬品等の物資

を輸送する拠点としての空港の機能確保が重要である。 

一方、羽田空港は液状化しやすい地域にあり、Ｂ滑走路、Ａ滑走路西側平行誘導路

及び連絡誘導路（南側）以外は液状化対策が未実施であるため、地震により使用不能

となる可能性がある。 

羽田空港の機能を確保するには、未耐震の滑走路について早急に液状化対策を施す

必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

災害時に人員・物資の広域輸送拠点としての機能を確保できるよう、羽田空港の滑

走路等の液状化対策を引き続き推進し、早期に完了させること。 

 

４ 減災対策の推進 

首都直下地震について必要な対策を着実に進めるため、羽田空港の 

液状化対策を推進すること。 
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出所：「国土交通省関東地方整備局東京空港整備事務所パンフレット」から掲載 

参  考 

 

羽田空港滑走路の耐震化について 
 

１ 耐震化の状況 

Ｂ滑走路、平行誘導路（Ａ滑走路西側）及び連絡誘導路（南側）は、液状化対策を終了

しているが、他の滑走路は液状化対策が未実施であり、地震により使用不能となる可能性

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 考え方 

 羽田空港は物資輸送等における広域輸送拠点であり、その機能を確保するため、未耐震

の滑走路については、早急に液状化対策を施す必要がある。 

【液状化の発生可能性の高い地域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：首都直下地震による東京の被害想定 報告書（平成１８年５月 東京都） 

羽田空港 

 

施工中 

平行誘導路（Ａ滑走路西側）

Ｂ

滑

走

路 

Ａ滑走路

Ｃ滑走路

平行誘導路（Ｃ滑走路西側）

連
絡
誘
導
路(

南
側)

耐 震 改 良 
(液状化対策済) 
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２ ライフライン施設の復旧体制強化  

（提案要求先 内閣府・総務省・経済産業省・国土交通省） 

（都 所 管 局 総務局・建設局            ） 

 

＜現状・課題＞ 

都は、平成１８年５月に首都圏の自治体で初めて首都直下地震の被害想定を策定し、

これを踏まえ１９年５月の地域防災計画見直しの際には、死者の半減、避難者の減、

外出者の４日以内の帰宅など、減災目標を設定した。 

更に、平成２０年３月には、減災目標を１０年以内に達成するための都の取組みを

震災対策事業計画として取りまとめた。 

都では現在、ライフラインの早期復旧に向けた取組みとして、上下水道の耐震化や

道路整備による無電柱化を図るとともにライフラインの復旧活動拠点の確保に努めて

いる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都中枢機能の維持及び首都圏における経済活動の継続のため、電線類の地中

化やガス・通信などの埋設管の耐震化を促進すること。緊急交通路における共同

溝の設置についても推進すること。 

（２）緊急時の資機材置場や作業員の宿泊場所等に国有地を活用するなど、電気・ガ

ス・通信等のライフライン施設の復旧体制強化を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首都直下地震について必要な対策を着実に進めるため、ライフライン 

施設の耐震化や復旧体制強化を図ること。 
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参  考 

 

１ 無電柱化（平成１９年度末状況） 

○ 都道全体の地中化率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26％ 

○ 国道における電線の地中化率・・・・・・・・・・・・・・・・82％ 

 

２ 水道施設（平成１９年度末状況） 

○ 重要施設供給ルートにおける耐震継手率・・・・・・・・・・・24％ 

○ 配水池耐震施設率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44％ 

○ 耐震継手率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23％ 

 

３ 下水道施設（平成１９年度末状況） 

○ 都心三区の地区内残留地区での管きょ耐震化・・・・・・・・約16ha 

○ 避難所や災害拠点病院などの排水を受け入れる管きょ耐震化 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約1,060箇所 

 

４ 東京都の確保しているライフライン復旧拠点及び拠点候補地（資機材置場等） 

中央清掃工場              北清掃工場 

港清掃工場               板橋清掃工場 

墨田清掃工場              練馬清掃工場 

有明清掃工場              光が丘清掃工場 

新江東清掃工場             足立清掃工場 

品川清掃工場              葛飾清掃工場 

目黒清掃工場              江戸川清掃工場 

大田清掃工場              東京ビッグサイト 

多摩川清掃工場             若洲ゴルフリンクス 

世田谷清掃工場             白鬚東地区 

千歳清掃工場 

渋谷清掃工場 

杉並清掃工場 

豊島清掃工場 
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（提案要求先 内閣府・国土交通省） 

（都 所 管 局 総務局・建設局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

現在、東京湾臨海部基幹的広域防災拠点（有明の丘地区）には未整備箇所がある。 

また、整備後の拠点の維持管理にかかる具体的な指針は、まだ定められていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都圏全体を視野に入れた広域的な防災拠点として、東京湾臨海部基幹的広域

防災拠点（有明の丘地区）の整備を推進すること。 

（２）本拠点は、都県市単独では対応不可能な広域あるいは甚大な被害に対し、首都

機能をはじめとする我が国の中枢機能の回復を早急に図るために整備されるもの

であり、維持管理については、国において責任を持って対応する新たな制度や仕

組みを創設すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 首都圏広域防災拠点の整備 

首都直下地震などの大規模な災害においては、首都圏全体を視野にい

れた広域的な災害対応が不可欠であるため、対応の拠点となる広域防

災拠点の整備を促進すること。 
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参  考 

 

１ 基本計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 発災時のゾーニング 

 

 

本部棟用地 
広域支援部隊

等コア部隊ベ

ースキャンプ

用地 
ヘリポート

用地 

災害時医療

支援用地 

広域支援部隊ベースキャンプ用地 

国立公園 

都立公園 

平成 20 年度

完成 
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（提案要求先 厚生労働省）      

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 国は、「経済危機対策」として平成２１年度補正予算において、救急医療機関の耐

震化整備に係る財政支援策を創設したが、財源が不十分であったため、耐震化整備を

希望する医療機関の一部しか補助対象とならなかった。 

 震災時における防災拠点となる病院の耐震化整備は急務である。しかし、現在の医

療提供体制施設整備交付金のメニュー予算である病院の耐震化事業は、対象が救急医

療機関のみであり、また、耐震化を目的とした改築が対象とはならず、基準面積及び

基準額も低いものとなっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）救命救急センター、指定二次救急医療機関の耐震化対策について、耐震化を目

的とした改築も対象とするとともに、基準面積及び基準額を引き上げること。 

（２）救命救急センター、指定二次救急医療機関以外の病院も耐震化補助の対象とす

ること。 

６ 病院の耐震化対策に係る補助制度の拡充 

病院の耐震化対策に係る補助を拡充すること。 

新  規 
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（提案要求先 法務省・国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局    ） 

 

＜現状・課題＞ 

都内には、２２万戸に及ぶ旧耐震基準で建築された分譲マンションがあり、その

耐震化は喫緊の課題となっている。今後、マンション耐震化への取組を拡大し、「民

間建築物等の耐震化促進実施計画」に基づき、平成２７年度までに２万戸の耐震化

を図る予定である。 

また、都には、１４０万戸（平成２０年度末現在）を超える分譲マンションスト

ックがあり、都では、これらのストックを適正な維持・管理や改修により、長寿命

化を図るとともに、老朽化が著しく進行するなど建替えが適切な場合には、円滑な

建替えに向けた支援に努めている。 

 マンションの建替えや改修に当たっては、多数の居住者の合意形成が課題となっ

ており、円滑な建替えや改修に向けた、法制度面等からの支援が重要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国は、平成２１年度に創設した「住宅・建築物安全ストック形成事業」にお

いて、多数の区分所有者の合意形成を必要とする分譲マンションの耐震化を着

実に促進するための所要の財源を確保すること。 

（２）特別多数決による区分所有関係の解消の仕組みや代替地へ建て替えるための

制度など、建替えに係る柔軟な対応を可能とする制度を整備すること。 

（３）改修・改築に伴う共用部分の専有部分化など、現行では全区分所有者の合意

が必要と解される事項について、特別多数決で実施できる制度を導入するこ

と。 

（４）建築基準法第８６条による一団地認定の廃止等に係る全員同意要件などの法

令要件を緩和すること。 

 

７ マンション耐震化及び適切な更新による都市再生 

マンションの耐震化を促進するため、国は引き続き所要の補助財源を

確保するとともに、円滑な建替えや改修などを可能とする、制度の拡

充を図ること。 
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参  考 

（１）マンション建替えに係る柔軟な対応を可能とする制度の整備 

【建替え円滑化法に基づく建替えの実績（件数）及び築３０年以上の戸数 

の推移】 

 

年度 15 16 17 18 19 計

東京都（件） ３ ２ ４ ３ ３ 15

全国（件） 
(東京都分込み) 

４ ５ ８ 14 ９ 40

注）構造計算書偽装物件を除く 

 

 

 【現行法定容積率を超過しているマンション戸数】 

 
昭和 45 年以前 

に建築 

昭和 46～55 年 

に建築 
（計） 

民 間 16,300 戸 59,800 戸 76,100 戸 

機構・公社 1,200 戸 1,600 戸 2,800 戸 

全 体 17,500 戸 61,400 戸 78,900 戸 
注）法定容積の充足比１超の戸数には、既存不適格物件のほか、法令等に基づく容積緩和対象物件も含む。 

（国土交通省資料より）  

（２）特別多数決で実施できる制度の導入 

 

 

 

 

  

現行法上、上記のような場合は、共用部分の処分に当たり、共用者全員の合意が

必要となる。 

 

（３）一団地認定の廃止等に係る全員同意要件などの法令要件の緩和 

 建築基準法 

 （一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し）  

第八十六条の五  公告対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者は、その

全員の合意により、当該公告対象区域内の建築物に係る（中略：一団地認定及び許可

の規程）認定又は許可の取消しを特定行政庁に申請することができる。 

区分所有法の建替え決議の議決要件 

単棟型 

【第 62 条】 
区分所有者及び議決権の各４／５以上 

団地（一括） 

【第 70 条】 
団地全体：区分所有者及び団地内建物の敷地の持分割合の各４／５以上 

各団地内建物：区分所有者及び議決権の各２／３以上 

団地（部分） 

【第 69 条】 

団地全体：土地の持分割合の３／４以上（ただし、建替えにより特別の影響を受け

る棟についてはその棟単独で３／４以上） 

建替え棟：区分所有者及び議決権の各４／５以上による建替え決議（又は全員同意） 

（例）共用部分である

壁を取り払い、２戸を

１戸にする場合 

資料：住宅・土地統計調査（総務省） 

住宅着工統計（東京都都市整備局） 

46.1 

91.8 
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13.9

56.6 
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（提案要求先 文部科学省    ） 

（都 所 管 局 生活文化スポーツ局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成１８年に定められた国の基本方針は、住宅及び多数の者が利用する特定建築物

の耐震化率を平成２７年度までに９０％以上にすることを目標としており、都内の私

立学校についても速やかに耐震化を推進する必要がある。 

都では、専修学校等及び学校法人立以外の幼稚園についても補助対象とし、校舎等

の改築部分や木造の校舎等についても補助対象に加えている。さらに、平成２０年度

の補正予算で耐震診断に係る補助率を、平成２１年度からは地震による倒壊等の危険

性が高い施設の工事に係る補助率を、それぞれ２／３から４／５まで引き上げるなど、

制度の拡充に努めている。 

現行の国の助成制度は、地震による倒壊等の危険性が高い施設に係る補助率を 

１／３から１／２にかさ上げしたものの、各学校の負担は依然として重く、また、補

助対象についても学校法人立の学校が設置している非木造の校舎等の補強工事のみと

なっている。国の基本方針を達成するためには、助成制度をさらに拡充し、早急に耐

震化工事を実施できる環境を整備することが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

私立学校の耐震化を促進するため、以下の助成制度の拡充等を図ること。 

（１）地震による倒壊等の危険性がある施設に係る補助率を１／２に引き上げるとと

もに、危険性の高い施設の補助率もさらに引き上げること。 

（２）校舎等の改築部分についても補助対象とすること。 

（３）木造の校舎等に係る耐震補強工事についても補助対象とすること。 

（４）私立専修学校、私立各種学校及び学校法人立以外の私立幼稚園の耐震化対策に

係る助成制度を設けること。 

 

８ 私立学校の耐震化対策に係る助成の拡充 

（１）耐震化対策に係る補助率の引き上げ対象を拡大すること。 

（２）校舎等の改築部分についても補助対象とすること。 

（３）木造校舎等についても補助対象とすること。 

（４）私立専修学校、私立各種学校及び学校法人立以外の私立幼稚園を

対象とした助成制度を設けること。 
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参  考 

○ 都の現状 

【私立高等学校・中学校・小学校・幼稚園(学校法人立以外の幼稚園を含む。)・ 

専修学校・各種学校に対する助成】 

・私立学校安全対策促進事業費補助 

耐震診断、耐震補強工事、耐震改築工事に要する経費について補助する。 

〔補助率〕耐 震 診 断 ４/５以内 

耐震補強工事 倒壊等の危険性が高い施設 ４/５以内 

上記以外の施設      ２/３以内 

（ただし、国庫補助対象事業は国庫補助金を含めて上記率以内） 

耐震改築工事 倒壊等の危険性が高い施設 ４/５以内 

上記以外の施設      ２/３以内 

21年度予算      5,650,060千円 

〈参考〉20年度予算   2,272,633千円 

 

○ 国の予算及び施策の現状 

【学校法人立の私立幼稚園に対する助成】 

・私立幼稚園施設整備費補助 

耐震補強工事に要する経費について補助する。 

〔補助率〕倒壊等の危険性が高い施設 １/２以内 

上記以外の施設      １/３以内 

17年度当初予算  1,254,000千円（アスベスト等を含む。） 

17年度補正予算   284,000千円（学校法人立以外と合計） 

18年度予算    1,154,000千円（アスベスト等を含む。） 

19年度当初予算  1,119,000千円（アスベスト等を含む。） 

19年度補正予算   267,000千円 

20年度当初予算  1,108,000千円（アスベスト等を含む。） 

20年度補正予算  2,389,000千円 

21年度予算    1,097,000千円（アスベスト等を含む。） 

 

【私立高等学校・中学校・小学校に対する助成】 

・私立高等学校等施設高機能化整備費補助（防災機能強化施設整備費補助） 

耐震補強工事に要する経費について補助する。 

〔補助率〕倒壊等の危険性が高い施設 １/２以内 

上記以外の施設      １/３以内 

17年度当初予算  1,878,000千円（アスベスト等を含む。） 

17年度補正予算   263,000千円（アスベスト等を含む。） 

18年度予算    1,638,000千円（アスベスト等を含む。） 

19年度当初予算  1,798,000千円（アスベスト等を含む。） 

19年度補正予算   428,000千円 

20年度当初予算  1,798,000千円（アスベスト等を含む。） 

20年度補正予算  2,979,000千円 

21年度予算    1,798,000千円（アスベスト等を含む。） 
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（提案要求先 内閣府） 

（都 所 管 局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

 中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会」が平成１７年２月に公表した首都

直下地震に関する被害想定では、首都圏全域に被害が及ぶとしている。国の中枢機

能が集積している首都圏における地震、台風、テロなどによる大規模災害の対策は、

一自治体のみでは対応が困難であり、国や近隣県市の応援が不可欠である。 

 現在、国と都県間で中央防災無線による通信設備が整備されており、都県間にお

いても通信が可能である。 

しかし、国と政令都市では、この通信設備が未整備であるため、四政令都市は、

国と直接通信ができず、また、八都県市間においても直接通信できない。 

 そこで、国及び八都県市間において災害情報を共有できるよう、国と四政令都市

間の防災情報通信網を整備すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 既に整備が進んでいる国と四都県（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）間に加

え、四政令都市（横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市）との間においても防災情

報通信網を国において整備すること。 

 

 

 

 

９ 災害時の広域連携に向けた防災情報通信網の整備 

八都県市間のうち、四都県を除く四政令都市と国との防災情報通信網

を整備すること。 
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参  考 

 

１ イメージ図 

 

整備済（中央防災無線：太線間で通信可能） 

未整備 

整備済（防災行政無線：細線のみで通信可能（太線経由不可）） 

 

 
※中央防災無線の未整備部分（太点線）を整備すれば、国、都県及び四政令都市と相互に直接通信

が可能となる。 

 

２ 東京湾臨海部基幹的広域防災拠点整備基本計画について 

 

阪神淡路大震災の教訓を踏まえ、東京圏において大規模かつ広域的な災害が発生

した際に、災害対策活動の核となる基幹的広域防災拠点を東京湾臨海部に整備する

ことが、都市再生本部で平成１３年６月１４日に決定された。 

 「首都圏広域防災拠点整備協議会」（関係省庁及び八都県市）が設置され、整備

の基本方針及び整備箇所、機能などを定めた「東京湾臨海部基幹的広域防災拠点整

備基本計画」が平成１６年１月８日に決定された。 

整備箇所として選定された有明の丘地区には、災害時に国・地方公共団体等の合

同現地対策本部となる基幹的広域防災拠点を置く。 

この基幹的広域防災拠点と、東京都災害対策本部など地域の防災活動拠点との通

信手段を確保し、円滑かつ効率的に応急復旧活動を展開する。 

基幹的 
広域防災拠点 

 

内 

 

閣 

 

府 

 

千葉県 

（５号館） 

埼玉県 

東京都 

神奈川県 

さいた

ま市 

千葉市 

川崎市 

横浜市 

各省庁 

指定公

共機関 

災害対策本部 

(首相官邸) 
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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＞ 

高潮から都市を守る防護施設の中には、老朽化の進行しているものや、大規模地震

に対して耐震性を十分有していないものもあり、老朽化対策及び耐震対策が急務であ

る。 

このため、東京都では、「東京港海岸保全施設緊急整備計画」を策定し、防潮堤な

どの海岸保全施設の緊急整備に鋭意取り組んでいる。 

 東京東部のゼロメートル地帯は、海岸と河川の役割分担により、両者が協力して高

潮・地震対策を推進している｡ 

河川事業では、近年指摘されている地球温暖化に伴う水災害リスクの増大等に対し、

迅速な整備を行う観点から、補助率の低かった「都市河川改修費補助事業」は廃止さ

れ、平成２１年度より「地震・高潮対策河川事業（補助率１／２）」に一本化された。 

一方、市街地における海岸の高潮対策事業は、２／５の補助率とされており、内地

に比べ低い補助率となっている｡また、温暖化や地震に対するリスクは河川と変わらな

い。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１） 市街地における海岸事業の補助率を内地や類似目的の河川事業と同様の１／２

とすること。 

（２） 高潮や津波から都民の生命と財産を守り、首都東京の中枢機能を確保するた

め、必要な財源を確保すること。 

10 大都市海岸の緊急高潮対策の推進 

（１）国費負担割合の向上を図ること。 

（２）必要な財源を確保すること。 
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参  考 

 

水門・排水機場の設備や埋立造成に伴い設置した護岸などの老朽化が進んで 

おり、江東地区を中心に整備後40年以上経過した施設が存在している。 

 

                          平成18年 7月現在 
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建設局所管区域
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【水門・排水機場】 【防潮堤・護岸】

・晴海ふ頭及び副都心地区の約2.5kmを除く 

・埋立護岸の設置年次は埋立造成年から推測 

30～
39年
35%

20～
29年
9%

40年
以上
57%

23 基 

40年
以上
36%

30～
39年
10%

20～
29年
13%

20年
未満
41% 約109km 

経過年数別の割合
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１ 生命や財産を守る治水事業の推進  

  （提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 建設局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

治水事業は一部を除き法定受託事務であり、国の基本的責務である。 

平成２１年度の国土交通省河川局の予算において、対前年度比が国土基盤河川（直

轄）の０．９７に対し、地域河川（補助）は０．９４と地方（補助事業）に厳しい状

況である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国土の保全及び国民の生命や財産を守る治水事業は、政の根幹であり、国の基

本的責務であるため、治水事業について必要額を確保すること。 

（２）災害復旧系の予算は別枠とし、災害予防系の予算を必要額確保すること。 

（３）確保した予算の執行に当たっては、国と地方の公平性に配慮した配分を図るこ

と。 

 

11 総合的な治水対策の推進 

国土の保全及び国民の生命や財産を守る治水事業は国の基本的責務で

あるため、必要な財源を確保するとともに、国と地方の公平性に配慮

した配分を図ること。 
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参  考 

 

 

国土交通省平成21年度予算（内示）の動向について 

○ 平成20年度に引き続き、補助河川は厳しい状況 

（数値は対前年比） 

  ・河川局予算全体        ０．９７ 

  ・国土基盤河川（直轄）     ０．９７ 

  ・地域河川（補助）       ０．９４ 

  ・砂防（直轄・補助）      ０．９５ 

  ・急傾斜地崩壊対策（直轄・補助）０．９５ 

  ・総合流域防災事業（補助）   １．００ 

 

 

 

【知事による緊急提言】 

平成１６年１０月の治水事業の推進に関する緊急提言において、「本来、治水事

業は、災害予防と災害復旧を一体的に実施することで、地域の安全性を高め国土を

保全していくものである。水はまさに政の根幹である。国民の生命、財産を守る治

水は、国の基本的責務であり、国と地方の役割分担について十分議論した上で、治

水対策を推進するべきである。」としており、治水対策の推進を示している。
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２ 都市型水害対策の推進  

  （提案要求先 国土交通省   ） 

（都 所 管 局 建設局・下水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

都市化の進展に伴う雨水流出量の増加や、近年の局地的な集中豪雨の増加等に起因

する都市型水害が頻発している。 

都はこれまで、時間雨量５０ミリの護岸整備を進めており、平成２０年度末の治水

安全度達成率は７５％である。 

河道拡幅などの河川整備が困難な区間では、調節池や分水路の整備などを進め、水

害の早期軽減に努めている。 

また、内水氾濫対策として、下水道の幹線管きょや雨水ポンプ所等の基幹施設の整

備を進めているが、浸水対策事業の促進には多大な事業費が必要であり、平成２０年

度末時点での浸水対策整備率は５９％、整備の進捗は年１％程度にとどまっている。 

頻発する集中豪雨への対応など、新たな課題も踏まえた治水対策の推進が求められ

ている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）都市型水害対策を推進するため、広域河川改修事業及び流域治水対策事業につ

いて国庫支出金を増額すること。 

（２）平成１１年８月や平成１７年９月の集中豪雨による溢水など、大きな浸水被害

を生じた河川においては、早期に安全性を向上させるため、次の事業における財

源措置について他事業を圧迫することのないよう特段の配慮をすること。 

・ 古川地下調節池 

・ 入間川分水路 

・ 白子川地下調節池 

（３）平成２０年８月の集中豪雨により溢水した境川、鶴見川、谷地川について、早

期に安全性を向上させるため、国庫支出金を増額すること。 

（４）浸水対策事業を着実に実施できるよう、下水道の幹線管きょや雨水ポンプ所等

の整備を、浸水の危険性が高い地域などに重点化して実施する事業に対し、現行

よりも高い補助率を適用するなど財政措置を充実すること。また、一般市と格差

がある国庫補助採択基準を同程度にまで緩和すること。 

（１）都市型水害対策を推進するため、広域河川改修事業及び流域治水

対策事業について国庫支出金を増額すること。 

（２）都市型水害対策を推進するため、下水道浸水対策事業の国庫補助

率引き上げ及び補助採択基準を緩和すること。 
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[広域河川改修事業及び流域治水対策事業] 

【中小河川の整備状況】 

全体計画 
護岸整備延長 
（H20年度末） 

護岸整備率 治水安全度達成率 

324.0㎞ 204.2㎞     63％     75％ 

※ 治水安全度達成率とは、護岸整備率に、調節池など効果を加算したもの。 

〈平成２１年３月末現在〉 

 

【国の予算（都への当初配分）】 
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白子川地下調節池完成イメージ 

発進立坑現場状況 
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[下水道浸水対策事業] 

【下水道浸水対策事業の現状】 

 

【国庫補助率と補助採択基準】 

 
【主な下水道浸水対策事業】 

幹線管きょ(貯留管)の建設 雨水ポンプ所の建設 

雨水調整池の建設 雨水排水ポンプの増強 

(先行待機運転ポンプ) 

○現行補助率 

  １/２（管きょ）  

２/３  （処理場並）  

に引き上げること。

口径４５０mm以上 （一般市並） 

に緩和すること。

⇒

⇒
○現行採択基準   

  口径３５００mm以上（指定都市） 
※※処理区面積３０００ha以上の場合。。 

※浸水対策整備率：浸水対策が完了した地区の合計面積が計画面積に占める割合 

－54－－54－

－54－

－54－

<58>



 

３ 地震・高潮対策の推進  

  （提案要求先 国土交通省）      

（都 所 管 局 建設局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

都はこれまでに、阪神淡路大震災を契機に堤防等の地震対策を推進してきた結果、

外郭堤防の耐震化はほぼ完了したものの、外郭堤防以外の内部護岸の地震対策につい

ては、整備率が依然として低く、大地震による護岸の損壊により、地震水害が発生す

る危険性は回避されていない。 

また、東部低地帯での主要な河川の高潮対策は完了しているものの、橋梁部分や城

北、城南地域の河川においては未整備箇所が残っており、その対策が急務となってい

る。 

一方、隅田川など、背後地開発と連携して耐震性と水辺環境の向上を図るスーパー

堤防等を推進していく必要がある。 

 水門操作の安全性や確実性・迅速性の確保を図るとともに、より効果的、効率的な

水門管理を行うため、現在整備中の水門管理システムの構築事業を引き続き着実に進

める必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）堤防や水門など河川施設の地震対策の推進のため、地震・高潮対策河川事業に

ついて国庫支出金を増額すること。 

（２）中川や綾瀬川の護岸における耐震対策を緊急的に推進するため、特段の措置を

図ること。 

（３）背後地開発と連携して推進するスーパー堤防整備について、必要額を確保する

こと。 

（４）水門操作の安全性、迅速性や水門管理の効率性を確保するため、遠隔監視制御

方式を用いた水門管理システムの構築事業について、必要額を確保すること。 

地震・高潮対策河川事業における国庫支出金を増額すること。 

－55－－55－
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【地震・高潮対策の整備状況】 

区  分 
全体計画 

Ａ 

整備済延長 
（H20年度末） 

Ｂ 

整備率 

Ｂ/Ａ 

堤防 165.5km 86.1km 52% 地震

対策 水門・排水機場等 20施設 17施設 85% 

高潮対策 168.0km 155.5km 93% 

＜平成21年 3月末現在＞ 

 

【国の予算（都への当初配分額）】 
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耐震護岸の整備
（中川の例）

耐震護岸の整備
（中川の例）
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４ ソフトとハードの連携した土砂災害対策の推進  

  （提案要求先 国土交通省）      

（都 所 管 局 建設局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

都内には、土砂災害危険箇所が約８，０００箇所以上あると想定しており、平成

１８年の品川区西五反田のがけ崩れ、平成２０年の八王子市初沢地区における土石流

など、毎年土砂災害が発生している。これまで都は、砂防施設の整備等のハード対策

を実施してきているものの、全ての危険箇所での対策を実施するには、膨大な費用と

期間を要することから、ハード対策を着実に進めるとともに、危険箇所の避難体制を

確立していくことが必要である。 

具体的には、避難体制の確立に必要な、土砂災害防止法に基づく区域指定の促進、

避難先となる避難所の安全確保を、地元区市町村との連携により進め、地形的条件か

ら、避難所の代替施設の確保や移転による安全確保が困難な場合には、避難所周辺の

土砂災害対策を実施していく。 

また、伊豆諸島は火山地帯であることから、火山噴出物による泥流や溶岩流が発生

し、渓流周辺の平地に集中している人家が、被害を受ける危険性があるため、火山砂

防等の対策が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）土砂災害警戒区域等の指定を推進するため、土砂災害危険箇所の基礎調査につ

いて必要額を確保すること。 

（２）避難所が保全対象となる危険箇所の土砂災害対策について必要額を確保するこ

と。 

（３）多摩地域、伊豆諸島、小笠原諸島などでの土砂災害等から、都民の生命と暮ら

しを守るため、砂防事業、地すべり防止事業、急傾斜地崩壊対策事業について必

要額を確保すること。 

ソフトとハードの連携した土砂災害対策を推進するため、土砂災害危

険箇所の基礎調査及び多摩地域、伊豆諸島、小笠原諸島などでの砂防

事業、地すべり防止事業、急傾斜地崩壊対策事業について国庫支出金

の必要額を確保すること。 
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【土砂災害警戒区域等の指定状況】 

全体計画（想定） 
指定済み箇所数 
（H20年度末） 

指定率 

土砂災害警戒区域   683箇所 約９％ 
8,000箇所 

土砂災害特別警戒区域 228箇所 約 3％ 

                     ＜平成21年 3月末現在＞ 

【整備状況】 

区  分 
全体計画 

Ａ 

整備状況 

（H20年度末） 

Ｂ

整備率 

Ｂ／Ａ 

砂防事業（えん堤） 377基  139基 37％ 

砂防事業（流路） 85.2㎞ 23.2㎞ 27％ 

地すべり対策事業 17地区 10地区 59％ 

急傾斜地崩壊対策事業 95地区 40地区 42％ 

＜平成21年 3月末現在＞ 

【国の予算（都への当初配分）】 
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避難 避難

避難所

警戒情報ハード対策
区域内の避難所の

移転等が不可能で土
砂災害対策が必要な
避難所周辺で砂防施
設等を整備

ソフト対策③
警戒区域毎の土砂災害ハザードマッ

プ作成に向けた区市町村への技術的
支援

ソフト対策②
住民の自主避難及び自治体

の避難勧告等の発令の目安
となる土砂災害警戒情報を気
象庁と共同で発表し、総務
局・区市町村を通じて住民へ
情報伝達

ソフト対策①
土砂災害防止法に基づき、

・危険箇所を明らかにする基礎調査の実施
・危険箇所の避難体制の確立及び新たな危険箇
所を増やさないための警戒区域等の指定

避難 避難

避難所

警戒情報ハード対策
区域内の避難所の

移転等が不可能で土
砂災害対策が必要な
避難所周辺で砂防施
設等を整備

ソフト対策③
警戒区域毎の土砂災害ハザードマッ

プ作成に向けた区市町村への技術的
支援

ソフト対策②
住民の自主避難及び自治体

の避難勧告等の発令の目安
となる土砂災害警戒情報を気
象庁と共同で発表し、総務
局・区市町村を通じて住民へ
情報伝達

ソフト対策①
土砂災害防止法に基づき、

・危険箇所を明らかにする基礎調査の実施
・危険箇所の避難体制の確立及び新たな危険箇
所を増やさないための警戒区域等の指定
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５ 水辺空間の緑化の推進  

  （提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 建設局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

都では、大都市における貴重なオープンスペースである河川において、水害に対す

る備えを確保した上で、緑化を図るなど河川環境の整備を推進してきた。 

今後もうるおいあふれる河川空間を創造し、美しい都市景観を形成するとともに、

都民の憩いの空間として利用を促進していく必要がある。 

さらに、これまで整備してきた点在する既存の緑を、水辺空間の緑化推進により

ネットワーク化し、都市環境を改善する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

うるおいとふれあいのある水辺環境を緑化・保全・回復し、かつ河川利用を促進す

るため、河川環境整備事業について、制度拡充及び国庫支出金を増額すること。 

 

 

水辺空間を緑化し、河川利用を促進するため、河川環境整備事業につ

いて、制度拡充及び国庫支出金を増額すること。 

－59－－59－
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【主な河川の緑化状況】 

                     ＜平成2１年3月末＞ 

河 川 名 
河川延長 

Ａ 

緑化延長 

Ｂ 

緑化率 

Ｂ／Ａ 

中川 20.8km 7.8km 38% 

乞田川 4.3km 1.5km 35% 

大栗川 10.9km 6.3km 58% 

亀島川 0.9km 0.0km  0% 

 

 

【国の予算（都への当初配分）】 

 

【平成２１年度】                 （単位：百万円） 

当初内示額 うち国庫支出金 

１５３ ５１ 

   ※平成２０年度より国費を要望している。 

 

 

 

 

 

 

 

中川の堤防緑化 

整備前 

整備後 

乞田川の護岸緑化 

整備前

整備後（イメージ） 
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６ 水質浄化の推進  

  （提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 建設局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

都はこれまでに、水質汚濁防止法に基づく国の基本方針を踏まえ、水質浄化の取組

を進めてきた。 

しかしながら、河床に堆積した汚泥によって、水質の悪化や悪臭が発生するなど水

質浄化対策は十分ではない。 

このため、地域公害防止計画に位置づけるなど、良好な水質を維持し、都民が水辺

に親しめるよう、計画的な河川のしゅんせつが求められている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

良好な水質を維持し、都民が水辺に親しめるようにするため、計画的なしゅんせつ

について国庫支出金の必要額を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良好な水質を維持し、都民が水辺に親しめるようにするため、計画的

なしゅんせつについて国庫支出金の必要額を確保すること。 
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【河川しゅんせつの整備状況】 

区  分 
全体計画 

Ａ 

H20年度末 

Ｂ 

進捗率 

Ｂ／Ａ 

河川しゅんせつ 329,000m３ 206,300m３ 63％ 

※ 「河川しゅんせつ」（第 8次東京都地域公害防止計画 H19～H22） 

 

                       ＜平成21年 3月末現在＞ 

 

【国の予算（都への当初配分）】 
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１ 下水道施設面的再構築事業の補助制度の創設  

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 下水道局 ） 

 

＜現状・課題＞ 

都市機能が高度に集約した地域で都市の安全・安心を確保するためには、老朽化

した下水道施設の再構築が必要である。そのため、都では基幹施設である水再生セ

ンター・ポンプ所や主要な管きょと小規模な管きょの面的再構築を一体として、計

画的に行ってきている。今後、高度経済成長期以降に大量に整備した下水道施設が

耐用年数を迎えるにあたり、首都機能が集中した地域での面的再構築事業を優先的

に推進する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

老朽化に起因する事故の未然防止及びライフサイクルコストの最小化を図る観点

から、下水道施設の面的再構築を計画的に実施できるよう、現行制度では補助対象

とならない小規模な管きょの整備も含め、事業全体を補助対象とする新たな制度を

創設すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 下水道事業に対する補助制度の創設及び拡充 

下水道施設面的再構築事業の国庫補助採択基準を緩和すること。 
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【更新時期を迎えた下水道管きょ(年代別建設状況)】 

 
 

【枝線・ます・取付管の老朽化による破損に起因する道路陥没事故】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【面的再構築(枝線・ます・取付管の改築)を対象とした新たな補助制度の創設】 
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交通荷重・腐食等による破損

枝線マンホール
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ます取付管（陶管）の破損、たるみ

破損箇所より土砂流入→道路下に空洞が発生（白色）
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２ 合流式下水道の改善  

  （提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 下水道局 ） 

 

＜現状・課題＞ 

東京都区部は、その歴史的、地形的特徴により、約８０％が合流式下水道で整備

されている。ところが合流式下水道では、大雨が降ると雨水吐口から雨水で希釈さ

れた汚水の一部やごみが川や海に越流し、公共用水域の水質汚濁の一因となってい

る。このため合流式下水道の改善は、緑と水辺の調和した風格ある景観の形成を進

める東京都において重要な課題となっている。 

また、下水道法施行令の改正に伴い、平成３５年度までに分流並みの放流水質を

確保することが求められている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）公共用水域の水質を改善する合流式下水道の改善事業に対し、現行よりも高

い補助率を設定するなど財政措置を充実すること。 

（２）「合流式下水道緊急改善事業」の延長期間を、下水道法施行令の放流水質基

準の経過措置期間と整合させること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）合流式下水道の改善に対して高い補助率を設定すること。 

（２）「合流式下水道緊急改善事業」の事業期間を延長すること。 
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参  考 

 

【雨天時の雨水吐口】         【河川に流出したごみ】 
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３ 再生水利用の促進  

  （提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 下水道局 ） 

 

＜現状・課題＞ 

近年、気候変動による水不足が世界的な課題となっているが、日本は人口密度が

高く、一人当たりの年間降水量は世界の三分の一程度である。 

東京では再生水を都市の貴重な水資源として、トイレ用水や清流復活用水、ヒー

トアイランド対策の散水用水などに利用しているが、その供給量は下水処理水量の

１０％未満に止まっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

循環型社会の構築はもとより、環境への負荷低減、省エネルギー等に資する再生

水事業に対し、現行よりも高い補助率を設定するなど財政措置を充実すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再生水事業に対して高い補助率を設定すること。 
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参  考 

 

 

【清流復活】      (事業実施前） （事業実施後） 

   

   

【ヒートアイランド対策 道路散水】  【広域循環 トイレ洗浄用水】 

 

【処理水再利用率(区部)】                                                              
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４ 高度処理の促進  

  （提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 下水道局 ） 

 

＜現状・課題＞ 

閉鎖性水域である東京湾内湾では、窒素・りん等による富栄養化のため、年間 

１００日程度赤潮が発生しており、水質の改善が重要な課題となっている。 

東京都では環境確保条例を改正し、平成２０年４月より放流水質の規制を強化す

るなど、公共用水域の水質改善に向けた積極的な取り組みを進めているところであ

る。 

下水道事業においても、水再生センターからの放流水質の改善を図るため、窒素

・りんを削減するための高度処理の導入を更に進めていく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

窒素・りん等を除去する高度処理施設は、公共用水域の水質向上に寄与し、その

便益は広域に及ぶことから、現行よりも高い補助率を設定するなど財政措置を充実

すること。 

 

 

高度処理施設の建設に対して高い国庫補助率を設定すること。 
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▲ 富栄養化による赤潮の発生状況(東京湾) 

出典：東京都環境局ＨＰ 

参  考 

 

【赤潮の発生】          【放流水質の規制強化】 

(単位：mg/ℓ ) 

 

 

 

 

 

 

  

規制値 
放流物質 

従来 平成２０年度以降 

窒素 ５０ ３０ 

全りん ４．５ ３．０ 
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（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 知事本局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京一極集中の是正などを目的に進められてきた首都移転は、その後の社会経済

情勢の大きな変化により、もはやその論拠も意義も完全に失っている。 

しかしながら、当初から今日まで国民的議論を全く欠いたまま、いまだ国会等の

移転に関する決議と法律が残置されている。 

わが国は、２１年度末には国と地方あわせて８００兆円を超える巨額な長期債務

を抱えており、さらに昨年度起きた未曾有の経済危機の影響を受け、未だ不安定な

経済情勢のなかで、莫大な移転費用の負担をかけることになれば、日本の将来に大

きな禍根を残すことは明白である。 

もはや東京一極集中のデメリットは、広域交通基盤の強化などにより十分に解決

可能な課題となっている。 

今なすべきことは首都移転ではなく、首都圏のポテンシャルを引き出し、その活

力や国際競争力を回復させることである。 

そのためには、三環状道路等の整備、羽田空港の再拡張・国際化などを推進し、

首都圏の経済に活力を取り戻すなどの具体的施策を講じていかなければならない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

国全体の利益のため、政府としても首都移転の白紙撤回を決定し、国会等の移転

に関する法律を廃止すること。 

 

13 首都移転の白紙撤回 

首都移転の白紙撤回を決定し、国会等の移転に関する法律を廃止する

こと。 
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１ 土地区画整理事業の推進  

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

（１）土地区画整理事業は、道路や公園などの公共施設と宅地を一体的に整備し、
交通の円滑化、防災性の向上、地域の活性化などの達成に大きく貢献する重要
な事業である。 
現在、都内では６７地区が事業中であり、これらの地区とともに新規事業化

地区の事業を確実に推進することが重要である。 
それにもかかわらず、国土交通省の平成２２年度概算要求において、市街地

整備関係の予算が大幅に削減されており、これによって土地区画整理事業の補
助金が削減された場合、早期の事業完成を望む地権者に深刻な影響を与える。
このように、土地区画整理事業は、一刻の遅延も許されるものではなく、事業
を着実に進めていくための十分な財源確保が必要不可欠である。 

（２）都において、２１年度に都市再生区画整理事業の補助を導入している地区 
は、市施行の布田駅南地区、都市再生機構施行の湊二丁目東地区など、計９地
区となっている。 
また、新規事業化地区については、平成１６年度に創設されたまちづくり交

付金制度の基幹事業として積極的な導入が図られており、現在４地区において
交付金を活用している。 
したがって、今後も事業を確実に推進するため、補助金及び交付金など十分

な財源確保が必要不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）都内の土地区画整理事業の計画期間内での確実な完成のため、事業の推進に

必要な財源を確保すること。 

    特に、密集した既成市街地の公共施設整備を行う都施行の六町地区及び瑞江

駅西部地区、足立区施行の佐野六木地区、日野市施行の西平山地区、組合施行

の押上・業平橋駅周辺地区などとともに、今後も多く見込まれている新規事業

化地区に対する財源を確保すること。 

   また、土地区画整理事業の推進に必要な「地域活力基盤創造交付金」につい

ては、財源を安定的・継続的に確保すること。 

（２）都市再生区画整理事業及びまちづくり交付金については、防災性の向上や地域拠

点の整備等に有効であり、今後とも事業促進に向け必要な財源を確保すること。 

また、平成２１年度限りとなっている補助限度額の拡大措置について、時限

措置の延長を図ること。 

14 市街地の開発に係る諸事業の推進 

（１）土地区画整理事業に係る必要な財源を確保すること。 

（２）都市再生区画整理事業等の補助を充実すること。 
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参  考 

 

１ 土地区画整理事業の推進 

 

【事業中地区数】         （ ）は平成 21 年度国庫補助対象地区数 

施行者 区部 多摩 計 

都 １０（ ６） ０ １０（ ６） 

区市町 ７（ ４） ２２（１６） ２９（２０） 

都市再生機構 ２（ １） ０ ２（ １） 

組合 ８（ １） １１（ １） １９（ ２） 

個人 ４（ ０）   ３（ ０） ７（ ０） 

計 ３１（１２） ３６（１７） ６７（２９） 

（平成 21年 9月 1日現在）  

【平成２１年度(当初予算)都事業費内訳】 

 

 

     

 

 

 

 

 

(注)補助事業に、まちづくり交付金、 

地域活力基盤創造交付金を含む。  

                                             

  【事業費及び国庫支出金の推移(政府予算・都への当初配分額)】  

16,113
15,071

13,739 13,951

7,088
6,693

8,042
7,634

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

18年度 19年度 20年度 21年度

(百万円）

事業費

国庫支出金

 
       (注)補助事業にまちづくり交付金、地域活力基盤創造交付金（H20 までは臨時交付金）を

含む。 

○補助率は、 

1/2、5.5/10、1/3 

○21年度予算における国庫 

支出金は 8,072百万円 

補助事業費
13,951百万円

34%

単独事業費
27,168百万円

66%

 

 

 

土地区画整理事業費 

計 41,119 百万円 
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２ 市街地再開発事業の推進  

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

市街地再開発事業は、都市の骨格である道路・公園等の公共施設の整備、敷地の

統合や共同建築物の建築等により、土地の高度有効利用と都市機能の更新や魅力あ

る都市拠点の形成、密集市街地の解消など、東京の都市再生を図る上で重要な事業

である。 

現在、都内では３５地区が事業中であり、これらの地区とともに新規事業化地区

の事業を確実に推進することが重要である。 

それにもかかわらず、国土交通省の平成２２年度概算要求において、市街地整備

関係の予算が大幅に削減されており、これによって市街地再開発事業の補助金が削

減された場合、早期の事業完成を望む地権者に深刻な影響を与える。このように、

市街地再開発事業は、一刻の遅延も許されるものではなく、事業を着実に進めてい

くための十分な財源確保が必要不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

都市再生に資する事業（西新宿周辺及び大崎駅周辺等）の推進のために必要な

財源を確保すること。都市施設整備を目的とした市街地再開発事業である環状第

二号線新橋・虎ノ門地区、北新宿地区及び大橋地区における着実な事業推進のた

めに必要な財源を確保するとともに、不動産市況の悪化等を踏まえ、都市・地域

再生緊急促進事業の補助対象要件の拡充など、状況に即応した制度改正や財政支

援を行うこと。 

さらに、再開発事業は今後も多くの事業化が見込まれていることから、新規事業

化地区についても必要な財源を確保すること。 

また、市街地再開発事業の推進に必要な「地域活力基盤創造交付金」や「まちづ

くり交付金」については、財源を安定的・継続的に確保すること。 

市街地再開発事業の推進に必要な財源確保をすること。 
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参  考 

 

２ 市街地再開発事業の推進 

【事業中地区数】         （ ）は平成 21 年度国庫補助対象地区数 

施行者 区部 多摩 計 

都 ５（ ３） ０（ ０） ５（ ３） 

区市町 ０（ ０） ２（ ２） ２（ ２） 

都市再生機構 ４（ ４） １（ １） ５（ ５） 

組合 ２０（２０） １（ １） ２１（２１） 

個人 ２（ １） ０（ ０） ２（ １） 

会社 ０（ ０） ０（ ０） ０（ ０） 

計 ３１（２８） ４（ ４） ３５（３２） 

                       （平成21年9月1日現在） 

【平成２１年度(当初予算)都事業費内訳】 

 

 

     

 

 (注)補助事業に、まちづくり交付金、 

地域活力基盤創造交付金を含む。 

 

 【事業費及び国庫支出金の推移(政府予算・都への当初配分額)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)補助事業にまちづくり交付金、地域活力基盤創造交付金（H20 までは臨時交付金） 

を含む。 

○補助率は 

1/3,1/2,5.5/10,3/100, 

5/100,7/100 

○21年度予算における国庫 

支出金は 23,626百万円 市街地再開発事業

計  87,820百万円

補助事業費
54,699百万円

62%

単独事業費
33,121百万円

38%
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３ 住宅市街地総合整備事業（拠点開発型）の推進  

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 現在、都内では９地区が事業中であり、住宅や公共施設の整備等を総合的に行う

ことにより、快適な居住環境の創出や密集市街地の改善が図られている。 

国土交通省の平成２２年度概算要求において、市街地整備関係の予算が大幅に削

減されているが、東京の住宅市街地総合整備事業に支障を来たすと予想されるた

め、十分な財源確保が必要不可欠である。 

また、良好な住宅市街地整備には、都市計画道路などの関連公共施設のみならず、

関連公共施設の国庫補助採択基準に満たない規模の小さな区画道路などの地区公

共施設整備も行われる。居住者が利用し、生活に密着した施設が多いが、補助率が

関連公共施設と比較して低く、事業を推進するに当たり、地方公共団体の財政への

負担が大きくなっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

事業の推進に必要な財源を確保するとともに、地区公共施設等整備の現行補助率

１／３を都市計画道路などの関連公共施設整備や住宅市街地総合整備事業（密集住

宅市街地整備型）と同率の１／２に引き上げること。 

 

 

 

参  考 

 

 

３ 住宅市街地総合整備事業（拠点開発型）の推進 

 

   

  【平成２１年度 国の予算施策の現状】（単位：百万円） 

 区      分 ２１年度要求額 ２１年度内示額 ２２年度要求額 

事    業    費 ８，８９８ ８，８９８ ９，８８８

国      費 ４，４４９ ４，４４９ ３，８８９

 地  区  数  ９地区  ９地区 １０地区 

 

 

住宅市街地総合整備事業（拠点開発型）に必要な財源を確保するとと

もに、地区公共施設等整備に係る国庫補助率の引上げをすること。 
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４ 道路整備と一体的に進める沿道まちづくりの推進   

（提案要求先 国土交通省    ） 

（都 所 管 局 都市整備局・建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 「一体開発誘発型街路事業（道路整備と一体的に進める沿道まちづくり）」は、

木造住宅密集地域等において、道路整備により発生する沿道の小規模、不整形な残

地を交換・集約化した上で建物の共同化を図るなど、沿道地域の土地利用の高度化

と防災性、安全性の向上を早期に発現させる整備効果が大きい重要な事業である。 

現在、都内では５路線が事業中であり、都市再生プロジェクト（第三次決定）に

おいて、密集市街地の緊急整備を行うこととしている東池袋地区では、道路用地買

収の進捗により火災の延焼防止や緊急時の避難路としての空間が生まれ当該地域

での防災性が向上している。これにあわせ沿道においても、共同化住宅の建設が始

まるなど、沿道の不燃化等に資するまちづくりが着実に前進している。 

国土交通省の平成２２年度概算要求において、市街地整備関係の予算が大幅に削

減されているが、東京の「一体開発誘発型街路事業（道路整備と一体的に進める沿

道まちづくり）」に支障を来たすと危惧されるため、十分な財源確保が必要不可欠

である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）一体開発誘発型街路事業の円滑な推進と地域の防災性向上に必要な国庫補助

を重点的に配分するとともに、「地域活力基盤創造交付金」の財源を安定的・

継続的に確保すること。 

（２）一体開発誘発型街路事業の推進に当たり、都市防災総合推進事業及び住宅市

街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）と連携し重層的な展開を図り、延

焼遮断帯の形成を促進することが重要である。そのため、事業の推進に必要な

財源を確保すること。 

道路整備と一体的に進める沿道まちづくりの推進に必要な財源を 

確保すること。 
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参  考 

 

 

（１）道路整備と一体的に進める沿道まちづくり事業は、道路ネットワークの形

成を図るとともに、沿道における建替え促進等による共同化・不燃化により、

延焼遮断帯が形成され、地域の防災性向上が早期に発現するなど、整備効果

が大きいことから国庫補助を重点的に配分するとともに、「地域活力基盤創

造交付金」の財源を安定的・継続的に確保すること。 

 

（２）道路整備と一体的に進める沿道まちづくりを進める場合、都市防災総合推

進事業及び住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）の推進に必要

な財源を確保すること。 

 

 【平成２１年度 国の予算施策の現状】         （単位：百万円） 

 区   分 ２１年度要求額 ２１年度内示額 ２２年度要求額 

事  業 費 ５，２０８ ４，１７２ ５，３６５ 

国    費 ２，８６４ ２，２９４ ２，９５０ 

 地 区 数 ６地区 ６地区 ６地区  
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（提案要求先 国土交通省          ） 

（都 所 管 局 都市整備局・産業労働局・建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 これからの都市づくりにおいては、いつでも、どこでも、誰でもが、安心して過

ごすことのできるユニバーサルデザインの取組が重要であり、ユビキタス技術の活

用に大きな期待が寄せられている。 

 国土交通省では、ユビキタス技術を活用した移動支援システムの普及促進を図る

こととしており、都は、平成１７年度から国土交通省と連携してユビキタス技術を

活用した移動支援システムの実用化を目指し、「東京ユビキタス計画」の実証実験

に取り組んでいる。 

しかし、現行の道路法等では、ＩＣタグや情報機器を道路や公有地に整備する場

合の取扱いが決まっておらず、情報基盤整備における公的主体の関与について定ま

っていない。また、情報基盤についてはいまだ整備途上であり、今後も引き続き情

報基盤整備を促進させていく必要がある。 

このため、財政面・制度面等について一層の支援策が必要となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）ユビキタス技術を活用したまちづくりを推進するため、ＩＣタグや情報機器

を道路付属物として位置付けるなど、所要の制度改正を行うこと。 

（２）民間と連携した機器等の技術開発を進めるとともに、情報基盤整備も含めた

支援を実施すること。 

15 ユビキタス技術を活用したまちづくりの推進 

（１）ユビキタス技術を活用したまちづくりを推進するため、ＩＣ 

タグや情報機器を、道路付属物として位置付けるなど、所要の制

度改正を行うこと。 

（２）技術開発や情報基盤整備などの財政的支援を実施すること。 
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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＞ 

首都東京の河川には、現在約７５０隻の不法係留船がある。これまで、都内の放置

船舶について都は、暫定係留施設の整備と代執行等の強制措置により、プレジャー 

ボートを中心に縮減に一定の成果を上げてきたが、暫定係留施設及び代執行には多大

な費用がかかる。 

また、小型船舶操縦士免許取得者は増加傾向にあり、問題の抜本的な解決を図るた

めには、船舶について保管場所を義務付ける法制度の創設が必要である。 

平成１９年６月「プレジャーボートの三水域連携による放置艇対策検討委員会」の

提言では、「特に放置艇対策が進捗している地域では係留・保管能力が十分であると

想定されるため、保管場所確保の法制化を早期に図るべき」としている。 

このため、「自動車の保管場所の確保に関する法律」に相当するような制度を創設

する必要がある。本要望は平成５年以降、八都県市首脳会議においても要望している

ものである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

不法係留船を根絶するため、船舶について、保管場所を義務付ける「自動車の保管

場所の確保に関する法律」に相当する法制度を創設すること。 

 

 

 

16 不法係留船対策の推進 

不法係留船を根絶するため、船舶について、保管場所を義務付ける制

度を創設すること。 
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新規免許取得者が

放置をする前に

法制度の整備を！

新規免許取得者が

放置をする前に

法制度の整備を！

保管場所の義務付けの効果

小型艇の陸上保管の促進

保管業への民間参入の促進

河川管理者の施設整備の負担減

不法係留船の縮減とモラル向上

保管場所の義務付けの効果

小型艇の陸上保管の促進

保管業への民間参入の促進

河川管理者の施設整備の負担減
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１ 相続税の納税を猶予されている農地の譲渡を行った場合の税免除  

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 建設局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

 公共事業の施行に伴い、相続税の納税猶予の適用を受けている農地等を公共事業用

地として譲渡すると、農業相続人は譲渡した農地等に係る納税を猶予されている相続

税及び利子税（定められた利子税率により計算した額の２分の１）を納付しなければ

ならない。 

 農業を継続していれば免除される相続税を、公共事業に協力することによって納税

しなくてはならなくなるため、農業相続人の理解を得ることが困難となっている。 

 さらに、平成４年１月１日より前の相続の場合は、相続人が相続後２０年間営農す

れば相続税及び利子税が免除となっていたが、平成４年１月１日以降の相続では、相

続人が死亡するまで営農しなければ、相続税及び利子税が免除とならないことから、

一層、農業相続人の理解を得ることが困難となっている。 

 また、代替農地を取得したときは引き続き納税猶予の適用を受けられるが、東京に

おいては適当な農地が少ないことから、代替農地の取得は難しく納税猶予の継続の可

能性が極めて低い。 

 

＜具体的要求内容＞ 

農業相続人が相続税等の納税猶予を適用されている農地等を公共事業用地として

譲渡し、納税の義務を猶予されていた相続税（本税）を納付することは当然としても、

これに係る利子税は公共事業用地の取得が主たる原因であり、農業相続人の都合に起

因するものではないことから、せめて譲渡する農地に係る利子税を免除すること。 

 

 

17 公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正 

相続税猶予農地等を公共事業用地として譲渡し、当該農地に係る相続税

を納付する場合は、相続税に係る利子税を免除すること。 
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参  考 

 

【Ｃａｓｅ１】

★ の時点で公共事業の用として譲渡する場合に支払う相続税

納税額　＝　相続税　＋　〔　利子税　×　 １/２　〕

【Ｃａｓｅ２】

納税猶予農地の付け替え（買い替えの特例）

第三者の農地を代替地として取得し、納税猶予を継続させる

相続の発生 相続人の死亡等

相続税

（相続税の免除）

（猶予期間）

（納税額）

用地買収
★

【猶予された相続税は相続人が死亡するまで免除されない】

（平成２１年度税制改正で、年６．６％ ⇒ 年３．６％ に軽減）

【しかも猶予期間が長くなれば利子税の負担が大きくなる】

⇒　相続税の納付
⇒　猶予期間が長くなれば利子税の負担が大きくなる

⇒　都心部では代替地となる農地が少ない
　　　（出物があっても事業とタイミングが合わない）
⇒　代替地と等価の農地との付け替え（代替地の分筆）

改正後：公共事業協力による軽減措置（利子税全額）

現行：公共事業協力による軽減措置（利子税の１／２）
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２ 公共事業用地提供者に対する介護保険料の減免措置  

（提案要求先 国土交通省    ）      

          （都 所 管 局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 公共事業のため収用権を背景として資産が買い取られる場合には、その買取り等が

資産の所有者の意思に関係なく行われることなどから、譲渡所得については、税法上、

税負担軽減のための特例がある。 

 しかし、所得税法とは別の各区市の介護保険条例については、介護保険料の軽減措

置が無くこの保険料の負担増が生じている。 

 ６５歳以上の方（第１号被保険者）の介護保険料は、被保険者の所得段階に応じて

その納付金額が定められているが、６５歳以上の土地所有者等が公共事業に伴う補償

金を受けとった場合は、それが譲渡所得に算入されるため、所得が設定基準を超えて

しまうことがある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

国民健康保険税（料）の算定に当たっては、公共事業のための土地等を譲渡した場

合には、前年の所得から特別控除等の減免措置が講じられている（平成１４年８月改

正）。 

 介護保険料の算定に当たっても、前年の所得が基準となることから、国民健康保険

税（料）と同様、特別控除等の減免措置を講ずること。 

公共事業のために土地等を譲渡した場合、前年の所得を根拠に算出さ

れる介護保険料については、国民健康保険税（料）の算定と同様に特別

控除等の減免措置を講ずること。 
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参  考 

 

 

<<足立区の例>> 

年間の合計所得金額が４００万円から６００万円の者が補償金を受け、補償金

と合わせた合計所得金額が８００万円以上となったと仮定した場合、翌年の年間

保険料は約２万７千円の増額となる。 

 

 

 

足立区介護保険条例 第12条（保険料率）

65歳以上（第１号被保険者）の人が納める保険料

第 ２ 段 階
世帯全員が区民税非課税で本人の年金収入と
合計所得金額の合計が８０万円以下の方

第 ３ 段 階 世帯全員が区民税非課税の方

56,760

63,480

特 例
第 ４ 段 階

平成21年4月1日現在

本人が区民税非課税の方（世帯に区民税課税
者がいる方）

45,720

52,560

32,040

39,360

94,560

105,120

第 ７ 段 階
本人が区民税課税者で、本人の合計所得が２
００万円以上４００万円未満の方

第 ８ 段 階
本人が区民税課税者で、本人の合計所得が４
００万円以上６００万円未満の方

76,200

78,240

第 ９ 段 階
本人が区民税課税者で、本人の合計所得が６
００万円以上８００万円未満の方

第 １ ０ 段 階
本人が区民税課税者で、本人の合計所得が８
００万円以上の方

所得段階 対　　　　象　　　　者

第 ５ 段 階
本人が区民税課税者で、本人の合計所得が１
２５円未満の方

第 ６ 段 階
本人が区民税課税者で、本人の合計所得が１
２５万円以上２００万円未満の方

本人が区民税非課税の方（世帯に区民税課税
者がいる方）で本人の年金収入と合計所得金
額の合計が８０万円以下の方

第 ４ 段 階

年額保険料

第 １ 段 階
生活保護受給者または、老齢福祉年金受給者
で区民税世帯非課税の方

25,680

基 準 額 に

対 す る 比 率

0.49

0.61

0.75

0.87

1.00

1.08

2.00

1.21

1.45

1.49

1.80

(円)
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３ 公共用地取得に係る譲渡所得の特別控除の通算適用  

（提案要求先 国土交通省） 

          （都 所 管 局 建設局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

 公共事業に伴い、土地等の資産を譲渡した場合、譲渡所得に対する課税については、

同一事業について 初に譲渡した年についてのみ５，０００万円の特別控除が認めら

れている。 

 しかしながら、複数の借地人に土地を貸している土地所有者においては、公共事業

に協力する意思がありながら、借地人などの生活再建上の事情により、用地を複数年

にわたって分割し、譲渡することを余儀なくされる場合がある。 

 この場合、 初の年の譲渡所得が５，０００万円に満たなければ特別控除を有効に

利用することができず、土地所有者の協力を得にくい現状となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 特段の事情があるものに限り、税務当局に事前協議を行うこととし、事前協議を経

たものについては、公共用地取得に係る譲渡所得の特別控除の通算適用ができるよう

租税特別措置法を改正すること。 

例）同一の土地所有者で、複数の借地権者やアパート等があり、同時期に用地取

得ができない場合など。 

 

参  考 

〔 現  行 〕 

同一路線の事業における「代替資産の特例」と「特別控除の特例」の適用関係 

１年目⇒ 「代替資産の特例」か「特別控除の特例」のいずれかを選択できる。 

２年目⇒ 「代替資産の特例」を適用できる。 

 

 

〔 改 正 要 望 〕 

１年目⇒ 「代替資産の特例」か「特別控除の特例」のいずれかを選択できる。 

２年目⇒ 「代替資産の特例」か「特別控除の特例」のいずれかを選択できる。 

公共用地取得が２か年以上にわたる場合には、譲渡所得の特別控除を

通算して適用すること。 
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４ マンション共有地を円滑に取得するための法令改正  

 （提案要求先 国土交通省）      

（都 所 管 局 建設局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

 公共用地取得の際、マンションに関する権利は、専有部分に関する権利（区分所有

権）と土地の所有権など敷地に関する権利（敷地利用権）等からなっており、これら

の権利は原則、分離処分はできないため、区分所有者等の４分の３の特別多数により

処分が可能となる。しかしながら、分離処分が可能となった土地を分筆するためには、

敷地利用権者全員の合意による申請が必要となるため、共有者全員と同時に土地売買

契約を締結する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）少数の反対者のために用地取得が困難にならないよう、特別多数の合意によっ

て分筆が可能となるよう、マンションの区分所有等に関する法律及びその他の関

係法令を改正すること。 

（２）収用裁決後の共有部分にかかる損失補償金の支払いは、個別払いではなく、管

理組合法人等に一括して支払いができるよう土地収用法第１３６条（代理人）を

改正すること。 

 

 

マンションの区分所有等に関する法律及びその他の関係法令を改正す

ること。 

参  考 
 

（平成20年４月１日現在）
東京都の事業施行箇所（マンション棟数） 

合計：約１６５棟 
区部：約１２１棟 
多摩：約 ４４棟 

 
<<主な路線のマンション敷地件数>> 
                       棟 数  戸 数 

① 補助４号線（六本木）          ５棟  １８５戸 
② 放射19号線               ７棟  ３４１戸 
③ 環状６号線（上目黒）          ８棟  ３１５戸 
④ 補助11号線              １２棟  ４３７戸 
⑤ 補助94号線（根津）        ６棟 約２９０戸 
⑥ 環状第５号の１（戸山）      ６棟  ４３７戸 
⑦ 主要地方道15号線         ３棟 約１０９戸 
⑧ 都道114号線（下連雀八丁目）   ２棟 約１６０戸 
⑨ 主要地方道17号線（栄町三丁目） ２棟 約２２０戸 

      ※⑤、⑦、⑧、⑨は未調査部分があるため戸数は概数。 
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（提案要求先 国土交通省    ） 

（都 所 管 局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京外かく環状道路（関越道～東名高速）は、平成２１年４月に開催された国土開

発幹線自動車道建設会議の議を経て、外環の整備計画が策定され、５月には、平成 

２１年度補正予算に外環の事業費が盛り込まれ、事業化された。 

その後、新政権により平成２１年度補正予算が見直され、１０月に用地及び補償費

が執行停止となった。このため、用地の買取を要望している地権者の生活設計に支障

をきたしており、早急に用地買収を進める必要がある。 

また、今回の補正予算の措置による遅れを少しでも取り戻すためにも、平成２２年

度予算において、用地取得や工事などに必要な事業費の確保が不可欠である。 

なお、事業を進めるにあたっては、国及び都は、地域住民の意見や要望に対する「対

応の方針」を、平成２１年４月に公表している。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）整備効果の高い外環の早期完成に向けて、用地取得や工事など事業に必要な

事業費を十分に確保すること。（平成２１年度国土交通省公表によると、費用

便益(Ｂ/Ｃ)は２．９、ＣＯ２削減効果は年間約３０万トン、浮遊粒子状物質削減

効果はペットボトル年間約２０万本） 

（２）直轄事業の円滑な推進のため、用地取得などに必要な現場体制を確保し、整備

推進に努めること。 

（３）事業の着手後も、都の負担を少なくするよう、新工法や発注方式の検討などに

より、工程を短縮するとともに、事業費のコスト縮減を図ること。 

（４）「対応の方針」で地元に示した環境対策、まちづくりの支援、東名ジャンク

ション以南の検討などを確実に実施すること。 

18 外かく環状道路の整備促進 

（１）外環の一日も早い完成に向けて、用地取得や工事などに必要な事

業費を確保すること。 

（２）用地取得などに必要な現場体制を確保し、整備推進に努めること。

（３）事業着手後も継続的に、都の負担を少なくするよう、コスト縮減

を図ること。 

（４）「対応の方針」で地元に示した環境対策、まちづくりの支援、 

東名ジャンクション以南の検討などを確実に実施すること。 
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１ 高速道路網の整備促進  

  （提案要求先 国土交通省    ）      

（都 所 管 局 都市整備局・建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

三環状道路を始めとする首都圏の高速道路は、交通渋滞の解消、環境改善、更には、

災害や事故による非常時の迂回機能確保の観点から、非常に高い整備効果が期待され

る。 

しかし、三環状道路を例にとっても、その整備率は４４％に過ぎず、諸外国の主要

都市と比較すると、いまだ不十分な水準にある。 

 首都圏の再生のみならず、日本全体の活性化につなげるため、首都圏における高速

道路ネットワークの充実に向けた集中投資を行う必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（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、

いわゆる首都圏三環状道路を早期かつ確実に整備促進すること。更に、これに必

要となる財源を確保すること。 

（２）都市高速道路中央環状品川線の整備に当たり、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（板橋ＪＣＴ～熊野町ＪＣＴ間、堀

切ＪＣＴ～小菅ＪＣＴ間、小松川ＪＣＴ等）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。 

（３）都市高速道路晴海線のⅠ期区間（有明～晴海）のうち、未整備となっている豊

洲から晴海までの区間の整備を促進すること。また、Ⅱ期区間（晴海～築地）に

ついても、早期に事業化すること。 

（４）都市高速道路の整備に対する日本高速道路保有・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し決定すること。 

（５）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。 

19 高速道路網の整備促進及び有効活用 

交通渋滞の解消や環境改善等、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こと。更に、これに必要となる財源を確保す

ること。 
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参  考 

 

 

（１）首都圏三環状道路の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 標： ２０１６年までに三環状道路を約９割整備（2011 年度で６割へ） 

２０年度末 ２３年度末
中央環状線 ７６％ ８４％

外環 ３２％ ３２％
圏央道 ４２％ ６４％
合計 ４４％ ６０％

路線名
整備率

首都高速都心環状線を利用する交通の 

約６割は都心に用のない通過交通 

・慢性的な交通渋滞により社会経済活動が低下 

・環境への負荷が増大

● 三環状道路の早期整備を促進 

・車の走行速度が向上し、渋滞が解消 

・ＣＯ2排出量が年間２００～３００万トン削減 

●現 況

三環状道路の整備率：４４％

■海外主要都市の環状道路

率

－90－

－90－

－90－

<94>



２ 高速道路網の有効活用  

  （提案要求先 国土交通省    ） 

（都 所 管 局 都市整備局・建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

首都圏の高速道路料金は、複数の高速道路会社により運営されていることなどから、

料金体系が輻輳
ふくそう

し、割高感がある。 

今般、国が地域活性化策として打ち出した高速道路の無料化については、温室効果

ガス排出量の増大や、交通渋滞の悪化に伴う高速道路の機能低下、鉄道などの公共交

通機関の衰退など、多くの弊害が懸念される。 

国は、概算要求の組み替えにおいて、高速道路の段階的な無料化に向け、交通の変

化、渋滞の発生、地域への経済効果等に関する影響を把握するため、無料化の試行な

どの社会実験を行うための経費を要求したが、今後、総合的かつ多角的に十分な検証

を行った上で、高速道路網の有効活用を図る料金施策を導入する必要がある。 

一方、我が国の高速道路の平均インターチェンジ間隔は、欧米諸国の約２倍の約

１０㎞と長いため、利便性が低く、高速道路が有効に活用されていない。 

スマートインターチェンジは、ＥＴＣ車両に限定することで、従来のインターチェ

ンジに比べてコンパクトに設置することが可能であり、整備費用や管理コストが削減

される。また、高速道路までのアクセス距離・時間が短縮することによって、高速道

路の利便性向上を図るとともに、地域生活の充実、経済の活性化などを実現するもの

であり、その整備推進が期待されている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都圏の高速道路料金については、環境面などの影響を十分に検証し、環状道

路の利用促進、会社間の乗継割引、長距離利用者の負担軽減など一体的で利用し

やすい料金施策を国策として実施すること。さらに、そのために必要な財源を確

保すること。 

（２）首都圏における既存の高速道路の利便性向上を図るとともに、一般道路の渋滞

緩和や地域の活性化を図るため、スマートインターチェンジの整備を推進するこ

と。 

 

 

首都圏の高速道路網の有効活用を図るため、環状道路の利用促進など合

理的な料金体系を構築するとともに、スマートインターチェンジの整備

を推進すること。 
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参  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）首都圏における高速道路料金の現状 

（２）スマートインターチェンジの整備推進 

 
料金所ブースを集約しなくてもよいことから、少ない用
地で済み、建設コストの縮減が可能。 

料金所ブースを１か所に集
約するため、広い敷地が必
要になる。 

従来型 IC 

スマート IC（ETC 専用 IC）概念図 

現状：路線ごとの入り組んだ料金体系 

・均一料金制と距離別料金制が混在 

・約30か所の本線料金所 

首都圏における

一体的で利用し

やすい料金体系 

 

バス

バス

オンランプ 

バス

高速道路バス停 

Ｅ
Ｔ
Ｃ

オフランプ 

東関道水戸線  

東関道館山線
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１ 国道の整備促進  

（提案要求先 国土交通省    ） 

（都 所 管 局 都市整備局・建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

都市交通の混雑を緩和して交通を円滑化し、都市幹線道路の体系的なネットワー

クを構築する必要がある。 

国土交通省の平成２２年度概算要求において、道路関係予算が大幅に削減されて

おり、骨格幹線道路である国道の整備に支障を来たすと危惧されるため、十分な財

源確保が必要不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国道３５７号のうち、東京港トンネル部については、必要な予算を確保し、

早期完成を図ること。 

また、その他の箇所についても整備促進を図ること。 

（２）国道１６号（松原地区・町田立体）については、必要な予算を確保し、整備

促進を図ること。 

（３）中央道及び圏央道へのアクセス機能強化と多摩地域の発展に寄与する国道 

２０号（八王子南バイパス・日野バイパス延伸部）については、必要な予算を

確保し、整備促進を図ること。 

特に土地区画整理事業により用地を確保した部分については、早期に事業効

果を発現するために、早急に整備を行うこと。

20 国道等の整備促進 

（１）国道３５７号（東京港トンネル部など）について整備促進を図

ること。 

（２）国道１６号（松原地区・町田立体）について整備促進を図ること。

（３）国道２０号（八王子南バイパス・日野バイパス延伸部）につい

て整備促進を図ること。 
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２ 臨港道路の整備促進  

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 港湾局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

東京臨海部における脆弱な道路ネットワークにより、ふ頭周辺及び背後圏への交

通アクセスが不足している。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 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、東京港臨海道路

Ⅱ期事業について、コスト縮減を図るとともに、早期完成を目指し、着実な推進を

図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京港臨海道路Ⅱ期事業の推進を図ること。 
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参  考 

 

東京港臨海道路の概要 

道路の種別 臨港道路（港湾法第２条第５項に基づく臨港交通施設） 

全工区 大田区城南島～江東区若洲 約 8.0km

第１工区

（Ⅰ期） 

大田区城南島～中央防波堤外側埋立地～

中央防波堤内側埋立地 

約 3.4km

事業区間 

 

第２工区 

（Ⅱ期） 

中央防波堤外側埋立地～江東区若洲 約 4.6km

道路の区分 第４種第１級に準拠 

車線数 往復４車線（中央防波堤外側埋立地内の約 3.1 ㎞は往復６車線）

東京西航路（第一航路）横断部 海底トンネル（沈埋工法） 航路横断部

の道路構造 東京東航路（第三航路）横断部 橋梁 

事業の実施 平成元年度 調査・設計に着手 

平成４年度 環境影響評価書を提出し、アセス手続完了 

平成５年度 城南島側から第１工区工事着手 

平成１４年４月 第１工区（Ⅰ期）供用開始 

平成１４年度 Ⅱ期事業採択(直轄臨港道路) 

平成１５年度 第三航路横断部仮設工事に着手 

平成１６年度 工事着手 

補助事業（港湾法第４３条に基づく費用の補助） 

直轄工事（港湾法第５２条第１項に規定） 

事業の根拠 

 

 

 第１工区 

（Ⅰ期） 

１，５１０億円

（補助事業）

平成１４年４月供用 

 

事業費と 

完成目途 

 第２工区

（Ⅱ期） 

１，１２５億円

(国直轄事業)

平成１４・１５年度 調査・設計

平成１５年度    仮設工着工 

平成１６年度    着工 

平成２３年     完成目途 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国直轄事業費と負担金の推移

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

事業費

直轄負担金
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１ 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） 

 

＜現状・課題＞ 

東京都の道路は、混雑時旅行速度が区部においては約１８km／ｈと、全国平均約

３５km／ｈに比べ、非常に低い水準にあり、慢性的な交通渋滞が生じている。このこ

とが、都市機能の停滞や都市環境の悪化を招くなど、東京の 大の弱点となっている。 

そのため、首都圏三環状道路のみならず幹線道路ネットワークなどを早期に整備

し、首都東京の渋滞解消・環境改善を図ることが喫緊の課題となっている。 

それにもかかわらず、国土交通省の平成２２年度概算要求において、道路関係予算

が大幅に削減されており、東京の道路整備に支障を来たすと危惧されるため、十分な

財源確保が必要不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都東京の道路は、渋滞解消・環境改善・防災性の向上を図るうえで重要な役

割を果たしているので、東京の道路整備に遅滞を招くことのないよう、必要な財

源を安定的に確保して、重点的・集中的に東京への投資を図ること。 

 

（２）道路整備に必要な「地域活力基盤創造交付金」については、財源を安定的・継

続的に確保するとともに、財政力による調整措置は行わないこと。 

 

（３）東京の骨格を形成する道路・橋梁事業を推進するため、国庫補助を増額すること。 

  ①区部の放射・環状道路 

   環状２号線、環状３号線、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 

 是政橋など 

 

21 道路・橋梁事業の推進 

東京の道路整備の着実な推進には、必要な財源を安定的・継続的に確保

することが不可欠であり、東京に重点的に配分すること。 
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参  考 

 

(１)東京の道路交通 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)東京の主な事業 
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２ 無電柱化事業の推進  

 （提案要求先 国土交通省）      

（都 所 管 局 建設局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

 良好な都市景観の創出、安全で快適な歩行空間の確保、都市防災機能の強化を図る

ため、都は「無電柱化推進計画」等に基づき、無電柱化に取り組んできた。その結果、

都道の地中化率は約２７％に達しているが、諸外国の都市と比較すると未だ大きく立

ち遅れている。 

 また、国道・都道といった幹線道路に比べ、区市町村道等の非幹線道路の無電柱化

が遅れており、面的な無電柱化は一部の商業地域を除いてあまり進展していない。 

 今後、都道の無電柱化を加速させるとともに、面的な無電柱化を推進するため、区

市町村道での無電柱化を促進する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）無電柱化事業をより一層推進するため、事業推進に必要な国庫補助金を確保す

ること。 

（２）国道においても、平成２７年度までに、山手通りと荒川に囲まれたセンター・

コア・エリア内の無電柱化を完了させるとともに、センター・コア・エリア外の

無電柱化を推進すること。 

 

 

無電柱化事業の実施に必要な国庫補助金を確保すること。 

－98－

－98－

－98－

<102>



 

参  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇緑のネットワークと連携して面的な無電柱化を進め、都心部における 
無電柱化エリアを約２倍に拡大する。 

◇センター・コア・エリア内の都道について無電柱化を完了。 
◇多摩地域や周辺区部の都道についても、商業地域や緊急輸送道路を中心に 

無電柱化を推進。 

【「１０年後の東京」の目標】（平成２７年度まで） 

○ センター・コア・エリア内の都道の地中化率を６１％から７５％へ 

引き上げる。 

○ 都道全体の地中化率を、２７％から３５％へ引き上げる。 

【「１０年後の東京」への実行プログラム２００９】（平成２１～２３年度） 

 

整備済延長 地中化率

２，３２８ｋｍ ６２６ｋｍ ２７％

区部 １，２８８ｋｍ ５２４ｋｍ ４１％

多摩 １，０４０ｋｍ １０２ｋｍ １０％

H20年度末現在

全体

区分 整備対象延長

都道における整備状況 

凡   例
　　　　都道
　　　　一般国道（指定区間）

　　　　都道（無電柱化済）
        センター・コア・エリア
　　　　主な事業箇所

　　　　主な面的無電柱化エリア

多摩地域 区部

立川駅
（南口）

八王子駅
門前仲町駅前

神田地区

清澄通り立川駅(南口)の市道

凡   例
　　　　都道
　　　　一般国道（指定区間）
　　　　都道（無電柱化済）
        センター・コア・エリア
　　　　主な事業箇所
　　　　主な面的無電柱化エリア

多摩地域 区部

立川駅
（南口）

八王子駅
門前仲町駅前

神田地区

清澄通り立川駅(南口)の市道
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３ 街路樹の充実  

 （提案要求先 国土交通省）      

（都 所 管 局 建設局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

 豊かな緑は、風格ある都市景観の形成やヒートアイランド現象の緩和など、都市環

境の改善に寄与する。 

 大気浄化や二酸化炭素の削減、都市景観の向上に資する街路樹について、平成２７

年度までに１００万本に倍増し、連続する豊かな道路の緑を創出する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）街路樹の充実を図るため、既設道路の街路樹植栽事業に必要な国庫補助金を確

保すること。 

（２）国道においても、より一層、街路樹の充実を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）既設道路の街路樹植栽事業に必要な国庫補助金を確保すること。

（２）国道においても、より一層、街路樹の充実を図ること。 
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参  考 

 

○街路樹の倍増 

 都内の街路樹を、平成２７年度までに１００万本に倍増し、連続する豊かな道路

の緑を創出する。 

（事業開始時点（Ｈ１７）で４８万本） 

 

 

【街路樹植栽事業 予算額】 

（単位：百万円） 

 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 

事業費 ４０８ ４２０ 

うち補助事業費 

（国庫支出金） 

１４３ 

（７９） 

１６６ 

（９１） 

  平成 22年度の補助事業費は概算要望額 

  街路樹植栽事業に対する補助率 0.55 

 

 

【街路樹の充実のイメージ】 
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４ 橋梁の耐荷力向上  

  （提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 建設局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成５年１１月に貨物輸送の効率化、国際物流の円滑化等を背景とした車両の大型

化に対応するため、道路構造令及び車両制限令が改正され、車両総重量の制限値が 

２０ｔから２５ｔに引き上げられた。 

 大型貨物車の効率的な輸送を確保するため、物流拠点を結ぶ主要な路線のうち物流

ボトルネックとなっている橋梁について、耐荷力向上を図る必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

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、橋梁の耐荷力向上のための補修事業に必要な国庫補助金を確保する

こと。 

橋梁の耐荷力向上のための補修事業に必要な国庫補助金を確保する 

こと。 
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参  考 

 

 

１ 実施状況 

（平成２１年４月１日現在） 

区  分 計画箇所 実施箇所 達成率 

橋梁補修事業 52 50 96％ 

 

２ 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） 

橋梁補修事業 235 170(89) 

  橋梁補修事業に対する補助率 0.50 又は 0.55 

 

３ 国の予算（都への当初配分額） 

（単位：百万円） 

区  分 平成 19年度 平成 20年度 

橋梁補修事業 

（国庫支出金） 

130 

(72) 

155 

(85) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床版の補強 床版の取替 

【車両が直接載る床版の取替・補強等】 

大型車通行に伴う荷重の増大に耐えられるようにするため、車両の荷重が直接かかる

床版について取替えや補強等を行う。 
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５ 橋梁の耐震補強事業の推進   

  （提案要求先 国土交通省  ）      

（都 所 管 局 建設局・港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

阪神・淡路大震災では、橋梁等の都市施設に甚大な被害が生じ、この結果、地震発

災時の避難、救助等の緊急輸送に支障をきたした。 

 このため、大規模震災時における被害を軽減するとともに、円滑かつ迅速な応急活

動を確保するため、緊急輸送道路のうち損傷の恐れのある橋梁について、重大な損傷

を防止する対策が求められている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

阪神・淡路大震災級の直下地震時にも、避難や物資輸送のための緊急輸送道路を確

保できるよう、橋梁の耐震補強事業に対する必要な国庫補助金を確保すること。 

 

橋梁の耐震補強事業に必要な国庫補助金を確保すること。 
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参  考 

 

 

 

１ 実施状況 

      （平成２１年４月１日現在） 

区  分 計画箇所 実施箇所 達成率 

 280 橋 245 橋 88％ 

都  道 272 橋 243 橋 89％ 橋梁の耐震補強事業 

臨港道路   8 橋   2 橋 25％ 

 

２ 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） 

 3,619 2,373(1,226) 

都  道 2,054   870(  475)  橋梁の耐震補強事業 

臨港道路 1,565 1,503(  751) 

 橋梁の耐震補強事業に対する補助率 0.50 又は 0.55 

 

３ 国の予算（都への当初配分額） 

（単位：百万円）  

区  分 平成 19年度 平成 20年度 

 1,362（717） 1,534(800)

都  道 710（391) 650(358)
橋梁の耐震補強事業 

（国庫支出金） 
臨港道路 652（326） 884(442)

 

４ 補強例 

 

 

 

 

 

 

 

 

【橋脚の補強】 

・ 地震時に橋脚の柱にひび割れが生じ破壊しないよう、コンクリート等によって巻立てを行う。 

【落橋防止システム】 

・ 地震時に上部構造の落下を防ぐため、橋げたを連結するなど落橋防止システムを整備する。 

[ 補 強 前 ] 

落橋防止システム 

 橋脚補強 

[ 補 強 後 ] 
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６ 歩道整備・歩道改善事業の推進  

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 建設局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

 歩道は、歩行者の安全を確保するとともに、植栽などによる良好な都市環境の形成

など多くの役割を果たしており、その整備は大変重要であるが、都道における幅員２

ｍ以上の歩道の整備率は約６０％と不十分である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

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、車いすがすれ

違うことが可能な有効幅員２ｍ以上、勾配や段差の緩和などを行なったバリアフリー

に対応した歩道の整備を推進するため、歩道整備事業および現道内で進めている歩道

改善事業の実施に必要な国庫補助金を確保すること。 

歩道整備事業および歩道改善事業の実施に必要な国庫補助金を確保す

ること。 
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参  考 

 

１ 都道における歩道の整備状況 

歩道の整備状況 （平成20年度末現在）

うち幅員２ｍ以上

791㎞ 720㎞ 107㎞

88.1% 80.2% 11.9%

681㎞ 420㎞ 307㎞

68.9% 42.5% 31.1%

1,472㎞ 1,140㎞ 414㎞

78.0% 60.4% 22.0%

整備済延長 未整備延長

898㎞区　　部

多摩地域

計

整備対象
道路延長

988㎞

1,886㎞
 

 

 

 

 

 

２ 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）

歩道整備事業等    6,838 1,969（1,025） 

 

３ 国の予算（都への当初配分額） 

（単位：百万円） 

区  分 平成 19年度 平成 20年度 

歩道整備事業等 

（国庫支出金） 
2,004(1,072) 1,990 (1,061) 

 

 

【整備事例】青梅市友田町（国道411号） 

   

 

幅員２ｍ以上の歩道の整備を促進するために 

必要な国庫補助金を確保すること 

歩道整備前 歩道整備後 
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７ 交差点改良事業  

  （提案要求先 国土交通省）      

（都 所 管 局 建設局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

 現在、東京都内では、未だ慢性的な交通渋滞が各所で残っており、渋滞を緩和し円

滑な道路交通を確保することは、東京の都市再生を実現するうえで喫緊の課題であ

る。 

 渋滞の大半は交差点で発生しており、特に右折車線のない交差点において、右折車

が後続車の進行を妨げることによる、交差点部の通過時間の増大が、大きな要因の一

つとなっている。 

交差点直前の比較的短い区間の土地を取得し、右折車線等の設置を行う交差点改良

事業を実施し、右折待ち車両による渋滞を緩和するとともに、交差点付近の歩道を整

備して歩行者、自転車の交通安全対策を図ることが求められている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 慢性的な交通渋滞を解消し、交通事故防止を図るため、右折レーンを設置する交差

点改良事業の実施に必要な国庫補助金を確保すること。 

交差点改良事業に必要な国庫補助金を確保すること。 
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参  考 

 

１ 交差点改良事業の整備状況 

平成１７年度より、「交差点すいすいプラン１００」に続き、「第２次交差点す

いすいプラン」を実施している。 

「第２次交差点プラン」は「交差点すいすいプラン１００」からの継続箇所に加

え、新たに６８交差点を選定し、多摩地域を中心に平成１７～２６年度までの１０

か年で、１００交差点において効果発現を目指す。 

 

    （平成２１年４月１日現在） 

区    分 計画箇所数 
完成箇所数 

（一部完成含む） 

第２次交差点すいすいプラン １００ ３３ 

 

２ 平成２１年度 都の予算（当初） 

区    分 事業費 うち補助事業費（国庫支出金）

交差点改良事業 5,195 1,930（1,037） 

 

３ 国の予算（都への当初配分額） 

（単位：百万円） 

区  分 平成 19年度 平成 20年度 

交差点改良事業 

（国庫支出金） 
1,895 (1,005) 1,725 (915) 
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８ 臨海部道路網の整備  

 （提案要求先 国土交通省）      

（都 所 管 局 港湾局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

 東京臨海部における脆弱な道路ネットワークにより、ふ頭周辺及び背後圏への交通

アクセスが不足している。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 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、東京港臨海道路 

Ⅱ期事業の整備と合わせ、以下の措置を講ずること。 

（１）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。 

（２）荒川河口橋西詰交差点の立体化の推進を図ること。 

 

新木場・若洲線及び荒川河口橋西詰交差点の立体化の推進を図ること。
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 （提案要求先 国土交通省    ）      

（都 所 管 局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 都内には、約１，１６０箇所の踏切が存在し、交通渋滞をはじめとした様々な問題

が日常的に発生している。 

 こうした踏切遮断による交通渋滞を解消し、道路交通の円滑化を図るとともに、地

域分断を解消し、快適な都市の再生を図るため、鉄道を連続して高架化又は地下化す

ることにより多数の踏切を一挙に除却する連続立体交差事業の推進が必要である。 

国土交通省の平成２２年度概算要求において、道路関係予算が大幅に削減されてい

るが、道路整備の一環として進めている連続立体交差事業やこれに関連する事業に支

障を来たすと危惧されるため、十分な財源確保が必要不可欠である。 

 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）現在、ＪＲ中央線、京浜急行本線・空港線などの７路線８箇所で連続立体交差

事業を進めている。また、新規着工準備箇所として京王京王線、西武新宿線、東

武伊勢崎線の３路線４箇所が採択されている。これらの事業の推進に必要な財源

を確保すること。 

（２）抜本的な踏切対策としての連続立体交差事業を継続的に推進するため、今後事

業化が必要な箇所についても、新規着工準備採択すること。 

（３）連続立体交差事業と併せて整備することにより渋滞解消や沿線のまちづくりな

ど、周辺への波及効果の大きい東京都・区市施行の街路事業や市街地開発事業に

対しても必要な財源を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

22 連続立体交差事業の推進 

（１）連続立体交差事業の推進に必要な財源の確保を図ること。 

（２）連続立体交差事業と併せて整備する街路事業や市街地開発事業に

必要な財源の確保を図ること。 
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参  考 

 

 

 

 

 

 

 

【環状８号線付近の京急本線上り線立体化による効果】（平成２０年５月） 
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（提案要求先 国土交通省    ） 

  （都 所 管 局 都市整備局・建設局）      

 

＜現状・課題＞ 

東京都内に残されている約１，１６０箇所の踏切では、交通渋滞や踏切事故等の 

様々な問題が発生している。こうした踏切における問題を解消し、道路交通の円滑化

を図るため、東京都では、現在、連続立体交差事業などの抜本的な対策を積極的に推

進している。 

また一方で、立体化には多くの時間を要するため、早期に実施可能な対策として、

踏切システムの改善や踏切道の拡幅など、地域の状況に応じた対策を促進しており、

今後も引き続き、こうした対策を一層推進することが課題となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 踏切対策を総合的かつ計画的に推進するためには、早期に実施可能な対策を一層推

進する必要がある。 

（１）踏切における安全性を確保しつつ、交通処理能力を拡大する観点から、踏切シ

ステムの改善や高度化を図る事業について、道路交通円滑化を推進するための必

要な措置を講じること。 

（２）鉄道交差部における交通の円滑化、安全性の確保の観点から踏切道の拡幅、歩

道橋・地下道の設置、地方道（区市町村道）における道路立体化の促進などに関

する国庫補助制度を拡充すること。 

（３）踏切における安全性を向上させるため、鉄道事業者による踏切保安設備の整備

を促進するための必要な措置を講じること。 

 

 

23 踏切対策推進のための制度の創設・拡充 

早期に実施可能な踏切対策を一層推進すること。 
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１ 地下高速鉄道事業の企業債に係る財政負担の緩和  

（提案要求先 総務省） 

（都 所 管 局 交通局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２０年度末の企業債残高のうち政府債残高は総額で約２，５７０億円であり、

旧公庫債の残高は約１６０億円である。このうち年利５％以上の高利率のものは、政

府債が約４０７億円、旧公庫債は約３３億円であり、利子支払残額は、それぞれ約 

１１２億円と約８億円となり大きな財政負担となっている。このため、低金利債への

借換えを求める。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）政府資金をもって起こした企業債の低金利債への借換えを認めること。 

（２）旧公営企業金融公庫資金をもって起こした企業債の低金利債への借換えを認め

ること。 

 

24 都市高速鉄道整備の充実･強化 

多額の未償還企業債が、高金利のままで大きな財政負担となっているた

め、低金利債への借換えを認めること。 
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参  考 

 

【企業債の発行条件と償還期限等】（年利：％） 

区  分 年 利 償 還 方 法          

政 府 資 金 1.9 30年元利均等償還（５年据置） 

旧公庫資金 1.9 28年元利均等償還（５年据置） 

共 済     1.4 10年元金均等償還（３年据置） 民 

間 公 募     1.46 10年満期一括償還 

※ 年利は平成２１年３月現在 

※ 共済の年利は、平成１４年３月のもの。（以後、発行されていない。） 

 

 

【都市高速鉄道事業債の元利償還金と期末残高の推移】（単位：百万円） 

年  度 元金償還金 支 払 利 子      元利償還金計 期 末 残 高      

１７ 54,849 18,388 73,237 701,643 

１８ 59,427 17,379 76,806 681,154 

１９ 83,756 16,174 99,930 640,433 

２０ 63,516 14,404 77,920 598,832 

２１（予算） 50,478 13,934 64,412 590,264 

※ 特例債は含む。 

 

 

【平成２０年度末建設債資金年利別残高】（単位：億円） 

    ５％ 

未満 ％ 

５％ 

以上 ％ 
計 

％ 

政府債 2,163 84 407 16 2,570 100 

旧公庫債 127 79 33 21 160 100 

民間債 2,632 89 335 11 2,967 100 

計 4,922 86 775 14 5,697 100 

※ 特例債・立替企業債は除く。 
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２ 地下高速鉄道の補助金の確保と充実  

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 交通局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

大江戸線の分割買取分の平成２４年度までの残金は、平成２０年度時点で約 

２，０００億円である。年間の買取金額は、約４００億円となっており、うち補助額

は約１００億円である。この分割買取に必要な補助所要額の確保を強く求めるもので

ある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

地下高速鉄道の補助金については、既開業路線分の所要額を確保すること。 

 

 

参  考 

 

【都営地下鉄建設費補助（新線建設費補助）】            （単位：千円） 

年  度 国 補 助 金 一 般 会 計 

１７ 12,650,495 21,230,924 

１８ 10,958,311 19,685,277 

１９ 10,937,720 17,813,411 

２０ 10,663,610 19,914,859 

 ２１（予算） 10,647,031 11,830,035 

 

  

 

 

＜現状・課題＞ 

交通局では、三田線に引き続き、大江戸線への可動式ホーム柵の導入を計画してい

る。今後、駅のバリアフリー対策の充実を図るためには、可動式ホーム柵の設置拡大

が不可欠であることから、補助対象事業の拡大を求めるものである。 

地下駅の大規模改良工事については、既成市街地で、かつ、既存構築物が密集して

いる東京においては、新たな空間の確保が厳しい課題となっている中、用地取得等の

調整を進めるとともに、工事を進めているところである。 

（１）既開業路線の分割買取分の補助金については、所要額を確保する

こと。 

（２）大規模改良工事及び火災対策事業については、所要額の確保と

補助制度の充実を図ること。 
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このような状況を踏まえ、補助対象事業の所要額の確保を求める。 

 

＜具体的要求内容＞ 

地下高速鉄道整備事業費補助制度については、大規模改良工事の補助対象事業の

拡大など一層の充実を図ること。 

 

 

参  考 

 

（１） 地下高速鉄道整備事業費 

大規模改良工事（バリアフリー改良） 

［エレベーター・エスカレーター・階段昇降機・車椅子対応トイレ・電光式旅客案内表示

装置・転落防止柵］ 

 

【大規模改良工事 国庫補助金（浅草線・三田線・新宿線・大江戸線）】 

            （単位：千円） 

年  度 大規模改良補助金 

１７ 360,791 

１８ 435,212 

１９ 429,840 

２０ 666,698 

２１（予算） 883,436 

 

【バリアフリー施設整備状況】     

路 線 名 駅 数 エレベーター整備台数 エスカレーター整備台数 

浅 草 線 20駅 11駅 20基 18駅 55基 

三 田 線 27駅 24駅 44基 26駅 150基 

新 宿 線 21駅 18駅 39基 21駅 165基 

大 江 戸 線 38駅 38駅 86基 38駅 393基 

合 計 106駅 91駅 189基 103駅 763基 

※ 平成２０年度末 エレベーター設置率    ８６％ 

          地上までの１ルート確保  ８１％（８６駅） 

          エスカレーター設置率   ９７％ 

          だれでもトイレ設置率   ９９％（１０５駅） 

 

 

（２）鉄道施設総合安全対策事業 

【平成２０年度 地下駅火災対策施設整備費補助】    （単位：千円） 

地下鉄火災対策事業総額 

 

内補助対象事業費 

（Ａ） 

国庫補助額 

（Ａ）×1/3 

一般会計補助額 

（Ａ）×1/3 

4,038,247 1,507,614 502,538 502,538 
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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＞ 

ＪＲ中央線は、多摩地域の中央に位置し、多摩地域と都心を結ぶ鉄道ネットワーク

の大動脈である。現在、平成２２年度末の全線高架化に向け連続立体交差事業が進め

られているが、平成６年の都市計画決定以後、三鷹駅から立川駅間の複々線化は進展

が見られない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

混雑の緩和、速達性の向上にとどまらず、多摩地域の振興や横田飛行場へのアクセ

ス、山梨県方面との連携強化にも資するため、早期実現に向けて補助制度の拡充など、

必要な措置を講じること。 

 

 

25 ＪＲ中央線の複々線化の早期実現 

首都圏の幹線鉄道であり、東京の大動脈でもある中央線の複々線化を

早期に実現すること。 
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参  考 

 

〈経緯：ＪＲ中央線（三鷹～立川）〉 

 

平成 ６年５月 連続立体交差事業と複々線化を同時に都市計画決定 

平成１２年１月 運輸政策審議会答申第１８号 

         中央線複々線化が「平成２７年までに整備着手すること 

         が適当である路線」として位置付け 

平成２２年度末 全線高架化予定 

 

 

 

《首都圏の幹線鉄道における複々線化の整備状況》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総武方面 

【昭和５６年済】 

品川 

三鷹 

取手～上野 

 ３７km ４４分 

新宿 

複々線化 
 未整備 区間 

東北方面 

【昭和４３年済】 

常磐方面 

【昭和５７年済】 

東海道方面 

【昭和４６年済】 

拝島 

千葉～東京 

 ３９km ４２分 

八王子～新宿 

３７km ５６分 

横浜 

大宮～上野  

 ２６km ２９分 

山梨県方向 

大船～品川 

 ３９km ３８分 

立川～新宿 

２７km ４２分

上野 

完了区間 

【昭和４４年済】 

東京 
立川 

八王子 

国分寺 

青梅方向 

横田 

飛行場 

中中中央央央線線線だだだけけけががが   

未未未整整整備備備のののまままままま   
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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。 

 

 

26 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。横田基

地の軍民共用化は、日米間の重要な懸案事項であり、改めて日本政府から米国政府

に対して強く働きかけ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、これまでの日米協議の経過を踏

まえ、協議の促進に向けた取組を強化し、その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 

 

(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、

更に増加する。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 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                ） 

 

＜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、我が国の経済活性化、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け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必要がある。 

さらに羽田は都心と直結し、２４時間利用できる空港であり、国際競争力の強化な

ど、我が国の将来を左右する重要なインフラであるため、国際空港機能を一層強化し

ていくことが必要である。 

 

27 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）このため、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。 

 

（４）また、公共交通の運行本数が少ない深夜早朝時間帯については、利用者が増え

ると見込まれることから、深夜早朝便に対応した使いやすい公共交通手段を確保

すること。 

 

（５）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。 

 

（６）あわせて、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

容量のうち、まだ配分先が決められていない発着枠を極力国際線に振り向けるな

どして、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。 

 

（７）概ね１０年後には、成田の増枠と合わせても、首都圏空港の空港容量が再び満

杯になると予想されるため、昼間の空港容量の更なる拡大策を早期に行い、拡大

した発着枠を使って、国際線を増加させること。 

 

（８）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、極力前倒しして

供用開始すること。 

 

（９）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。 

 

（10）再拡張後において、国際線の利用者に不便が生じないように、昼夜を問わず、

出入国管理、税関及び検疫体制を十分に整えること。再拡張前も現・国際線ター

ミナルにおいて拡充すること。 
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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）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：おおむね羽田－石垣線（1947km）を目安 ※羽田から石垣までの直

行便は就航していない。 

＜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。 

・深夜早朝及びリレー時間帯（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９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 

 

（３）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 

 

（４）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 
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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 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＞ 

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 

ター便の拡大を更に進めること。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。 

 

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）、 

  羽田－北京首都便（１日４往復）（本年１０月２５日から） 

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、大田区及び

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となっている。 

 

＜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、引き続き、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あわせて、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域が低下する中、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）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。 

28 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。 

－131－－132－

－132－

－132－

<136>



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 

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。 

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。 

29 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。 
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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。 
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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。 

30 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。」 

 

 

 

 

 

－136－－137－

－137－

－137－

<141>



 

 

 

  （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スケジュールに合わせ、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。 

 

 

＜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。 

31 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

ふ頭等の整備スケジュールに合わせ、必要な財源確保などの措置を

講じること。 

（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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 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。 

 

 

 

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、今後一斉に更新時期を迎えることとなる

ことから、既存施設の延命化を図り、更新時期を分散させるとともに、ライフサイク

ルコストの最小化を図る予防保全型の維持管理を進めていく必要がある。 

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」においても、「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た。 

このため、都においては、順次、予防保全型の維持管理を導入し、既存港湾施設の

詳細な調査、評価、予防的補修のサイクルにより、施設の延命化等を図っているとこ

ろであるが、既存の「港湾施設改良費統合補助事業」では、対象が補修工事費に限定

されるほか、工事規模においても１事業２億～５億円という制約を受ける。 

  

＜具体的要求内容＞ 

港湾施設の延命化に資する維持管理に要する費用は、施設の更新間隔の延長にも資

するものであり、更新費用の代わりとなるものである。 

このため「港湾施設改良費統合補助事業」の採択要件に合致しない補修事業、予防

保全計画の更新などの調査についても対象とする、港湾施設の適切な維持管理に特化

した新たな助成を創設すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 港湾の施設の延命化に伴う維持管理費助成制度の創設

港湾施設の維持管理に係わる新たな助成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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１ 実効性ある温室効果ガス削減対策の実施  

（提案要求先 総務省・財務省・経済産業省・国土交通省・環境省） 

（都 所 管 局  環境局・主税局                ） 

 

＜現状・課題＞ 

地球温暖化がもたらす破局的事態を回避し、我々の子孫にこの地球を引き継いでい

くためには、世界全体で温室効果ガスの大幅な削減が不可欠である。既に世界各国も

京都議定書後の温室効果ガス削減に向けた国際的枠組みを構築するため、大幅な削減

を目指した中期目標を発表している。 

都は、世界に先んじて、東京を世界で も環境負荷の少ない先進的な環境都市へと

転換するため、２００６年１２月、「２０２０年までに、２０００年比２５％のＣＯ２

削減」を目標に掲げ、都政のあらゆる分野でＣＯ２の大幅な削減を目指す１０年プロ

ジェクトを始動した。平成２０年には、世界で初めてオフィスなど業務部門をも対象

とした総量削減義務と排出量取引制度の導入などを盛り込んだ環境確保条例の改正を

行い、地球温暖化対策を抜本的に強化したところである。また、本年５月には都市と

して世界で初めてＩＣＡＰ（国際炭素行動パートナーシップ）に加盟し、先進的な取

組を全世界に向けて発信している。来年４月からは、総量削減義務が開始されるとこ

ろであり、今後も、世界で も環境と調和した都市の実現に向け、ＣＯ２排出削減対

策を強力に展開していく。 

国は、鳩山首相が国連総会において「２０２０年までに１９９０年比２５％削減」

する目標を表明したが、目標達成に向けた具体策は明らかになっていないことから、

我が国が国際的枠組みづくりをリードする施策を展開するとともに、国際社会と協調

して地球温暖化に歯止めをかけ、次世代に良好な環境を引き継ぐため、具体的な実効

性ある温暖化対策を推進するための措置を早急に講じる必要がある。 

 

１ 地球温暖化防止対策の推進 

（１）温室効果ガスの中期削減目標達成に向け、低炭素型社会実現のた

めの総合的な施策を早期に構築すること。 

（２）排出量削減義務化と排出量取引制度を導入するとともに、業務ビ

ル対策や中小企業及び家庭での省エネ対策を促進するなど、具体的

な実効性ある対策を早急に実施すること。 

（３）自動車からのＣＯ２排出量削減対策を推進すること。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）中期削減目標達成に向けた施策の明確化 

わが国の温室効果ガスの中期削減目標達成に向け、低炭素社会実現のための総

合的な施策の体系を早期に構築すること。 

（２）排出量削減義務と排出量取引制度 

具体的な実効性のある対策により、温室効果ガスの大幅な削減を加速させるため、

国レベルでの排出量総量削減義務化と排出量取引制度を早急に導入すること。併せて、

制度設計に当たっては、都など自治体が先駆的に取組んでいる総量削減義務と排出量

取引制度等との整合性を図ること。 

（３）業務ビルにおける省エネ対策の推進 

大都市に多いオフィスなどの業務ビルはエネルギー使用量の増加が著しく、その

ＣＯ２削減は大きな課題であるため、業務ビルの省エネ改修等を行うために必要な

資金面の支援の充実を図るとともに、ビルの省エネに係る専門的知識を有する人材

の育成などを通じて運用面の省エネ促進を図ること。 

（４）環境税の導入 

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。        

（５）中小企業の省エネ対策の促進 

① 中小企業による省エネルギー型のボイラーや空調設備、照明設備等の導入が促

進されるよう、補助制度の拡充及びエネルギー需給構造改革投資促進税制の対象

設備の拡充を図ること。 

② 中小企業が省エネ診断など省エネ対策を行う際に必要な技術的助言を行える人

材の育成を図ること。         

（６）公共施設における対策の推進 

公共施設については、温暖化対策を率先して実施していく役割があることから、

こうした施設における省エネ改修等を推進していくための財政的な支援を講じる

こと。 

（７）家庭部門等の強化 

① 家庭における省エネを本格化するため、一定の省エネ性能を満たした住宅の新

築や省エネリフォームに対する経済的な支援の拡充を図ること。 

② 高効率給湯器の普及を飛躍的に促進するため、家庭に対する助成制度などにお

いて、より一層の財政的措置を講じること。 

（８）自動車からのＣＯ２排出量削減対策の推進 

① プラグイン・ハイブリッド車、電気自動車などの次世代の低公害かつ低燃費な

車への代替促進及び燃料・電源供給施設整備のために、補助制度の拡充強化や基

盤整備を図り、また、税制上の優遇措置を継続するとともに、道路利用料金の割

引などの優遇措置を講じること。 

② 自動車から公共交通機関への更なる転換を図るため公共交通機関の利便性の向

上を図るとともに、物流の効率化のため共同配送や営自転換を推進すること。また、

これらの施策を推進するために、地域の特性に応じた取組に対する助成を行うこ

と。 

③ 良好な交通流を確保するため、ＩＴＳを活用した道路情報提供システムの高度

化を推進すること。 
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２ 再生可能エネルギーの普及・拡大等  

 

（提案要求先 財務省・経済産業省・国土交通省・環境省） 

（都 所 管 局  環境局・下水道局                      ） 

 

＜現状・課題＞ 

本格的な低炭素型社会を実現するためには、省エネルギー対策だけでなく、再生 

可能エネルギーの利用拡大に向けた取組の強化が不可欠である。そのため、都は、 

２０２０年までに東京のエネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合を２０％

程度に高める目標を掲げ、対策を講じている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）日本のエネルギー政策の基本方針に、再生可能エネルギーを大きな柱として位

置付け、送電系統への優先接続を認めるとともに、太陽光発電以外の幅広い電源

に係る固定価格買取制度を実施すること。また、個人住宅への太陽熱利用機器の

補助制度を本格的に導入するとともに、グリーン熱証書の利用拡大等を推進する

こと。 

（２）電気の需要者が、再生可能エネルギー利用の方法としてグリーン電力証書を購

入している実態がある。グリーン電力証書の購入を環境配慮調達（いわゆる「グ

リーン購入」）として位置づけ、国においても率先購入を進めるとともに、その

普及を支援すること。また、購入代金については通常の電気購入代金と同様に、

税務上経費として認めること。 

（３）バイオ燃料の普及促進に向けて、地球温暖化防止や食糧安全保障などの国際的

な議論や社会情勢を踏まえ、我が国におけるバイオ燃料の持続可能性基準を早期

に定めるとともに、利用拡大のため、財政支援を含めた必要な措置を講じること。 

（１）日本のエネルギー政策の基本方針に、再生可能エネルギーを大き

な柱として位置付け、その導入目標を飛躍的に引き上げ、目標達成

を目指した取組を着実に進めること。 

（２）下水道事業において、発生する資源・エネルギーを広く利活用す

ることや再生可能エネルギーを活用すること等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。 
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（４）下水道施設の上部空間を使った太陽光発電の国庫補助採択基準を緩和するとと

もに、高い補助率を適用するなど財政措置を充実し、低炭素社会づくりに向けた

先導的な取組みを支援すること。 

 

（５）汚泥焼却の過程で発生するガスを活用した発電やバイオマスの利活用等、温室

効果ガス削減のための下水道未利用エネルギーの活用に対し、現行よりも高い補

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。 

（６）下水道事業者が具体的な計画を策定し、京都議定書に定める温室効果ガス削減

目標を上回る積極的な取組みを行う場合は、特段の財政措置を講じること。 

（７）省エネルギーや温室効果ガス排出抑制に係る新技術の国庫補助採択基準を緩和

するとともに、高い補助率を適用するなど財政措置を充実し、開発・導入の積極

的な推進を支援すること。 

（８）既存焼却炉の高温焼却炉等への改築・更新時に撤去が必要となる既設基礎の処

分制限期間について、焼却炉等と基礎は一体として機能する施設であることから、

焼却炉等と同様の処分制限期間に緩和するとともに、補助金の返還を求めないこ

と。 
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参  考 

（４）～（８）下水道事業における地球温暖化防止対策への財政措置の充実 

【汚泥ガス化】 

○汚泥の有機分を熱分解、ガス

化（ＣＯ・Ｈ２）し、発電燃料

として活用。 

○ＣＯ2の３１０倍の温室効果

をもつ一酸化二窒素（Ｎ2Ｏ）の

排出量を通常の焼却と比較して

約９７％削減。 

○発電した電力は設備用電力と

して使用。  

【汚泥炭化】 

○汚泥の炭化物を製造し、火力

発電所の石炭代替燃料として利

用。 

○Ｎ2Ｏの排出量を、通常の焼却

と比較して約８５％削減。 

○温室効果ガスの削減の他、汚

泥の資源化にも寄与。 

 

【バイオマス発電】 

○汚泥処理工程において発生し

たメタンガスを燃料として発電

し、水再生センターで利用。 

○エネルギーの有効活用、電力

コストの削減、温室効果ガスの

排出量の削減を図る。 

【太陽光発電】(研究中) 

○太陽光発電システムを下水道

施設に活用するために、発電効

率向上などを目指した、「一軸

追尾」タイプと「薄膜」太陽電

池を組み合せた日本初となる

「新型太陽光発電システム」の

実証実験を実施。 

  

実験発電規模⇒１kw 

(一般家庭用照明器具 15

室分に相当) 
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１ ヒートアイランド対策の推進   

（提案要求先 環境省） 

（都 所 管 局 環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京都においては、緑の分布などの被覆状態や排熱量が地域によって異なることか

ら、都内全域を同質的に対策を講じていくのではなく、区市町村や公共物管理者によ

る地域・地点特性に応じた施策展開、民間事業者や住民など身近な主体によるまちづ

くりを進めていくことが重要である。 

また、ヒートアイランドは被覆対策、排熱対策に加え、市街地における熱の滞留が

原因と言われているが、そのメカニズムは明らかになっていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）ヒートアイランド対策に関する既存制度などについて、民間事業者や自治体が

保水性舗装、遮熱性舗装、街路樹整備、屋上・壁面・敷地内などの緑化、高反射

率塗料、保水性建材などの対策を実施する場合の採択条件の緩和・拡充と十分な

財政措置を講じること。 

（２）国が東京都及び東京都周辺都市を含んだ広域的な熱環境のメカニズムの解明に

関する調査及びこれに必要な気象観測を行い、事業者や自治体にデータ提供する

ことにより、対策の効率的・計画的実施を支援すること。

２ ヒートアイランド対策の推進 

（１）民間事業者や自治体に対するヒートアイランド対策支援制度を

拡充すること。 

（２）市街地の熱環境のメカニズムを解明すること。 
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２ 環境負荷低減を目指した先進的な都市づくり  

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 東京の気温は、この１００年で３℃上昇しており、地球温暖化による影響といわれ

る０.７℃を大幅に上回っている。ヒートアイランド現象は、温暖化による気候変動の

危機ともあいまって、その影響についての懸念が近年高まっている。 

都市の暑さの影響によりエネルギー需要が増大し、その結果ＣＯ２排出量も一層増

加するという悪循環から抜け出し、東京を持続可能な都市として再生させることが課

題となっている。 

そのため、今後新たな拠点整備が見込まれている品川駅・田町駅周辺地域を対象に、

風の道の確保など先導的な環境モデル都市の実現に向け取り組んでいく必要がある。 

特に、本地域には芝浦水再生センターが位置しており、貴重な水資源である下水再

生水利用の促進や未利用の再生可能エネルギーである下水熱の活用が重要となってい

る。 

 

＜具体的要求内容＞ 

品川駅・田町駅周辺地域において、 再生水利用・未利用エネルギー活用など、環

境への負荷削減に資する下水道事業に対して、必要な国庫補助金を措置するとともに、

現行よりも高い補助率を設定するなど補助制度を拡充すること。 

環境先進都市の実現などに向け、都市開発の機会をとらえた先進的な

ヒートアイランド対策に対し、支援を実施すること。 
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参  考 

 

○ 品川・田町周辺のまちづくりへの支援の要請 

 

品川駅・田町駅周辺地域においては、先進的な環境モデル都市の実現に向け、風の

道の確保や、水と緑のネットワークの形成など、環境配慮の多様な取組を誘導してい

る。 

本地域には芝浦水再生センターが位置しており、貴重な水資源である下水再生水利

用の促進や未利用の再生可能エネルギーである下水熱の活用が重要である。 

 

・再生水利用・未利用熱活用促進に向けた管路整備に対する補助拡充 

⇒現在、補助制度があるものの、補助率が１／２となっているため、下水道施設の

補助率同等の補助率引上げを求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：品川駅東口地区 供給区域図 

対象区域106ha 

利用用途 水洗トイレ用水 

配水開始 平成9年 10月 

 

芝浦水再生センター

 

品川駅 
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１ 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） 

 

＜現状・課題＞ 

東京の公園緑地は、国内外の他都市に比較して著しく少なく、整備事業を一層推進

する必要がある。また、丘陵地や低地、水辺などの緑は、生物多様性の保全やレクリ

エーションの場の提供、都市気候の調節など重要な役割を担うため、早急に保全・整

備が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都東京を緑あふれる都市にするため、あらゆる公園緑地等の整備に十分な国

庫補助金を確保すること。 

（２）公園整備の用地取得に係る補助率を１／３から１／２に引き上げること。 

（３）増大する都民のレクリエーション需要や、市街地における防災上の避難地の確

保等に対応するため、国営昭和記念公園の整備を促進すること。 

（４）歴史的な公園や文化財庭園再生のための必要な国庫補助金を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 公園整備事業の推進 

水と緑のネットワーク形成を推進するため、公園緑地の整備に係る必要

な国庫補助金を確保すると共に、補助制度等を改正すること。 
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補助事業,
7,247

用地会計返還
金等, 19,659

単独事業,
11,770

参  考 

 

（１）公園整備事業の推進 

【都の公園整備の計画と実績】                     

都市計画公園・緑地計画 

決定面積（平成20年4月現在）

公園整備済面積 

（平成21年 4月現在） 

規模 規模 

 

区 分 

（ha） （ha） 

都立公園 4,100 1,879 都市公園 

その他公園 6,600 3,538 

都市公園以外の公園 － 1,939 

計 10,700 7,356 

一人当たりの公園面積 

※全国平均 10.6㎡/人 
8.3(㎡/人) 5.6(㎡/人) 

   

都区市町共同で策定した「都市計画公園・緑地の整備方針」（平成 18 年 3

月）に基づき、都市計画公園・緑地の効率的な整備を推進していく。 

 

【平成21年度 都予算に対する国庫補助金の割合（事業費）】 

※都予算ベース 

 

                                                          

 

 

                            

                                             

 

 

 

  

（単位：百万円） 

 

 

 

(２) 用地買収費に対する現在の国庫補助率 

      

 

 

 

      

○ 都立公園整備事業全体 

（38,676百万円）に占める  

補助事業費の割合は 

約１９％（7,247 百万円） 

○ このうち、国庫支出金は 

2,854百万円で、都立公園整備

事業全体に占める割合は 

約７．４％ 

○ 補助率は施設1/2、 

用地 1/3 

都立公園整備事業  

全体計 38,676百万円 

補助率 根拠法令

1/3 都市公園法施行令第31条

道路・街路整備 1/2 道路法56条

河川整備 1/2 河川法第60条第2項

※1/2とすることを要求

区分

公園整備

参
考
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２ 防災公園の整備  

（提案要求先 国土交通省    ） 

（都 所 管 局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 震災時の首都東京の機能確保は喫急の課題であり、都市の防災機能を高めるため、

救援・復興の活動拠点や避難場所となる防災公園整備は急務である。 

国は、広域避難地（避難場所）への避難人員を、一人あたり２㎡で算定するとして

いるが、都立公園を核とする避難場所で、一人あたりの避難場所面積が２㎡に及ばな

いものが多く、防災公園の拡張整備や機能向上のための施設改修が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）公園整備事業推進のため国庫補助金を確保すること。 

（２）「東京都地域防災計画」で指定された、医療機関近接ヘリコプター緊急離着陸

場や災害時臨時離着陸場など、防災公園の整備・改修を短期集中的に進めるため、

十分な国庫補助金を確保すること。 

（３）公園整備の用地取得に係る補助率を１／３から１／２に引き上げること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災公園の整備促進のため、必要な国庫補助金を確保すると共に、用地

取得に係る補助率を引上げること。 
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参  考 

（１）防災公園の整備促進 

 【避難場所に指定(H20.2)された都立公園で有効面積が2㎡/人未満の公園】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

【東京都の防災公園ネットワーク】 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）用地買収費に対する現在の国庫補助 

 

 

 

 

 

補助率 根拠法令

1/3 都市公園法施行令第31条

道路・街路整備 1/2 道路法56条

河川整備 1/2 河川法第60条第2項

※1/2とすることを要求

区分

公園整備

参
考

0.0
0.2

0.4
0.6
0.8
1.0

1.2
1.4
1.6

1.8
2.0

林
試

の
森
公
園

善
福
寺
公
園

横
網
町
公
園

尾
久

の
原
公
園

芝
公
園

城
北
中
央
公
園

宇
喜
田
公
園

上
野
恩
賜
公
園

和
田
堀
公
園

大
泉
中
央
公
園

面
積

（
㎡

）

凡例

大規模救出・救助活動拠点
となる防災公園(11公園)

基幹的広域防災拠点
医療機関近接ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ緊急離着
陸場となる防災公園(5公園)

災害時臨時離着陸場
となる防災公園(10公園)

救援・復興活動拠点となる防災公園

環状７号線

小金井公園

神代植物公園

駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園

東京臨海広域防災公園

木場公園

葛西臨海公園

篠崎公園

水元公園

城北中央公園

舎人公園

武蔵野の森公園

和田堀公園

祖師谷公園

東綾瀬公園

日比谷公園

東大和南公園

武蔵野中央公園

石神井公園

赤塚公園

上野恩賜公園

大島小松川公園

夢の島公園

芝公園
砧公園

代々木公園

光が丘公園

亀戸中央公園
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（提案要求先 財務省・国土交通省） 

（都 所 管 局 環境局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

都市化に起因するヒートアイランド現象の解消や、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かかわらず、高額な相続税のため転用・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。 

 

＜具体的要求内容＞ 

市街地において貴重な緑地である樹林地等について、緑地として永続的に担保され

るよう、相続税等の優遇措置及び保全策に対する財政援助を講じること。 

 

４ 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充 

緑地の保全や創出を推進するための税財政措置を講じること。 

－154－－156－

－156－

－156－

<160>



 

 

公園整備に係わる国有財産の活用  

              （提案要求先 財務省・国土交通省） 

（都 所 管 局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

（１）都立林試の森公園（都市計画目黒公園）について 

都立林試の森公園は、林業試験場本場が筑波研究学園都市へ移転したことに伴

い、その跡地を、約１２．１ｈａの都市公園として開園したもので、敷地の約半

分は、都が国有地を無償で借受けている。当該公園は、目黒区と品川区にまたが

り、東京都震災対策条例に基づき、震災時の避難場所に指定されている。国は、

広域避難地（避難場所）への避難人員を、一人あたり２㎡で算定するとしている

が、都立林試の森公園の一人当たり避難場所面積は０．８８㎡と極めて低い状況

にある。 

都民の生命と財産を守るため、当該公園に隣接する国有地に公園区域を拡張し、

避難場所機能を拡充することが急務である。 

 

（２）都立旧岩崎邸庭園（都市計画旧岩崎邸公園）について 

旧岩崎邸庭園は、国有財産である国指定重要文化財「旧岩崎家住宅」を、都が

無償で借り受け、都立の文化財庭園（約１．８ｈａ）として公開している。平成

１３年１０月に開園し、年間約２４万人が訪れる首都東京の文化・観光拠点であ

る。 

本来の岩崎邸は、当該庭園の外、隣接する国有地（合同庁舎及び宿舎敷地）等

を含み、現状の倍以上の規模を有していた。日本の近代文化の象徴ともいえる明

治期の典型的な大邸宅の遺構を保全・活用するため、かつて広壮な規模を誇る和

館や書院庭等が配置されていた国有地を公園区域に拡張するなど、文化・観光拠

点機能の拡充を図る必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

首都東京の公園の重要な機能を拡充するため、都立林試の森公園及び都立旧岩崎邸

庭園の拡張にあたり、都が整備する場合には、国有地を無償貸付又は譲与すること。 

 

 

 

５ 都市再生推進のための国有財産の活用 

都立林試の森公園及び都立旧岩崎邸庭園の拡張にあたり、都が整備する

場合には、隣接する国有地を無償貸付又は譲与すること。 
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参  考 

○国有地の無償貸付制度の概要 

 公園・緑地 

法令上の優遇措置 

(国有財産法第22条) 
無償貸付 

財務省通達 

○効率性を重視した未利用国有

地等の管理所分について 

 (H18.3.17財理第1044号) 

移転 
経費有

全面積時価売払 

 

国有財産中央審議会了承 

(S55.5.19) 

筑波移
転跡地

無償貸付 1/2 

時価売払1/2 

 

（１）都立林試の森公園拡張区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）都立旧岩崎邸庭園拡張区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1「東京23区外の庁舎等の移転･再配置計画について H20.6.12」 

/国有財産の有効活用に関する検討・フォローアップ有識者会議）より 

0 10 500m 

小山台住宅（財務省） 

・面積 ： 約2.2ﾍｸﾀｰﾙ 

・H22年度廃止予定*1 

峰友寮（農林水産省） 

 ・面積 ： 約0.2ﾍｸﾀｰﾙ 

  ・H22年度廃止予定*1 

都立林試の森公園 
所在地：目黒区下目黒五丁目・ 

品川区小山台二丁目 
開園面積：約１２．１ヘクタール 

0 10 200m 

不
忍
池

都立旧岩崎邸庭園 
所在地：台東区池之端一丁目 
開園面積：約１．８ヘクタール 

湯島地方合同庁舎（財務省） 

 ・面積 ： 約1.2ﾍｸﾀｰﾙ 

  ・H26年度以降廃止･移転予定*1 

宿舎（最高裁判所） 

 ・面積 ： 約0.2ﾍｸﾀｰﾙ 

  ・H23年度以降廃止予定*1 

宿舎（最高裁判所） 

･ 面積 ： 約0.2ﾍｸﾀｰﾙ 

･ H23年度以降廃止予定*1 

都立林試の森公園 

開園区域 

東急目黒線 

武蔵小山駅 

都立旧岩崎邸庭園 

開園区域 

－156－－158－

－158－

－158－

<162>



 

 

 

（提案要求先 文部科学省） 

（都 所 管 局 環境局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

公立小中学校等は地域に満遍なく配置され、市街地における貴重なオープンスペー

スである。これらの校庭を芝生化することは、緑化の推進、熱環境の改善や砂ぼこり

防止という効果だけでなく、子どもたちの運動意欲の増進や情緒安定、環境を考える

きっかけづくり、さらには地域コミュニティの形成促進といった効果がもたらされて

いる。 

都は、平成１７（２００５）年度から先進的なヒートアイランド対策として、また、

平成１９（２００７）年度からは、子どもたちや地域の身近なところに新たな緑を創

出するため、公立小中学校の校庭芝生化を核とした地域における緑の拠点づくりを積

極的に進めており、平成２０（２００８）年度までに、区市町村の取組と併せ、公立

小中学校１２０校（都内全公立小中学校の６．２％）で芝生化を実施している。 

 

＜具体的要求内容＞ 

次代を担う元気な子どもたちを育てるため、また、国際都市にふさわしい緑化の推

進と環境を整備するため、都内の国立大学法人附属小中学校においても、校庭の芝生

化の推進にあたり積極的に支援すること。 

６ 国による緑の創出・保全への率先行動 

都内の国立大学法人附属小中学校の校庭芝生化の推進を支援すること。
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 （提案要求先 財務省・農林水産省・国土交通省・環境省） 

（都所 管 局 産業労働局・都市整備局・環境局    ） 

 

＜現状・課題＞ 

東京の都市農業は、新鮮で安全な農産物の提供や農業体験農園の開設など、都民 

ニーズに素早く対応した生活密着型の産業へと進展してきた。 

その生産活動の基盤となっている農地は、都市に残された貴重な緑地空間として、

快適で安全な都市づくりにも極めて重要な役割を果たしている。 

しかしながら、現行の農地制度や税制度のもとで、都市農地は、相続などを契機と

して年々減少し続けている。 

このまま放置すれば、将来、東京から農地が消え、都民の求める豊かで潤いのある

生活、良好な都市環境の形成に大きな支障をきたすことが予想される。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）都市農業の継続と都市環境保全等の観点から、「農地と住宅地が共存共栄」で

きる政策へと転換し、市街化区域内の都市農地保全に取り組むこと。 

 

（２）生産緑地制度と相続税制度について、以下の改善を行うこと。 

①  より多くの農地が保全できるよう、一定の条件のもと生産緑地地区の指定に

かかる面積要件を引き下げること。 

② 農業の事業承継と緑地の保全の観点から、農業用施設用地や屋敷林等を農地

と一体的に保全できるよう、一定の土地利用制限のもとに相続税評価額を減額

するなど、相続税の軽減措置を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 都市農地保全のための制度の改善 

（１）都市農地と住宅地が共存共栄できる政策へと転換すること。 

（２）生産緑地制度と相続税制度の改善を行うこと。 
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参  考 

 

 

相続税納税猶予制度 

○ 農業後継者に農地を引き継ぐための税

制上の特例 

・一生耕作を継続することによって生産 
緑地の相続税が免除 

生産緑地制度 

○ 市街化区域内で農地を保全する制度 

・固定資産税は農地課税 
・相続税は宅地課税だが、納税猶予制度が

適用可 

■ 課題 

・市街化区域では、農地が将来にわたり保全できる制度となっていない 
・５００㎡未満の農地は、生産緑地に指定されない 
・農業に必要な倉庫や屋敷林等は、相続税が宅地課税されている 

現行の農地を保全する制度と課題 
■ 制度 

○ 都市農地と住宅地が共存共栄できる政策へ転換すること 

○ 生産緑地制度と相続税制度の改善を行うこと 

・生産緑地地区の指定面積要件の引き下げ 
・農業用施設用地や屋敷林等への相続税軽減措置の実施 

国への提案要求

○ 農地減少の主な要因は相続 

 ・地価が高いため、高額な相続税の

負担 

● 都市農地は、農業生産の基盤であるとともに、都市に残された緑地空間として快

適で安全な都市環境を担う貴重な存在 

現 状

○ 東京都の農地の６割が市街化区域内に存在、そのうち７割が生産緑地  

○ 10年間で約1,300haの市街化区域内農地が減少 

【市街化区域内農地の推移】
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（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            ） 

 

＜現状・課題＞ 

世界自然遺産への登録を着実に実現し、適正な保全管理を推進するにあたっては、

小笠原諸島の大半を占める国有林野を所有し、また、国立公園に指定した国が、主体

的に取り組む必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国は、小笠原諸島の世界自然遺産登録に向け、今後とも着実に外来種対策に取

り組むこと。 

（２）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への取組を拡充すること。 

（３）都が行うノヤギの駆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。   

（４）国は、登録後の遺産区域の自然環境の状況を把握し、科学的なデータを基礎と

して、適正な対応を図っていくための推進体制の確立を図るとともに、その中核

を担う施設である自然遺産センター整備計画の策定に取り組むこと。   

８ 小笠原諸島世界自然遺産登録実現の推進 

世界自然遺産登録の実現のため、国は自らの取組を強化するとともに、

都、村の取組に対して財政支援などを積極的に行うこと。 
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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」と

いう。）」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

た脱硝技術の採用、施工などにより、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 環境・保健対策の充実  

     （提案要求先 環境省  ） 

（都 所 管 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

れており、このほど、微小粒子状物質（ＰＭ２．５）の健康影響に関する評価が行わ

れ、環境基準が設定されたところである。 

 しかしながら、未だ、粒子状物質や共存大気汚染物質の健康影響等について未解明

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＞ 

 微小粒子状物質（ＰＭ２．５）の環境濃度の詳細な調査や発生源の把握などを行う

とともに、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、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の内容の強

化充実及び対象地域の拡大を図ること。 

大都市における大気汚染の状況を踏まえ、大気汚染物質の健康影響に 

関する研究調査などを推進し、環境・保健対策の充実を図ること。 
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５ 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

しているところであるが、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）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  1,018 (536) 

 低騒音舗装 6,048  344 (189) 

 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 

・ 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 

・ 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＞ 

東京の大気汚染は、各種固定発生源対策やディーゼル車走行規制等の実施などによ

り、浮遊粒子状物質による大気汚染に係る環境基準を達成するなど確実に改善してい

る。残された課題として、大気環境中で光化学反応等により二次的に生成する微小粒

子状物質（ＰＭ２．５）や光化学オキシダントの濃度改善がある。 

微小粒子状物質（ＰＭ２．５）は、環境基準が設定されたところであるが、都内の

濃度は環境基準と比較して高い状況にある。また、光化学オキシダントについては、

全国的に環境基準を超過した状況が続いている。 

微小粒子状物質（ＰＭ２．５）や光化学オキシダントは、発生源が多岐にわたり、

大気中の挙動について未解明な部分が多く、また、広域的な大気の移流に起因するこ

となどから、国は、行政区域を越えて広く存在する発生源の実態や二次生成機構等を

解明し、それに基づき、総合的かつ広域的な対策を講じる必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）多岐にわたる発生源の実態や生成メカニズム、大気の移流等について、さらに

詳細な解明を行い、それに基づき総合的かつ実効性のある広域的な対策を早急に

講じること。また、整理した情報やデータを広く提供すること。 

 

（２）ＶＯＣ（揮発性有機化合物）は、微小粒子状物質（ＰＭ２．５）と光化学オキ

シダントを生成する重要な原因物質であることから、その排出削減に向けた対策

等を強力に推進すること。 

① 法規制の対象にならない中小事業者は、一つひとつは小さな発生源でも、数が

多く、広く排出されていることから、より一層自主的取組が促進されるよう、財

政支援も含め、早急に推進策を講じること。 

② 対策が講じられていないガソリン給油時のＶＯＣの蒸発防止を図るため、効果

的な対策を講じること。 

③ 国が行う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塗装を標準仕様化

11 微小粒子状物質（ＰＭ２．５）・光化学オキシダン

ト対策の推進 

大気環境中の微小粒子状物質（ＰＭ２．５）と光化学オキシダントの

濃度改善のため、発生源の実態や生成メカニズムを解明し、総合的か

つ広域的な対策を早急に講じること。 
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し、その普及を図ること。 

④ 大規模なＶＯＣ取扱施設が集中する地域（臨海地域など）の排出総量の実態や

影響を把握し、一層の排出抑制策を講じること。 

⑤ 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ＶＯ

Ｃ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。 

 

（３）光化学オキシダント濃度は、窒素酸化物とＶＯＣとのバランスに依存し、窒素

酸化物の濃度が改善されても、夏の都市部で上昇する可能性がある。そのため、

自動車のポスト新長期規制等の窒素酸化物の排出規制強化に合わせ、ＶＯＣ削減

対策の一層の推進を図るなど、総合的な大気環境対策を推進すること。 

 

（４）発生源から排出される微小粒子状物質（凝縮性粒子含む。）を共通の手法で測

定することができるよう、汎用性の高い標準的な測定法を定めること。 
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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）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。 

 

（２）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。 

 

12 市街地土壌汚染対策の推進 

（１）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。 

（２）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。 

（３）土壌汚染地の適正評価に関する手法を検討すること。 

（４）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。 

（５）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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（３）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。 

 

（４）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。 

 

（５）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＞ 

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＞ 

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。 

13 廃棄物・リサイクル対策の拡充 

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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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年度から花粉発生源対策(協力金交付事業)を開始したが、事業実施

要件が現場の実態を充分に反映していないため、事業の進捗が危惧されており、せっ

かくの予算が有効に活用できない状況となっている。また、平成２１年度補正予算で、

花粉発生源対策を加速させる取組として立木の買取事業を開始しながら中止したこと

は、誠に遺憾である。 

ついては、以下の内容に積極的に取り組むこと。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）花粉の少ない森林づくり対策事業の充実 
「協力金交付事業」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。 

   また、事業の執行を中止した「立木買取事業」については、地形が急峻等の都

の実態を踏まえ、効果的な対策となるよう伐採・搬出経費などを見直したうえ、

実施すること。 

 

（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。 

 

14 花粉症対策の推進 

（１）花粉の少ない森林づくり対策事業を充実すること。 

（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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○ 花粉飛散数の推移 

図　都内の飛散花粉数の経年変化
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○ 花粉の少ない森林づくり対策事業 

（１）協力金交付事業(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 

（２）立木買取事業(国の平成21年度補正予算事業) 

花粉発生源対策重点区域を対象に、森林組合等がスギ林の買取を行い、伐採跡

地に花粉の少ないスギや広葉樹を植栽する事業 

① スギ林を1㎥当たり4,000円(70年生以下)又は8,000円(71年生以上)の定額

で買取 

② 森林組合等が行う伐採・搬出に対して6,500円／㎥を上限に支援

【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26.6％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％ 
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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、医療費を始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。 

根本的治療法である舌下減感作療法について、都は今年１０月に、患者の約７割が

重篤な副作用無しに治癒・改善するなど、安全性と有効性が確認できたとする臨床研

究結果を公表した。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国においても臨床研究を着実に実施するなど、舌下減感作療法の保険診療とし

ての実用化に向けた取組を推進すること。 

（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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１ 新興・再興感染症対策の推進  

（提案要求先 内閣官房・法務省・厚生労働省・国土交通省） 

   （都 所 管 局 福祉保健局・総務局・港湾局       ） 

 

＜現状・課題＞ 

新興感染症や、天然痘などによる生物剤テロ等の発生が危ぐされているが、こうし

た重大な新興・再興感染症が発生した場合の医療体制の整備や、感染拡大を防止する

ための仕組みの構築について、具体的な方策が示されていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）感染拡大を防止するため、集会、企業活動などの社会活動の制限や、免許・許

可等の有効期限の延長などについて、あらかじめ、法制度を整備するなど、実効

性のある方策を講じること。 

（２）病原体の国内侵入を未然に防止するため、実効性のある検疫を国が責任を持っ

て確実に実施すること。 

（３）施設に収容されている犯罪被疑者や不法入国者等について、感染症の罹患が疑

われた場合に、防疫措置が確実に行えるよう、収容施設の整備などの必要な対策

を講じること。 

（４）新興感染症等の発生に備え、安全性、有効性の高い治療薬やワクチンの開発を

推進するとともに、これらを含む医療資器材の確保や医療提供体制の確保に向け

て、法整備を含めた必要な対策を講じること。 

（５）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく患者の移送

については、衛生主管部局と消防機関との連携により、安全かつ効率・効果的な

運用が行えるようルール化を行うこと。 

１ 新興・再興感染症対策の充実 

新興・再興感染症を始めとする感染症対策の更なる充実強化を図る 

こと。 

－180－

－180－

－180－

<184>



                              

 

２ 新型インフルエンザに係る保健医療体制の整備  

（提案要求先 外務省・厚生労働省        ） 

   （都 所 管 局 福祉保健局・知事本局・病院経営本部） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２１年４月、豚インフルエンザから変異した新型インフルエンザ（Ａ/Ｈ１Ｎ１）

が発生して以降、我が国においても感染拡大が続き、平成２１年７月からは国の運用

指針の改定を受けて、原則としてすべての一般医療機関で対応することとした。 

今後の更なる流行拡大に対しては、重症患者が多数発生した場合の受入れ体制の整

備を始めとした保健医療体制の整備が重要であるが、具体的な対応方法や財政措置等

がなされていない事項があるなど、未だ課題が残されている。 

また、より感染力や病原性が強い新型インフルエンザが発生した場合には、多大な

健康被害がもたらされる懸念があるため、併せて保健医療体制の整備を進めていく必

要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）新型インフルエンザが疑われる患者の外来・入院診療を行う医療機関が院内感

染対策を講じるための施設整備基準を明示するとともに、施設整備に必要な財源

措置を講じること。 

（２）医療機関の診療体制を確保し、医療従事者が安心して診療に従事できるよう、

医療提供に係る法令適用の明確な基準、医療機関の運営に対する支援や各種リス

クへの対応、個人防護具等医療資器材の備蓄、医療スタッフの確保などについて

基本的方針を示すとともに必要な費用に対する財源措置を講じること。 

また、防疫活動に必要な個人防護具の確保についても、財政措置を含めた具体

的な方策を示すこと。 

（３）抗インフルエンザウイルス薬について、新薬の開発状況や薬剤耐性ウイルスへ

の対応の必要性を踏まえ、備蓄計画を常時見直すとともに、必要な財源措置を講

じること。 

   また、小児用も含め、抗インフルエンザウイルス薬の安定的供給に努めること。 

（４）新型インフルエンザの感染力や病原性の強さに応じた対応ができるよう行動計

画やガイドラインを見直すこと。 

（１）新型インフルエンザ（Ａ/Ｈ１Ｎ１）へ的確に対応するため、国家

危機管理の問題として保健医療体制の整備を迅速に進めること。 

（２）より感染力や病原性の強い新型インフルエンザの発生に備えた

保健医療体制の整備についても、あわせて進めること。 
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（５）より感染力や病原性が強い新型インフルエンザが発生した場合に備え、プレパ

ンデミックワクチンの接種対象者及びパンデミックワクチンの接種順位を含め、

具体的な接種計画を明確化し、国民に対して十分な説明を行うとともに、接種に

よる健康被害が生じた場合には、対応に万全を期すこと。 

また、ワクチンの接種が円滑かつ確実に行えるよう、実効性のある仕組みを構

築するとともに、国の責任において必要な財源措置を講じること。 

   さらに、パンデミックワクチンが不足することのないよう、短期間に必要な量

を確保できるワクチンの生産体制を早急に整備すること。 

（６）新型インフルエンザ対策に万全を期するため、「感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律」を米軍基地の施設及び区域に適用する旨を、日米

地位協定上、明記すること。 

また、協定が整備されるまでの措置として、「日本駐留米合衆国軍との伝染病

情報の交換に関する覚書」について、早急に新型インフルエンザに対応可能な内

容に修正すること。 
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（提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

就業環境の変化や家庭、地域の子育て力の低下などを背景に、保育サービスはすべて

の子育て家庭に必要な普遍的サービスとなっている。 

しかしながら、認可保育所制度は、「保育に欠ける」要件などの従来の仕組みを維持

したままであり、保育を必要とするすべての人が利用できる制度とはなっていない。 

公立と社会福祉法人を中心とした全国画一的な制度である現行の認可保育所制度を、

多様な事業者の参入とサービスの競い合いを促す利用者本位の新たな仕組みへと改め、

保育所制度を抜本的に改革する必要がある。 

また、東京においては全国の３割を占める待機児童が生じており、その解消は喫緊の

課題である。待機児童解消は都市の課題であり、都市型保育ニーズに対応する認証保育

所など大都市の地方単独施策に対して国がより積極的に支援することにより、保育サー

ビスを質・量ともに拡充する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）現行の認可保育所が、多様な事業者の参入を促し、サービスの競い合いによる利

用者本位の制度となるよう、次の改革を進めること。 

① 現行の認可保育所の入所要件である「保育に欠ける」要件を利用者の実態に即

して見直し、保育を必要とする人すべてが利用し、かつ、保育の必要度に応じて

利用できる仕組みとすること。 

② 現行の区市町村への利用申込方式を改め、利用者が希望する保育所と直接契約

できる制度に改めること。 

③ 保育料は、一定の基準の下に、保育所が自ら設定できるようにすること。 

④ 施設整備については、企業等の民間事業者にも財政支援できるしくみとすること。 

⑤ 大都市に見合った面積基準の一層の緩和や、保育士以外の資格を持つ人材の有

効活用が可能となるよう保育従事職員の資格基準の緩和など、運営上の様々な創

意工夫が可能となる制度に改善すること。 

（２）大都市東京の保育ニーズに即したサービスを提供し、かつ待機児童の解消にも資

する認証保育所を国の制度に位置付け、財政措置を講じること。 

２ 保育所制度の抜本的改革 

（１）現行の認可保育所が利用者本位の制度となるよう、抜本的な改革 

を進めること。 

（２）認証保育所を国の制度に位置付け、財政措置を講じること。 

－183－

－183－

－183－

<187>



 

参  考 

 

【認証保育所制度】 

○ 認証保育所制度の基準及び特徴 
① 零歳児保育の実施 
② 定員の５割以上は低年齢児（０～２歳）を対象 
③ １３時間以上の開所 
④ 利用者と保育所の直接契約 
⑤ 保育料の自由設定（国の徴収基準を上限） 
⑥ 面積及び職員の配置基準は国基準と同等を基本に弾力化 

 

○ 規模 

区分 認証保育所(H21.4.1現在) 認可保育所(H21.4.1現在) 

施設数 
448所 

(Ａ型364所・Ｂ型84所) 

1,705所 

（公立982所・私立723所） 

総定員 
14,161人（Ａ型12,448人・Ｂ

型1,713人） 

169,184人 

（公立97,144人・私立72,040人） 
（注）Ａ型：駅前に設置することを基本とし、大都市特有の多様なニーズに応える（設置主体：民間事業者等）。Ｂ型

：保育室制度からの移行を中心とし、小規模で家庭的な保育を行う（設置主体：個人）。 

 

○ 零歳児保育及び１３時間開所の実施状況 

区分 認証保育所 認可保育所 

零歳児保育 100％ 
76％ （公立68％・私立88％） 

※20年度実績

１３時間開所 100％ 
14％ （公立 9％・私立22％） 

（２時間以上延長）※20年度実績
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１ 医師確保対策の充実  

 （提案要求先 厚生労働省       ）      

（都 所 管 局 福祉保健局・病院経営本部） 

 

＜現状・課題＞ 

 全国的に医師不足が深刻化している中、都内においても産科、小児科、救急医療、

へき地医療等において、依然として、医師の不足及び医師の診療科偏在が大きな問題

となっており、宿日直勤務などにおける医師の勤務実態について、労働基準監督署か

ら是正勧告を受けた事例も生じている。 

 国は、平成２１年度の医学部入学定員を過去最大に増員し、平成２２年度について

も緊急臨時的に最大３７０名程度の定員増を認めたが、医師の養成には時間を要する

ため、あわせて、今ある危機に対し即効性のある対策も重層的に講じる必要がある。

また、国は、平成２１年度予算において、救急医療を担う医師の手当の新設など補助

事業の拡充等の対策を講じ、臨床研修制度の見直しも行ってはいるが、医師の診療科

偏在の解消に向けた施策として十分とはいえない。 

 平成２１年度補正予算では、地域の医師確保など、地域医療の課題解決のため、都

道府県が策定する「地域医療再生計画」に基づく事業に対して財政支援を行うことと

しているが、都道府県における対策には限界があるため、診療報酬制度、医師の養成、

医師法等を所管する国の責任において、抜本的な対策を講じる必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）産科、小児科、救急医療など不足が顕著な診療科の医師の確保について、実効

性のある措置を緊急に講じること。 

（２）看護師等の他職種を含めた医療人材の活躍の場の拡大、業務分担の見直しを行

う等、医師以外の医療従事者の地位向上と就業意欲を高めるような制度の改善を

図ること。 

（３）女性医師が生涯にわたって、安心して医療に携わることができるよう、再就業

等総合的な支援策の一層の充実を図ること。 

（４）へき地等勤務医師の安定的な確保や在宅医療を推進するため、新たな医師キャ

リアシステムの構築や総合的な診療に対応できる医師養成を図るとともに、へき

地等派遣医師に対する特別な手当を創設すること。 

３ 保健医療施策の推進 

現下の医師不足の状況に対して、不足が顕著な産科、小児科、救急医療

等の医師の早急な確保や医師の勤務環境改善に向け、診療報酬の改善を

含め、より実効性のある総合的な対策を国の責任において講じること。
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２ 看護職員確保対策の充実  

(提案要求先 厚生労働省       ）      

（都 所 管 局 福祉保健局・病院経営本部） 

 

＜現状・課題＞ 

 都では、都内看護職員の安定的な確保に向け、従来より「東京都看護職員需給見通し」

を策定している。平成１９年１１月に策定した需給見通しでは、何らかの対策等を講じな

ければ平成２３年には約３，５００人の不足と推計されている。 

 こうした状況を解消するため、需要と供給が均衡するよう、総合的な看護職員確保対策

を国においても推進する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）看護職員の養成・確保を図るため、看護師等養成所運営費補助の拡充を図るこ

と。 

（２）看護職員の離職防止及び再就業を図るため、医療提供体制推進事業費補助金の

病院内保育運営事業について、補助要件を緩和するとともに、補助基準額の更な

る充実を図ること。 

（３）潜在看護職員の活用を図るためには、実態の把握が不可欠である。このため、

医師等と同様に免許保持者の届出義務化等、実態把握に向けた対策を早急に講じ

ること。 

（４）看護職員需給見通しの達成に向け都道府県が独自に行う、身近な地域で行う研

修や就業支援などの再就業対策や、病院における短時間正職員制度の導入支援、

臨床研修を充実させ新人看護師の早期離職を防止する定着対策など、看護師確保

対策事業についても支援を図ること。 

 

 

 

看護職員の確保・定着に向けて十分な財源を確保するとともに、都道府

県が独自に行う取組についても支援策の拡充を図ること。また、潜在看

護職員の実態把握に向けた対策を早急に講じること。 
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３ 地域医療の推進  

 （提案要求先 厚生労働省       ）      

（都 所 管 局 福祉保健局・病院経営本部） 

 

＜現状・課題＞ 

都は、平成２０年３月に「東京都保健医療計画(平成２０年３月改定)」を策定した。

同計画は、患者中心の医療体制の構築を目的の一つとして掲げ、疾病･事業ごとの医療

連携体制、在宅医療及びリハビリテーション医療の充実、保健医療を担う人材の確保

と資質の向上等について施策の方向性を示したものである。 

医療連携の推進並びに在宅医療及びリハビリテーション医療の充実を図るうえで、

実施主体である各医療機関･介護事業者等に対する診療報酬上の評価や、担い手となる

保健医療の人材育成、必要な機能を担う医療機関等の確保が重要な課題である。 

特に、急速な高齢化の進展に対応していくためには、急性期を脱した後の地域にお

ける医療提供体制の質的量的確保が不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）医療連携の推進に当たっては、地域連携クリティカルパスに関する診療報酬の

充実を図るとともに、医療計画の見直しを踏まえて、対象疾患にがん、心疾患及

び糖尿病を加えること。 

（２）脳卒中医療連携の推進に資するよう、診療報酬の改善を図ること。 

（３）地域医療支援病院など、地域の医療機関との紹介、逆紹介を始めとする地域に

おける医療連携の推進に積極的に取り組んできた病院については、その一層の推

進を促すような特段の診療報酬上の措置を講じること。 

（１）地域における医療連携の推進に資するよう、診療報酬の改善を

図ること。 

（２）在宅医療の充実を図るため、診療報酬の改善を図るとともに、

医師、看護師など関係職種において在宅医療の担い手となる人材を

養成する施策を推進すること。 

（３）急速な高齢化の進展を踏まえ、急性期を脱した後も医学的管理が

求められる患者への対応など、高齢者にとって安心な医療提供体制

の実現のために必要な医療療養病床を確保すること。 

（４）状態に応じたリハビリテーション提供体制の整備を行うため、回

復期リハビリテーション病棟の確保に対する支援策を講じること。
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（４）在宅療養患者の２４時間の安心を確保するため、診療報酬評価において、在宅

療養支援診療所と訪問看護ステーションの連携体制の評価を一層充実すること。 

また、複数の医師間による連携や訪問看護ステーション間の連携を更に促進す

るため、診療報酬上の評価の充実を図ること。 

（５）在宅医療に関する専門的知識及び技術を有する医師、看護師、歯科医師、歯科

衛生士等を養成する施策を推進すること。 

（６）急性期を脱した後も医学的管理を必要とする高齢者が、地域で安心して医療を

受けることができるよう、医療療養病床を将来に向け安定的に確保すること。 

高齢者にみられる複合的かつ多様な合併症状に対する医療的ケアの重要性を踏

まえ、医療療養病床の入院基本料の評価水準を全体的に改善すること。 

   また、急性期を脱した後の医療提供体制を確保するため、医療療養病床におけ

る急性期医療機関からの速やかな患者受入れや在宅療養患者等の症状急変時の後

方支援などの多様なニーズに対応した入院受入れに対し、診療報酬の評価を図る

こと。 

（７）切れ目のない医療連携体制の構築を推進するため、回復期リハビリテーション

を必要とする患者が円滑に受け入れられるように、診療報酬の改善や回復期リハ

ビリテーション病棟の新設等に対する十分な支援を行うこと。 
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 ４ がん対策の充実  

（１）がん検診の充実  

（提案要求先 厚生労働省） 

 （都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成１９年６月に策定された国の「がん対策推進基本計画」では、がん検診の受診

率を５年以内に５０%以上とするとともに、がん検診の実施方法についても、科学的に

有効性があると認識された手法で検診が行われることを目標としている。 

 がん検診の受診率を高めるためには、国を挙げた取組が重要であり、区市町村が実

施するがん検診受診率を向上させることに加えて、職域でのがん検診の取組を促進す

るため、国による働きかけが必要である。 

 また、がん検診の精度管理・事業評価をするためには、職域等も含めたがん検診の

実施状況を詳細に把握する必要がある。 

「女性特有のがん検診推進事業」については、対象者を５歳毎の節目年齢としてお

り、公平性を確保するためには、今後も継続した実施が必要である。 

 また、国指針に基づく子宮がん及び乳がん検診の受診間隔（２年に１回）と合致しな

いことや区市町村における対象年齢の考え方とずれていることから混乱が生じている。 

 乳がん検診については、事業実施により受診者が増加するが、現在、マンモグラフ

ィ機器が検診機関に十分整備されていないことから、マンモグラフィ検診実施機関を

確保することが困難であり、早急な機器整備と読影医師等の人材育成が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）がん検診の受診率を向上させるため、区市町村が実施する普及啓発に必要な財

政措置を講じるなど、国としてもがん検診受診率の向上策に積極的に取り組むこ

と。 

（２）職域におけるがん検診の実施を促進するため、企業や健康保険組合等に働きか

けること。また、有効ながん検診が実施されるよう、ガイドラインを示すなど支

援すること。 

（１）がん検診の受診促進策に国として取り組むとともに、区市町村が

実施する普及啓発等について財政措置を講じること。 

（２）職域において有効ながん検診の促進を図ること。 

（３）がん検診の精度管理・事業評価ができるよう、受診状況を調査す

ること。 

（４）「女性特有のがん検診推進事業」については、今年度と同様の補

助が継続されるよう、必要な財政措置を講じること。 
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（３）がん検診の精度管理・事業評価ができるよう、がん検診の受診率や実施方法等

を正確に把握するための調査を職域も含めて実施すること。 

（４）「女性特有のがん検診推進事業」について次の措置を講じること。 

  ① 今年度と同様の検診費用及び事務費の補助を継続すること。 

  ② 区市町村の事務負担を軽減し、事業が効果的に実施されるよう、弾力的な実

施方法を認めること。 

③ 受診率５０％を可能とするため、マンモグラフィ検診機器整備及び読影医師

等の人材育成など、乳がん検診の実施体制の整備について国が責任を持って財

政措置を講じること。 

    また、マンモグラフィ健診が実施できない島しょ地域については、特段の配

慮を行うこと。 

 

 

（２）がん医療の充実  

（提案要求先 厚生労働省       ） 

 （都 所 管 局 福祉保健局・病院経営本部） 

 

＜現状・課題＞ 

都は、平成２０年３月に「東京都がん対策推進計画」を策定した。同計画はがんの

予防から治療及び療養生活の質の向上に至るまでの総合的な計画であり、基本方針と

して、「がんの予防と早期発見の推進」「高度ながん医療の総合的な展開」「患者の

不安の軽減」「がん登録と研究の推進」を掲げるものである。 

 都全体のがん医療水準の向上を図っていくためには、がん診療連携拠点病院及び同

等の機能を有する病院として東京都が独自に認定している「東京都認定がん診療病院」

（１）がん診療連携拠点病院の指定を、人口、がん患者数、患者の受療

動向等の地域の実情を踏まえ、柔軟に行うこと。 

（２）がん診療連携拠点病院の研修受講の指定要件について、弾力的な

運用を行うこと。 

（３）がん診療連携拠点病院の補助事業の拡充を図ること。 

（４）東京都認定がん診療病院の診療報酬上の評価を行うこと。 

（５）専門医や医療従事者の養成・確保策の拡充を図ること。 

（６）５大がんの地域連携クリティカルパスについて診療報酬上の評価

を行うこと。 

（７）がん患者及びその家族に対する相談体制の充実を図ること。 

（８）がん登録を円滑に実施するための制度の確立と十分な財源を確保

すること。 
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を中心として、高度ながん医療を提供するとともに、地域の医療機関の連携体制の構

築が必要である。また、集学的治療や早期からの緩和ケアを推進していくためには、

化学療法・放射線療法や緩和ケアに関する人材育成が重要である。 

また、がん診療連携拠点病院の指定は原則二次医療圏に１か所とされているが、人

口、がん患者数、患者の受療動向等、地域の実情に合わせた整備が求められる。 

なお、国立がんセンターが実施する相談支援センター相談員や院内がん登録実務者

の研修について、十分な募集枠が確保されていないため、がん診療連携拠点病院の研

修受講の指定要件を充たせないという事態がおきており、適切な運用が求められる。 

 がん対策の効果的な実施には、がん登録に基づく実態把握が不可欠である。がん登

録の取組が円滑かつ統一的に実施されるためには、制度の確立と十分な財源が確保さ

れる必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１） がん診療の質の向上、がん診療の連携協力体制の強化がより一層図られるよう、

がん診療連携拠点病院の指定を、人口、がん患者数、患者の受療動向等の地域の

実情を踏まえ、柔軟に行うこと。 

（２）がん診療連携拠点病院の研修受講の指定要件について、研修の実施状況等を踏

まえ、弾力的な運用を行うこと。また、国立がんセンターが実施する相談員研修

等については、希望する医療機関が受講できるよう開催数を増やすなど、受講の

機会を十分確保すること。 

（３）がん診療連携拠点病院が、地域の医療従事者の研修、院内がん登録、相談支援

センターの設置、情報提供や普及啓発の取組を円滑に実施できるよう、また、地

域の連携体制の構築を進められるよう、がん診療連携拠点病院機能強化事業補助

金の一層の拡充を図ること。 

（４) がん診療連携拠点病院と同等の機能を有する病院を都道府県が独自に認定した

場合において、当該病院についてもがん診療連携拠点病院と同様に診療報酬上の

評価を行うこと。あわせて、がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金の対象事

業とすること。 

（５) 化学療法や放射線療法に係るがん治療の専門医、緩和ケアに関わる医療従事者

の養成・確保策の一層の拡充を図ること。特に、研修等の取組を推進するための

指導者の確保対策の充実を図ること。 

（６) ５大がん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん、乳がん）についての地域連携

クリティカルパスの整備・活用が促進されるよう、診療報酬上の評価を行うこと。 

（７) 休日や夜間の相談など、がん患者やその家族の多様なニーズに対応できる相談

体制の整備を行うこと。 

（８) 院内がん登録の予後調査や都道府県域を越えた情報収集が行えるよう、個人情

報保護法上の取扱いを含めた制度面での整備を行うとともに、人員確保や情報収

集のための経費について実態を踏まえた実施財源を確保すること。 
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５ 救急医療体制の整備  

  （提案要求先 厚生労働省       ） 

（都 所 管 局 福祉保健局・病院経営本部） 

 

＜現状・課題＞ 

 都の救急医療体制は、「突発不測の傷病者が、いつでも、どこでも、だれでも、症

状に応じた適切な医療が受けられる」という理念の下に、初期、二次、三次の救急医

療機関の体系的な整備を進めている。 

 しかし、少子・高齢化の進展や都民意識の変化等から、救急医療需要は年々増加し、

その内容が高度化・多様化する一方、医療人材の確保難や救急医療の不採算性等を背

景に救急医療機関数は減少しており、受入医療機関の選定に時間を要する事例も生じ

ている。 

 迅速・適切な救急医療を確保する上では、診療報酬の改善、医師確保対策の推進と

いった国の取組が不可欠であるほか、都道府県が救急医療体制を整備する上で十分な

補助が行われる必要がある。 

＜具体的要求内容＞ 

（１）二次救急医療機関が減少するなど、救急医療の厳しい現状を踏まえ、救急医療

を担う人材の確保や救急医療に係る診療報酬の改善など、抜本的な対策を講じる

こと。 

（２）真に急を要する救急患者に的確に対応できるよう、救急医療の適切な受診につ

いて国民の理解促進に積極的に取り組むこと。 

（３）救急医療の整備については、医療提供体制施設整備交付金及び医療提供体制推

進事業費補助金において、十分な財源を確保するとともに、地域の実情に応じた

補助制度とすること。 

（４）地方自治体がそれぞれの医療体制の現状や資源を生かしながら、ヘリコプター

を用いた救急医療体制の確保が進められるよう、ドクターヘリ導入促進事業補助

金の補助対象、補助内容の拡大を図ること。 

（１）救急医療の厳しい現状を踏まえ、迅速・適切な救急医療の確保に

向け、抜本的な対策を講じること。 

（２）医療提供体制施設整備交付金及び医療提供体制推進事業費補助金

において、十分な財源を確保するとともに、地域の実情に応じた補

助制度とすること。 

（３）救急外来における「トリアージシステム」の普及を進めるととも

に、専任看護師を配置する場合、診療報酬に反映させること。 
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（５）「管制塔機能を担う救急医療機関等運営事業」に対する補助については、地域

の病院間の連携や患者搬送の調整を行い、東京都が各地域において整備を進める

地域救急医療センターを対象とするなど、地域の実情に応じた制度とすること。 

（６）救急外来において、軽症者を含めた多数の患者の中から緊急度の高い重症患者

を判別し、迅速な医療提供につなげる「トリアージシステム」の普及を進めると

ともに、専任看護師を配置する場合、診療報酬に反映させること。 
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６ 周産期医療体制の充実  

(提案要求先 厚生労働省       ）      

（都 所 管 局 福祉保健局・病院経営本部） 

 

＜現状・課題＞ 

 周産期母子医療センターは、都道府県の周産期医療ネットワークの中心的な役割を

担っている。緊急性や高度・専門的な医療内容を必要とするが、医業収入のみでの運

営は困難な不採算部門である。一方、低出生体重児やハイリスク妊婦の増加による高

度周産期医療の需要の増大や、地域の産科医や分娩取扱医療機関の減少等に伴う分娩

の集中等により、周産期母子医療センターの負担は増大している。 

なお、平成２１年度から、国は、地域周産期母子医療センターについても補助対象

としたが、補助額の算定にあたっては、Ｍ-ＦＩＣＵ数が基準となっており、ＮＩＣＵ

数は算定基準になっていない。 

本年９月に示された周産期医療体制整備指針（案）において、「都道府県は、出生

１万人対２５床から３０床を目標として、地域の実情に応じたＮＩＣＵの整備を進め

る」ものとされており、ＮＩＣＵの増床が必要である。 

また、ＮＩＣＵを効率的に活用するためには、退院後の在宅生活を支える環境整備

を図るなど、円滑な退院に向けた支援を行う必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）周産期医療に係る診療報酬に関し、新生児特定集中治療室管理料の基準や算定

評価の改善、ドクターカー等において同乗する医師が搬送中に行う診療行為に対

する評価等、周産期医療に係る診療報酬を実態に合わせて大幅に改善すること。 

（２）周産期母子医療センター運営費補助金の算定基準にＮＩＣＵ数を加えるととも

に、補助額を増額するなど、補助制度の充実を図ること。 

（３）周産期医療施設の整備促進のため、施設整備費補助を充実させること。 

（４）ＮＩＣＵからの円滑な退院を図るため、在宅生活を支える取組への支援を充実

させること。 

（１）周産期医療に係る診療報酬の改善に引き続き努めること。 

（２）周産期母子医療センター運営費補助金の算定基準にＮＩＣＵ数を

加え、補助額を増額するなど、補助制度の充実を図ること。 
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参  考 

 

○ 周産期医療体制の充実 

（１）周産期医療に係る診療報酬制度 

  現行の診療報酬 

  ・新生児特定集中治療室管理料  ８，５００点 

    ２１日（出生児体重１，０００ｇ未満は９０日、１，０００ｇ以上 

１，５００ｇ未満は６０日）を限度として算定 

  ・総合周産期特定集中治療室管理料 

   ア 母体・胎児集中治療室管理料 ７，０００点 

     妊産婦である患者に対して１４日を限度として算定 

   イ 新生児集中治療室管理料   ８，６００点 

     ２１日（出生児体重１，０００ｇ未満は９０日、１，０００ｇ以上 

１，５００ｇ未満は６０日）を限度として算定 

 

【東京都周産期母子医療センターにおけるＮＩＣＵ入院児入院日数】 

平成１４年 平成１５年 平成１６年 
1,000ｇ未満 

出生体重 入院期間 出生体重 入院期間 出生体重 入院期間

平   均 748ｇ 105日 752ｇ 109日 745ｇ 108日

 

平成１４年 平成１５年 平成１６年 1,000ｇ以上 

1,500ｇ未満 出生体重 入院期間 出生体重 入院期間 出生体重 入院期間

平   均 1,274ｇ 73日 1,257ｇ 73日 1,276ｇ 70日

 

（２）周産期母子医療センター運営費補助（病床にかかる額） 

【都の予算（平成２１年度）】 

区  分 予算額 

総合周産期母子医療センター 191,595千円（ 8施設） 

地域周産期母子医療センター   72,387千円（10施設） 

 

（３）周産期母子医療センターに対する施設設備整備費補助 

【都の予算（平成２１年度）】 

区  分 予算額 

周産期医療施設 150,407千円（1施設） 施設整備費 

小児医療施設 ― 

周産期医療施設 38,962千円（3施設） 設備整備費 

小児医療施設 86,398千円（7施設） 
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７ 小児救急医療体制の整備  

（提案要求先 厚生労働省       ） 

（都 所 管 局 福祉保健局・病院経営本部） 

 

＜現状・課題＞ 

 病院勤務医師を中心に小児科医師の確保難、待遇改善の必要性が指摘される中、小

児救急医療の提供に係る不採算性を改善する必要がある。平成２０年度診療報酬改定

においても、小児救急医療に係る改定は小幅にとどまっており、引き続き改善が図ら

れる必要がある。 

 また、夜間・休日に二次救急医療機関において取り扱う患者のうち、入院に至らな

い比較的軽症な患者が約９５％を占めていることから、緊急度の高い重症患者に対す

る迅速かつ適切な医療提供のためのシステムの普及が図られる必要がある。 

 さらに、統合補助金制度として医療提供体制推進事業費補助金が導入されたが、地

域の実情に合った小児救急医療体制の整備を進めるためには、現行制度をより柔軟に

活用できるよう、補助対象の拡充等が図られる必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）小児医療、小児救急医療の不採算性を解消するため、診療報酬の改善に引き続

き努めること。 

（２）小児救急外来において、軽症者を含めた多数の患者の中から緊急度の高い重症

患者を判別し、迅速な医療提供に繋げる「トリアージシステム」の普及を進める

とともに、専任看護師を配置する場合、診療報酬に反映させること。 

（３）小児救急医療対策に係る医療提供体制推進事業費補助金を地域の実情に見合っ

た実効性のあるものとするため、補助対象を拡充・改善すること。 

① 小児初期救急医療については、小児救急医療に関する専門的知識を有する医師

が診療に当たる初期救急医療体制を整備する場合、補助対象とすること。 

② 小児の二次救急医療対策については、小児人口等を勘案し二次保健医療圏で複

数の二次救急医療機関を確保する場合においても、補助対象とすること。 

③ 小児の三次救急医療対策については、医療機関内で救命救急部門と小児科部

門、更には小児外科部門が連携し小児の重症患者に常時対応する体制を確保す

る場合についても、補助対象とすること。 

（１）小児救急医療に係る診療報酬の改善に引き続き努めること。 

（２）小児救急外来における「トリアージシステム」の普及を進めると

ともに、専任看護師を配置する場合、診療報酬に反映させること。

（３）小児救急医療対策に係る医療提供体制推進事業費補助金の補助対

象を拡充・改善すること。 
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（提案要求先 総務省・財務省・厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局・財務局    ） 

 

＜現状・課題＞ 

国は、平成２２年度から、次代の社会を担う子ども１人ひとりの育ちを社会全体

で応援する目的で、中学校卒業までの児童・生徒に子ども手当を支給するとしてい

る。 

しかし、制度の詳細は未だ示されていないが、その財源については、予算編成過

程で地方負担を検討するとされており、検討の結果次第では、地方の行財政運営に

深刻な影響を与える懸念がある。 

国は、制度設計に当たって、早期にそのあり方を示すとともに、国策として実施

することを踏まえ、地方に負担を転嫁することなく、国の責任において財源を確保

すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）財源については、国策として実施することから、地方に負担を転嫁すること

なく、国の責任においてその費用を全額負担すること。また、地方が行う事務

に要する経費についても、準備期間を含めて、財源措置を講ずること。 

（２）住民への手当の支給については、事務を行う地方での円滑な対応が不可欠で

あるため、具体的な制度設計等に当たっては、国から地方に対して十分な協議

を行い、地方の意見を踏まえたものにすること。 

（３）地方に対して、児童手当など既存事業の取扱い等を明確に示すとともに、早

期の情報提供を行い、円滑な事業実施が図れるよう配慮すること。 

 

４ 子ども手当創設に伴う確実な財源の確保等 

（１）子ども手当の創設は、国策として実施することから、その費用

については、地方に負担を転嫁することなく、国の責任において

全額を負担すること。 

（２）具体的な制度設計等に当たっては、地方の意見を十分に踏まえ

たものにするため、国から地方に対して協議を行うこと。 

（３）地方に対して、児童手当など既存事業の取扱い等を明確に示す

とともに、早期の情報提供を行うこと。 

新  規 
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（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 肝がんへ進行するリスクの高いウイルス肝炎は、早期発見、早期治療が極めて重

要であり、検査体制、医療連携体制の強化や検査方法、治療方法の向上など、地域

特性を踏まえた上で、ウイルス肝炎対策を充実する必要がある。 

 検診受診を促進する国の「緊急肝炎ウイルス検査事業」は平成２１年度で終了す

るが、２２年度以降についても、引き続き肝炎ウイルス検診の受診を促進していく

必要がある。 

 また、平成２０年４月より国の医療費助成制度が創設されたが、低所得者に対す

る配慮が不十分となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）肝炎ウイルス検診の受診を促進するため、普及啓発を強化するとともに、区

市町村及び保健所における検診実施について十分な財政措置をすること。 

（２）Ｂ型肝炎について潜在する陽性者をより確実に把握するため、精度の高い検

査方法を導入すること。 

（３）肝疾患診療体制の整備については、専門医療機関の配置状況など、地域の実

情に応じた診療体制の構築ができるようにすること。 

（４）医療費助成制度については、低所得者の負担の軽減措置を図るとともに、地

方に超過負担が生じることのないよう確実な財源措置を講じること。 

（５）感染者等に対する的確な情報提供や患者への相談支援に係る体制を整備する

こと。 

（６）ウイルス肝炎の効果的な治療法の研究・開発を推進すること。 

５ ウイルス肝炎対策の強化 

（１）肝炎ウイルス検診の受診を促進するため、検診の必要性を普及

啓発するとともに、検診実施に係る十分な財政措置をすること。 

（２）肝疾患診療体制の整備は、地域の実情に応じた診療体制の構築

ができるようにすること。 

（３）医療費助成は低所得者の経済的負担に配慮し、確実な財源措置

を講じること。 
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参  考 

 

 

医療費助成制度の助成内容 

   

  Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎のインターフェロン治療に係る保険診療の患者一部負担額から、下

記の自己負担分を除いた額を助成 

   

自己負担額（①＋②） 

世帯の区市町村民税非課税 な し（※） 

世帯の区市町村民税課税年額 65,000 円未満 月額１万円まで

世帯の区市町村民税課税年額 65,000 円以上 235,000 円未満 月額３万円まで
① 

世帯の区市町村民税課税年額 235,000 円以上 月額５万円まで

② 入院時食事療養・生活療養標準負担額 

   

     ※ 低所得層の経済的負担に配慮し、非課税世帯については、東京都独自に 

       「自己負担なし」としている。 
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 （提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 児童養護施設は、保護者のいない児童、その他環境上養護を要する児童が生活する

施設であるが、近年、児童虐待の急増等により、情緒面や行動面で問題を抱えた児童

の入所が増加している。これまでは、こうした状況に対して、加算職員の配置により

対応してきたところであるが、今後は、実態を十分に調査した上で専門的・治療的ケ

アが十分に行えるよう、３０年にわたり見直されていない職種別職員定数を抜本的に

改善し、児童に対する支援体制の充実を図る必要がある。 

 また、社会的養護の下で育つ子どもたちは、家庭的な雰囲気の中で育まれ自立でき

ることが望ましく、家庭的養護を一層充実していく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）児童養護施設や児童自立支援施設において、専門的・治療的ケアを十分に行う

ために必要な職員を配置できるよう、配置職種別職員定数を抜本的に改善するこ

と。 

（２）地域小規模児童養護施設（グループホーム）において、家庭的養護を必要とす

る児童にきめ細かな支援ができる体制を確保するため、職員配置基準を充実する

こと。 

（３）学習指導費支給の対象を社会的養護の必要な高校生まで拡充すること。 

（４）乳幼児が大人との愛着関係を十分形成するために必要な小規模ケア化が促進さ

れるよう、乳児院の職員配置基準を充実すること。また、家庭復帰や里親委託の

促進、関係機関との連携に重要な役割を果たす家庭支援専門相談員の充実を図る

こと。 

 

 

６ 社会的養護施策の充実 

（１）児童養護施設や児童自立支援施設における職員配置を抜本的に改

善すること。                         

（２）社会的養護の下で育つ子どもへの支援を充実すること。     
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処遇関係職員配置基準の状況 

 

【児童養護施設及び児童自立支援施設】 

 

 

【乳児院】 

 

国基準 都基準 国基準 都基準

一 一般児童 ６：１ ５：１

般 ３歳未満児 ２：１

基 ３歳児

準 年少児 ４：１

－ 全施設１名 － －

 中・高生が

 １０人以上 － －

 在籍

－ － － 各施設１人

区　　分
児童養護施設 児童自立支援施設

５：１２：１

４：１

１４：５
（２.８：１）

児童指導員加算

非常勤指導員加算 －

福祉係長

国基準 都基準

２歳児未満 １．７：１ １．７：１

２歳児 ２：１

３歳以上児 ４：１

（うち看護師）

国基準の配置数 必要な配置数

常勤１名 常勤２名

定員５０人以上施設 常勤１名＋非常勤１名 常勤１名＋非常勤２名

定員５０人未満施設 常勤１名 常勤１名＋非常勤１名

乳児院

小規模グループケア担当職員

家庭支援
専門相談員

区　　　　分

区　　　　分
乳児院

保
育
士

児
童
指
導
員

看
護
師

２：１

定員１０人の場合は２人以上、
１０人を超える場合は１０人増すごとに１人以上。

－199－－201－

－201－

－201－

<205>



 

１ 認知症対策の総合的な推進  

  （提案要求先 厚生労働省）      

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

今後、高齢者数の増加等に伴い認知症の人も増えることが見込まれ、また、認知症

高齢者の多くは居宅で生活している。認知症の人やその家族が地域で安心して生活で

きるよう、切れ目のない医療支援体制と医療と介護の連携を構築することは急務であ

る。 

認知症の周辺症状（徘徊、妄想等の行動障害や精神症状）は、身体症状（脱水症状、

便秘、発熱等）と密接な関係があり、こうした身体症状を適切に管理することで周辺

症状の悪化を防ぐことができることが明らかになっている。 

そのため、認知症のケアにおいては、地域の身近な医療機関（かかりつけ医等）が

常時適切に身体症状を管理することが必要であるが、現行はかかりつけ医等に十分認

知されているとは言えない。さらに、認知症の人が通常の身体疾患を発症した際に受

入れ可能な医療機関の存在が重要であるが、一般病床での認知症患者の受入れは負担

が大きく、受入れが進んでいないのが現状である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地域における認知症医療支援体制を充実するため、現行のかかりつけ医等に対

する研修カリキュラムに、認知症への影響も踏まえた身体疾患の管理を加える等、

研修内容を見直すこと。 

また、かかりつけ医等を中心に地域の専門医療機関、相談機関等との連携を促

進するための取組について財政措置を拡充すること。 

（２）精神科等と連携し、認知症の身体合併症の患者を一般病床で治療した場合につ

いて、診療報酬で評価すること。また、一般病床での受入れを促進するため、一

般急性期病院の勤務医や看護師に対する研修を実施すること。 

 

７ 高齢社会対策の推進 

（１）地域における認知症医療支援体制を充実するため、研修の充実及

び連携の促進を図ること。 

（２）一般病床での身体合併症患者の受入促進のための仕組みを講じる

こと。 
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２ 療養病床再編成の円滑な実施  

  （提案要求先 厚生労働省）      

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

療養病床の再編成に当たっては、いわゆる「社会的入院」の解消、医療保険及び介

護保険の健全かつ安定的な運営の確保のみならず、急性期医療を終えた後も医学的管

理が必要な患者、医療の必要な要介護高齢者が安心して療養生活を継続できる場の確

保が必要である。 

とりわけ東京においては、高齢者人口あたりの療養病床数が全国平均を大きく下回って

いることから、医療療養病床及び介護療養型老人保健施設等の整備が急務となっている。 

しかし、医療療養病床については、診療報酬改定において二度にわたる評価の引下

げが行われたことから、地域における必要な療養病床数の確保が困難になっている。 

また、介護療養型老人保健施設についても、医療機関が有する療養病床数以内での

転換しか認められていないことから安定的な運営が困難なことや、新設や既存の老人保

健施設からの移行を認められていないことなどにより、整備が進んでいない現状にある。 

さらに、特別養護老人ホームを始めとする介護保険施設等においては、入居（所）

者の重度化の進行等により、医療的ケアのニーズが高まっていることから、看護職員

と介護職員が連携して、安心・安全なケアを提供することが求められている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）医療療養病床の充実 

高齢者医療の実態を十分に把握し、検証した上で、高齢者が状態に応じて適切

な医療を受けられるよう診療報酬の評価の充実を図ること。 

① 高齢者に見られる複合的かつ多様な合併症状に対する医療的ケアの重要性を

踏まえ、入院基本料の評価水準を全体的に改善すること。 

② 急性期を脱した後の医療提供体制を確保するため、医療療養病床における急性

期医療機関からの速やかな患者受入れや在宅療養患者等の症状急変時の後方支

援など多様なニーズに対応した入院受入れに対し、診療報酬の評価を図ること。 

（２）介護療養型老人保健施設の充実 

① 療養病床を有する医療機関が行う介護療養型老人保健施設への転換について、

増床を認めるとともに、新設や既存の老人保健施設からの移行も可能な制度と

すること。 

② 医療保険適用の療養病床から介護療養型老人保健施設へ転換後も引き続き医

療・介護の一体的サービスが継続して提供できるよう介護報酬の充実を図ること。 

（３）特別養護老人ホーム、老人保健施設及び有料老人ホームについて、医療提供体

制の在り方を早急に検討し、明らかにすること。

療養病床再編成が円滑に実施されるよう十分な支援策を講じること。 
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 ３ 少子高齢時代にふさわしい新たな「すまい」の実現 

  （提案要求先 厚生労働省・国土交通省） 

（都 所 管 局 福祉保健局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

本格的な高齢社会が到来する中、これまでの「施設」「在宅」に加え、いわゆる「ケ

ア付き住宅」を高齢期の新たな選択肢として積極的に位置づけていく必要がある。 

 しかしながら、現行の高齢者向け優良賃貸住宅（高優賃）や適合高齢者専用賃貸住

宅（適合高専賃）等の制度では、各住戸の面積要件が原則２５㎡とされているため、

地価の高い東京の実態を十分反映したものとはなっておらず、家賃等が高額になる傾

向にある。 

 今後、中堅所得層などが適正な負担で入居できる「ケア付き住宅」の供給を促進す

るためには、限られた土地資源、既存ストックの利活用の観点から、面積要件を緩和

し、事業コストや入居者の負担軽減のための環境整備を図る必要がある。 

また、現行制度では、低所得の身寄りのない、一人暮らしが困難な高齢者を対象と

する施設として養護老人ホームや軽費老人ホーム（ケアハウス）があるが、 

・ 養護老人ホームは、最低定員２０名であり、必要性の低い設備・基準等も多く

高コストになり、効率的な施設運営を行うには一定以上の大規模施設にならざる

を得ないこと、 

・ ケアハウスは、最低定員の設定はないものの、居室面積基準が 21.6 ㎡であり、

必要性の低い設備（集会室など）が必置とされていることなどから家賃負担が高

額になる傾向にあること、 

などの課題がある。 

全国に比べて一人暮らし高齢者が多く、地価の高い東京においては、低所得であっ

ても利用することができるような、新たな施設基準を設定する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞  

（１）高優賃の各住戸の面積要件について、既存建物を改修する場合などについて緩

和すること。 

   ・２５㎡以上 → ２０㎡以上 

   ・１８㎡以上 → １３㎡以上 

    （居間・食堂・台所その他を共同利用する場合） 

また、適合高専賃については、特別養護老人ホーム等の面積基準を踏まえて緩

和すること。 

（２）生活保護受給者も含めて、低所得であっても利用することができる新たな施設基

準を設定すること。 

（１）地価の高い大都市の事情を踏まえ、高齢者住宅や福祉施設等の

基準を見直すこと。 
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１ 東京の地価  

都道府県名 
平均価格 

（㎡当たり） 

指 数 

（東京都：100） 

東京都 354,100円 １００．０ 

埼玉県 120,400円     ３４．０ 

千葉県 83,100円     ２３．５ 

神奈川県 190,100円     ５３．７ 

大阪府 163,600円     ４６．２ 

     ＊平成19年都道府県別地価調査（国土交通省） 

 

 

２ 高齢者向け優良賃貸住宅・適合高齢者専用賃貸住宅の概要 

 

区分 
高齢者向け優良賃貸住宅 

（高優賃） 

適合高齢者専用賃貸住宅 

（適合高専賃） 

 

概要 

  

高齢者専用賃貸住宅（高専賃）

として登録された住宅のうち、

認定基準（面積・設備・バリア

フリー・管理方法など）に基づ

き認定されたもの 

 

  

高齢者専用賃貸住宅（高専賃）

として登録された住宅のうち、

厚生労働大臣の定める基準（面

積・設備・サービスなど）に適

合するもの 

 

 

住戸の

床面積 

 

・ ２５㎡以上（共同住宅の場合は共用部分の床面積を除く） 

・ 居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用

するための十分な面積を有する場合は、１８㎡以上 

 

 

備考 

・ 整備費・家賃等への助成あり

 

・ 「特定施設入居者生活介護」

の対象施設となりうる 

・ 助成なし 
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３ 養護老人ホーム、ケアハウス、認知症高齢者グループホームの概要 

区分 養護老人ホーム ケアハウス 
認知症高齢者 

グループホーム 

 

概 要 

 家庭環境、住宅事

情等の理由及び経

済的理由により居

宅生活が困難な高

齢者を入所させ社

会復帰の促進、自立

のために必要な指

導・訓練その他の援

助を行う。 

 

自炊できない程

度の身体機能低下、

又は高齢等のため

独立生活に不安が

あり、家族の援助が

困難な高齢者に対

し、低額な料金で入

所させ、食事の提供

その他日常生活上

の便宜を供与する。

 

 認知症高齢者に

小規模な生活の場

において、食事の支

度、掃除、洗濯等を

含めた共同生活の

場を提供し、家庭的

な環境の中で介護

職員等による生活

上の指導、援助を行

う。 

 

主な 

設置主体 

・地方公共団体 

・社会福祉法人 

・地方公共団体 

・社会福祉法人 

・知事の認可を受 

けた法人 

・区市町村 

・社会福祉法人 

・その他の者 

（届出） 

 

一人あたり 

居室面積 

 原則個室 

10.65㎡（6.5畳）

原則個室 

 21.6㎡（13畳） 

 ＊ユニット型の場合

13.2㎡ 

 原則個室 

 7.43㎡（4.5畳）

 

居室 ○ ○ ○ 

静養室 ○   

食堂 ○ ○ ○ 

集会室 ○ ○  

浴室 ○ ○ ○ 

洗面所 ○ ○  

便所 ○ ○  

医務室 ○   

調理室 ○ ○  

宿直室 ○ ○  

職員室 ○   

面談室 ○ ○  

 

 

 

主

な

設

備

基

準 

洗濯室 ○ ○  
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＜現状・課題＞  

 高齢者向け住宅や、新たな基準に基づく施設等の整備を進めるとともに、持ち家の

一人暮らしや高齢者夫婦のみの世帯などを含めて、どのような住まいに暮らしていて

も、「ケア付き住宅」と同様の安心を得られる仕組を整えていくことが必要である。 

 しかし、現行の介護保険制度では、緊急時対応や安否確認等の機能や、「配食」な

どの生活支援サービスは提供することはできない。 

また、２００５年の介護保険制度改革においては、総合的な相談窓口として、地域

包括支援センターが創設され、地域全体を見据えた支援機能を担うことが期待された

が、現段階で十分に行われていない状況にある。 

とりわけ東京では、高齢者に占める一人暮らしの割合が全国平均に比べて高く（全

国１５．１％、東京都２１．７％）、２４時間・３６５日安心できる仕組づくりは、

都としても早急に取り組むべき喫緊の課題である。 

 さらに、地価の高い東京において、在宅の要介護高齢者とその家族を支えるショー

トステイの整備を促進するためには、小規模のショートステイが必要である。しかし、

現行制度では、医師をはじめとする職員配置や設備基準等について、小規模での運営

が可能なものとなっていない。 

 

＜具体的要求内容＞  

（１）地域包括支援センターと、近接する特別養護老人ホーム等が中核となり、地域

のボランティア・ＮＰＯ、町会・自治会などと連携し、一人暮らし高齢者や高齢

者夫婦のみの世帯の緊急時対応や安否確認を行えるよう、２４時間・３６５日対

応できる新たな仕組を構築すること。 

併せて、こうした機能を担い、地域の多様な社会資源の活用をコーディネート

する人員を配置するために必要な財政支援を行うこと。 

（２）地価の高い東京において、ショートステイ事業の促進が図れるよう、医療機関

等との連携が図れる場合には医師の必置を緩和するなど、小規模での運営が可能

となるような基準を設定すること。 

（２）持ち家世帯等を含め、地域で暮らす一人暮らし高齢者等に対する

緊急時対応や安否確認を行うなど、地域支援の新たな仕組みを創設

すること。 
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参  考 

 

１ 地域包括支援センターの基本機能 

地域包括支援センターは、高齢者やその家族などの介護等に関する総合的な相談

に応じる中核機関。都内設置数356か所（平成21年 4月現在）。 

基本機能 説  明 

１ 共通的支援基盤

の構築 

 地域に、総合的・重層的なサービスネットワークを

構築する。 

２ 総合相談支援・権

利擁護 

 高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、訪問

して実態を把握し、必要なサービスにつなぐ（虐待防

止など高齢者の権利擁護を含む）。 

３ 包括的・継続的ケ

アマネジメント

支援 

 高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供

されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマ

ネジメント体制の構築を支援する。 

４ 介護予防ケア 

マネジメント 

 介護予防事業等が効果的かつ効率的に提供される

よう、適切なマネジメントを行う。 

 

 

２ 地域包括支援センターの課題 

項目 説   明 

運営上の課題 

・ 介護予防ケアマネジメントの負担が大きく、ネットワー

クづくり等の包括的支援事業に十分に取り組めない。 

・ 業務量が非常に多く、利用者一人ひとりに丁寧な対応が

できない。 

・ センターの役割や業務が地域住民に知られていない。 

業務上の課題 

・ 認知症高齢者、一人暮らし・高齢者のみの世帯等の把握、

対応が十分行えていない。 

・ 入退院時調整など医療機関との連携が進んでいない。 

  【資料】東京都「地域包括支援センターに関する実態調査」（平成20年） 

 

 

３ 地域の福祉資源の例 

項目 都内の設置数 
生活圏域での概数 

（人口４万人当たり） 

地域包括支援センター ３５６か所 １か所 

介護保険３施設 ６４０か所 ２か所 

有料老人ホーム ４１８か所 １か所 

訪問介護事業所 ２７５８か所 ９か所 

通所介護事業所 １３７５か所 ４か所 

ショートステイ ４０００床 １３床 

小規模多機能型居宅介護 ５０か所 ０．２か所 
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＜現状・課題＞  

高齢者向けすまいを充実させていくためには、既存の民間賃貸住宅や廃校などのス

トックを活用する等、地域の特性に応じた様々な手法を駆使しながら、高齢者向け住

宅・福祉サービス施設等の供給を促進していくことが重要である。 

しかしながら、現在の財政支援のスキームだけでは、民間事業者にとって必ずしも

魅力的なビジネスモデルとなっていない状況にある。 

民間事業者の意欲を喚起するとともに、事業コストや入居者の経済的負担の軽減を

図るため、補助・税制による助成など、国の財政支援等を充実することが不可欠であ

る。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）高齢者居住安定化緊急促進事業について、適用対象を適合高専賃にも拡大する

などの措置を講じること。 

（２）高優賃の税制優遇措置について、所得税・法人税の割増償却の面積要件の緩和

を行い、全ての高優賃を対象にすること。 

（３）今般の国の経済危機対策において講じられた「介護基盤整備に係る定期借地権

の補助」を拡充し、施設等を整備する事業者に貸与するために区市町村が土地を

購入する場合も補助対象とするなど、区市町村が時代の状況・ニーズに応じた土

地利用・転用が図れるような仕組みとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）高齢者向けすまいの重要性・緊急性を踏まえ、国の財政支援等の

充実を図ること。 
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参  考 

 

 

１ 高齢者居住安定化緊急促進事業（国2009 年度新規事業） 

 

   

   

高優賃 

 

 

 

高優賃 

適合高専賃 

 

  

  

        

 

 

      

 

 

 

 

   

 

２ 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進税制 

 

  〔所得税・法人税の割増償却〕  （耐用年数） 

３５年以上 当初５年間２．８割増償却 
高優賃 

３５年未満 ２．０割増償却 

３５年以上      ５．５割増償却 
高齢者生活支援施設付き高優賃 

３５年未満      ４．０割増償却 

 

＜適用要件＞ 住戸の床面積：３５㎡以上      

 

  

         全ての高優賃を対象に 

 

対象を拡大 

高齢者生活支援施設 高齢者生活支援施設 

または 

事業者 １/３ 
高優賃と併せて整備する 

高齢者生活支援施設整備費の

２／３が国費助成対象  
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１ 障害者の自立支援に関する法制度  

    （提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 障害者自立支援法については廃止の方向が示されているが、障害者の自立支援に関

する法制度については、障害者（児）の生活実態に即した効果的な仕組みとしていく

必要がある。  

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）障害者の自立支援に関する法制度について、実施状況や地方自治体の意見を十

分踏まえた上で、障害者の生活実態に即した効果的な仕組みとすること。その際、

障害者（児）、その家族等への周知のための期間や事業運営の準備期間が適切に

確保できるよう、早期にその具体的内容を自治体や事業者等に提示すること。 

（２）利用者負担については、特別対策及び緊急措置により負担能力に応じ大幅な軽

減措置が図られ、平成２１年度以降も継続されているが、負担の実態を踏まえ、

今後とも必要に応じた軽減措置を検討するとともに、恒久的な措置とするよう法

律上明確化すること。 

（３）障害福祉サービスが更に受けやすくなるよう、発達障害者と高次脳機能障害者

が障害者の範囲に含まれることを法律上明示すること。 

   地域生活支援事業における移動支援事業については、利用実態を踏まえ、個別

給付になじむものは個別給付とすること。 

（４）障害程度区分認定の新たな仕組みを検討する場合には、三障害の特性に合った

調査項目及び判定基準とし、信頼性の高いシステムを構築するとともに、障害程

度区分認定について、全国的な平準化を図るため、状態像の例や変更事例の充実

を図る等の対策を講じること。 

（５) 平成２３年度まで延長された障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対

策事業について、報酬改定や相次ぐ制度改正等への対応に要する経費についても

十分な財源措置を行うとともに、実施状況や地方自治体の意見を踏まえて柔軟な

運用が可能となるよう必要な措置を講じること。 

また、今後、同事業実施の効果を検証し、必要に応じ、長期的かつ安定した制

度として恒久化すること。 

８ 障害者施策の推進 

障害者の自立支援について障害者の生活実態に即した効果的な仕組み

とすること。 
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参  考 

 

（１）障害者自立支援法附則 

 （検討） 

  第３条 政府は、この法律の施行後３年を目途として、この法律及び障害者等の

福祉に関する他の法律の規定の施行の状況、障害児の児童福祉施設への入所に

係る実施主体の在り方等を勘案し、この法律の規定について、障害者等の範囲

を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

  ２ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、第２章第２節第５

款、第３節及び第４節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基

づいて必要な措置を講ずるものとする。 

  ３ 政府は、障害者等の福祉に関する施策の実施の状況、障害者等の経済的な状

況等を踏まえ、就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方

について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

（２）障害者自立支援対策臨時特例交付金に基づく基金の延長・積み増し（国費６５０

億円／福祉・介護人材の育成・定着に向けた総合的な対策に必要な経費２０５

億円を含めて８５５億円） 

 

○ 「平成２０年度までの交付金に基づく基金事業を、平成２１年度以降も延長

するため、基金の積み増しを行い、事業所の支援、新法への移行等を行う」

とされた。 

○ 平成２１年度以降３年間の同交付金都交付決定額は、約５１億円。 

○ 基金事業のメニューの一つである障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支

援事業は、障害者自立支援法・児童福祉法の改正に伴い、地方自治体におい

て一時的に必要となる施行事務に要する費用に対して所要の助成を行い、制

度基盤の安定化、適正運営に資することが目的。国予算額（３ヵ年分）２１

億円。うち都全体に対する配分額１１６百万円。（内訳：都 ３９百万円、

区市町村 ７７百万円） 

 

（３）経済危機対策を踏まえた平成２１年度政府補正予算による障害者自立支援対策

臨時特例交付金に基づく基金の更なる積み増し（国費１，４２５億円／うち「福

祉・介護人材の処遇改善事業」１，０７０億円） 

 

○ 「更なる基金の積み増しを行い、福祉・介護人材の処遇改善、事業者の新体

系移行の促進等を図る」とされた。 

○ 補正予算に係る同交付金都交付内示額は、約１０１億円（うち「福祉・介護

人材の処遇改善事業」約７７億円。「福祉・介護人材の処遇改善事業」の事

業費については、２１年度下半期に追加配分が見込まれる）。 

○ 基金事業のメニューの一つである「福祉・介護人材の処遇改善事業」は、福

祉・介護職員の更なる処遇の向上のため、障害福祉サービス事業者等からの

申請に基づき、報酬とは別に助成金を交付するもの。 
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２ 障害福祉サービス基盤整備  

    （提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 都では、障害者の地域生活への移行を促進するために、「障害者の就労支援・安心

生活基盤整備３か年プラン」を策定し、グループホーム等の地域居住の場の整備につ

いて補助している。 

 国事業においては、ケアホーム等の創設については、補助対象が限定的であり、ま

た協議時期が着工の前年度となっているなど、活用しづらい制度となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）障害者支援施設については、地域特性、施設の設置状況を踏まえ、真に必要な

場合には新規創設も引き続き整備費補助を行うこと。 

（２）平成２０年度より、グループホーム、ケアホームも「社会福祉施設等施設整備

費国庫補助」等の対象とされたが、整備規模・補助対象・協議日程等は大都市に

おける整備状況に合わせたものとし、活用しやすい制度とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の地域生活基盤の整備促進のため、自治体ごとの人口規模、地域

の整備状況等を勘案した国庫補助制度とすること。 
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参  考 

 

整備費制度比較         

【グループホーム・ケアホーム分】       

社会福祉施設等 

施設整備事業 

障害者就労訓練 

設備等整備事業 

障害者通所施設等 

整備費補助 区分  

（国庫事業） （国庫事業） （都単独事業） 

補助対象法人格 社会福祉法人等 全ての法人格 全ての法人格 

補助内容 創設・改修 改修 創設・改修 

１９，６００千円 

（創設） 
  

補助基準額 
 ６，０００千円 

（改修） 

 ６，０００千円 

（改修） 

２４，０００千円 

補助率 

国：１／２  

都：１／４  

事業者：１／４ 

国：１／２  

都：１／４  

事業者：１／４ 

（特別助成の場合） 

都：７／８   

事業者：１／８  

建
築
等 

補助対象物件 自己所有物件 
賃貸物件・NPO 法人

の自己所有物件 
自己所有・賃貸物件 

補助対象内容 － － １件１０万以上  

補助基準額 － － １，０００千円 備
品
等 

補助率 － － 

（特別助成の場合） 

都：７／８   

事業者：１／８  

着工の前年度 着工の前年度 当該年度 

協議時期 

（平成２１年度分） 

 国：ヒアリング日程 

  平成２１年３月   

１８日 

 

   (国内示：平成２

１年５月～６月） 

（平成２１年度分） 

 国：書類提出日 

   平成２１年３月 

３１日 

 

  （国内示：平成 

２１年５月～６月） 

（平成２１年度分） 

予定 

 都：書類提出日 

   平成２１年６月  

以降年４回実施 
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３ 障害者の地域生活の実現のための施策の充実  

    （提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成２１年４月に５．１％増の報酬改定が行われ、一定の改善が図られたが、多く

の加算項目が設定された一方で、地域区分の割合は改善されないなど、引き続き報酬

改善を図っていく必要がある。そのうち、在宅の最重度障害者を対象とする重度訪問

介護の報酬単価は居宅介護（身体介護）の単価より低く、「重度の障害者に特に配慮

した報酬単価」とはいえない状況となっている。 

 また、精神障害者の退院促進の観点から、精神科病院から退院して地域生活へ移行

した後、地域において継続した支援（サービス）を受けるため、入院時から各種サー

ビスを利用することは重要であるが、グループホーム等への体験入居を除き入院中は

利用できない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）報酬単価の設定に当たっては、人件費、土地取得費、物件費等が高額である大

都市の実情を適切に反映させること。 

（２）グループホーム、ケアホームについては、十分な夜間の安全支援体制が図れる

よう報酬加算を拡充すること。また、身体障害者が障害特性に応じた必要な支援

が受けられるよう、その体制の確保に当たっては、これまでの自治体における独

自の取組も踏まえつつ、柔軟な対応を図ること。 

（３）重度訪問介護の報酬単価については、事業の実態に即して改善すること。 

（４）障害児の施設・事業などに関して、実施状況や自治体の意見を踏まえ、実態に

即したものとなるよう具体的な改正内容の検討をすること。また、施行準備に支

障がないよう速やかに情報提供するとともに、自治体や施設等に必要な支援を行

うこと。 

（５）多くの重症心身障害児（者）が在宅で生活している実態を踏まえ、可能な限り

家族と在宅で生活を継続できるよう、訪問看護、短期入所等必要な事業への支援

の充実を図ること。 

また、重症心身障害児（者）通園事業について、事業を安定的に実施できるよ

う、法に明確に位置付けるとともに、その報酬をより重度化している利用者の実

態に見合った額とすること。 

障害者を支える人材確保、良質なサービス提供のため、サービス全般に

わたり基本的な報酬の改善を行うこと。 
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（６）現行の児童デイサービスについて、小・中・高校の学齢期の障害児童の放課後

や長期休業期間の日中活動を支える事業として、運営に必要・十分な報酬単価を

設定した上で、新たな類型の児童デイサービス又は新規の訓練等給付事業を法に

位置付けること。 

（７）地域の受入条件が整えば退院可能な精神障害者の地域移行を推進するために、

障害福祉サービス（通所）及び相談支援事業や指定相談支援事業等を入院中から

利用できるようにすること。 

（８）都道府県等が実施する発達障害者支援センターに精神科医を配置し、相談体制

を充実するなど、発達障害者への支援を拡充すること。 

（９）知的障害者通勤寮からの自立は3年程度を要していることから、宿泊型自立訓

練の利用期間を３年まで可能とし、その間は十分な報酬単価とすること。また、

通勤寮における日中の就労支援や就労継続支援部分の機能を付与し、その報酬を

充実すること。 
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４ 就労支援の充実  

    （提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 現在、景気悪化の影響により、障害者の雇用・就労を巡る状況が一段と厳しくなっ

てきており、引き続き情勢を注視していく必要がある。 

国では、障害者就業・生活支援センターにおいては一般就労の促進を、「工賃倍増

５か年計画」においては福祉的就労の底上げを図ることとしているが、それぞれの実

施主体は都道府県とされている。 

 都では、区市町村において地域の実情に応じた支援を積極的に行うことが必要なこ

とから、平成１５年度から就労面と生活面の支援を一体的に提供する「区市町村障害

者就労支援事業」を実施している。また、工賃アップを図るため、平成１９年度から

「障害者施策推進区市町村包括補助事業」の先駆的事業「作業所等経営ネットワーク

支援事業」を実施し、区市町村を支援している。 

 

＜具体的要求内容＞ 

福祉施設の工賃水準向上への支援策など、区市町村での就労支援事業の実施に財政

支援を行うこと。 

 

 

国の就労支援策及び工賃倍増計画支援事業については、区市町村も実施

主体として取り組めるよう、柔軟に実施し、財政支援を行うこと。 
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参  考 

 

(１) 障害者就業・生活支援センター 
 

障害者就業・生活支援センターは、身近な地域で、雇用、保健福祉、教育等の

関係機関との連携の拠点として連絡調整等を積極的に行いながら、就業及びこれ

に伴う日常生活、社会生活上の相談・助言等の支援を一体的に行うことを目的と

しており、全国で２０６か所（平成２０年度）設置・運営されている。 

 

（２）工賃倍増計画支援事業の創設  

   障害者が地域で経済的にも自立して生活するためには、一般就労への移行支援

のみならず、福祉施設等における工賃水準の向上を図ることが重要であり、平成

１９年度より「工賃倍増計画支援事業」を創設した。 

 本事業により、都道府県ごとに工賃の倍増を図るための具体的な方策を定めた

「工賃倍増計画」が策定されることとなり、５年後の平成２３年度には現状の工

賃の倍増を目指すこととしている。  

 

（３）「工賃倍増５か年計画」による福祉的就労の底上げ  

   工賃水準の向上については、「成長力底上げ戦略」に『「工賃倍増５か年計画」

による福祉的就労の底上げ』として位置付けられ、官民一体となった取組を推進

することとしている。  

 具体的には、各事業所において、民間企業等の技術、ノウハウ等を活用し、経

営コンサルタントや企業勤務経験者の受入れによる経営改善や企業経営感覚の醸

成を図るとともに、一般企業と協力して商品開発や市場開拓等を行うこととして

いる。  
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５ 精神科医療等の充実  

     （提案要求先 厚生労働省       ） 

（都 所 管 局 福祉保健局・病院経営本部） 

 

＜現状・課題＞ 

 精神障害に対しては、いまだに多くの偏見や間違った理解がされており、精神障害

者の地域生活や雇用が進まないだけでなく、精神科受診への抵抗感から未受診者も多

い。今後、施策を進める上で、地域住民の正しい理解を得ることや医療機関の連携を

図ることが重要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

精神障害者が地域において継続的な医療支援を受けられるよう、診療所等の医療機

関が地域における必要な医療連携を実施した場合に診療報酬を加算するなど、必要な

措置を講じること。 

 

精神科医療を充実するとともに、精神障害者に対する各種福祉サービス

を拡充すること。 
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１ 食品の安全・安心確保のための施策の推進           

   （提案要求先 厚生労働省・消費者庁） 

 （都 所 管 局 福祉保健局     ） 

 

＜現状・課題＞ 

昨年来、輸入冷凍餃子への農薬混入による健康被害、メラミンの食品への混入、食

肉の原料偽装やうなぎの産地偽装等、食に関する事件・事故が多発し、輸入食品をは

じめとした食品の安全性や表示に対する消費者の信頼は大きく揺らぎ、不安が高まっ

ている。 

食品の安全・安心を確保するためには、水際での検疫など、輸入食品の監視体制を

更に充実・強化することが急務であり、国内で製造・加工される食品の多くに使用さ

れている輸入食材の原料原産地表示についても強化していくことが必要である。  

また、偽装表示を始めとした犯罪性の高い事件に対し、現行の関係法令の下では、

行政の迅速な対応や発生の未然防止に限界があるため、法令の見直しが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）輸出国における衛生管理の徹底及び輸入事業者への指導の強化により違反食品

の輸入を未然に防止するとともに、輸入時の監視体制の充実・強化を図ること。 

（２）原料原産地表示については、対象品目を拡大するなど、制度を強化すること。 

   なお、検討に当たっては、消費者にとってより分かりやすい制度となるよう十

分配慮すること。 

（３）食品衛生法における本社機能を有する事務所などに対する監督権限の拡大、自

主回収報告制度の導入を始め、食品に係る関係法令について必要な見直しを行う

こと。 

 

 

９ 健康危機管理体制の充実 

（１）輸入食品の監視体制の充実を図ること。            

（２）食品の原料原産地表示制度を強化すること。 

（３）食品に係る関係法令について必要な見直しを行うこと。     
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２ 結核対策の推進  

  （提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

結核は依然として我が国最大の感染症の一つであるため、引き続き地域の実情に応

じたきめ細かい予防対策が必要である。 

また、合併症の患者や多剤耐性結核に感染した患者など専門的かつ多様な医療が必

要とされる患者に対し、より一層、良質かつ適切な結核医療の提供を確保していかな

ければならない状況にある。 

しかし、結核病床は結核患者の治療以外に使用することができないことに加え、病

棟単位でしか設置が認められていないため、効率的な運営が困難である。 

 また、現在の診療報酬制度では院内ＤＯＴＳや入院基本料などの費用の算定が不十

分であるため、結核医療は実態として不採算となっており、結核病床数は急激に減少

している。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）結核対策特別促進事業の充実により、地域の実情に応じたきめ細かい予防対策

を推進するなど、結核根絶に向けた取組を推進すること。 

（２）結核患者の多様化に対応するため、専門医療の確保や病床の機能分化等医療体

制の再構築を行うこと。あわせて、院内ＤＯＴＳの算定や入院基本料の引き上げ

など、診療報酬制度の改善を始め、行政的医療である結核医療の維持に必要な対

策を講じること。 

また、結核医療確保のため引き続き国立病院等の結核病床を維持し、中心的な

役割を担っていくこと。 

 

 

 

 

 

 

（１）結核予防対策を充実強化すること。 

（２）結核医療の維持に必要な対策を行うこと。 
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（提案要求先 外務省・経済産業省・国土交通省・防衛省） 

（都 所 管 局 知事本局               ） 

 

＜現状・課題＞ 

 欧米と並ぶ第三極として大きく成長するアジアでは、今後、航空機需要の高い伸び

が予測されており、特にアジア諸都市間を結ぶ100席前後の旅客機について大きな需

要が見込まれている。また、航空機開発は、他分野にも大きな技術波及効果を有して

おり、産業全体の高度化に貢献するのみならず、国家の安全保障上、また国のシンボ

ルとして大きな意義がある。 

 我が国の航空機産業が、アジア諸国を適宜パートナーに加えながら、欧米の下請け

に甘んずることなく、独自の航空機開発を進める気運を醸成することが重要であり、

重工メーカーに対する適切な支援等、国の積極的な航空機産業政策が求められる。 

 経済産業省が支援する国産ジェット旅客機については、平成20年３月に開発事業者

により事業化が決定されたが、引き続き国をあげて支援を行っていく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）経済産業省が支援する国産ジェット旅客機の事業化が軌道にのるよう、引き続

き国が主導し、開発事業者を支援すること。また、防衛省が進めるＸＰ－１（次

期固定翼哨戒機）、Ｃ－Ｘ（次期輸送機）の開発の成果を活用した、国産ジェッ

ト旅客機の開発について、国が主導し、開発事業者を支援すること。 

（２）このような本格的なジェット旅客機の開発によって、産業構造の高度化や技術

波及効果の大きい航空機産業の活性化を図り、産業再生と東京再生、さらには日

本経済の浮揚を促すこと。 

（３）アジア独自のジェット旅客機の実現により、アジアの存在感を高めるととも 

に、アジア地域の空港の整備と併せて、増大するアジアの航空輸送需要に対応し

ていくこと。 

 

 

 

 

 

 

１ 国産ジェット旅客機の開発支援 

１００席前後の国産ジェット旅客機の開発について、国が主導し、開発

事業者を支援すること。 

－214－－223－

－224－

－224－

<228>



  

 

参  考 

 

平成１３年に１０月に発足した「アジア大都市ネットワーク２１」は、アジア地域

の首都及び大都市が、共同して事業を推進し、その成果をアジア地域の繁栄と発展に

つなげていこうという新たな国際的ネットワークであり、技術開発、観光促進、産業

振興など共通の課題に取り組んでいる。 

特に、東京都が幹事都市を務める共同事業「中小型ジェット旅客機の開発促進」で

は、増大するアジアの航空需要に対応するとともに、航空機産業の発展に寄与し、ア

ジアの存在感・交流の象徴とするため、アジアの技術と能力を活かした中小型ジェッ

ト旅客機（アジア旅客機）の開発・製造と就航の促進を目指している。 

平成１４年１０月には東京において、アジアで共同開発する意義などをテーマに「ア

ジア旅客機フォーラム」を開催し、「１００席前後の中小型ジェット旅客機について

早急に検討すべき」という点で事業参加都市のコンセンサスを得た。その後、日本を

含むアジアの航空機メーカー、エアライン関係者、旅客機専門家、商社などが一堂に

会する国際会議を、台北、クアラルンプール、ジャカルタ、シンガポール及び東京で

開催し、アジア旅客機の実現に向けて議論を深めてきた。 

この間、国が後押ししてきた国産初のジェット旅客機の開発は、当初の３０～５０

席の規模から７０～９０席の規模に軌道修正され、平成２０年３月にはＭＲＪ（三菱

リージョナルジェット）の事業化が決定された。 

こうした動きを受けて、同年１０月、インドで開催された国際会議では、ＭＲＪ開

発等の最新情報の紹介が行われ、旅客機の開発・製造におけるアジアの連携の重要性

について認識を深めることができた。 

ＭＲＪはアジア旅客機実現の第一歩となるものであり、アジア大都市ネットワーク

２１の活動を通じて、アジアの航空機メーカー等の生産参画とアジアにおける広範な

利用の促進を目指している。 

なお、平成２１年１月、都がこれまで開催した国際会議に毎回積極的に参画してき

た台湾の航空機メーカーが、主要パートナーとしてＭＲＪの開発・製造に参加するこ

とが決まった。 
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  （提案要求先 経済産業省） 

（都 所 管 局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成２０年１０月３１日より実施されている緊急保証制度の指定業種は、平成２１

年６月２３日現在７８１業種が指定されているが、経済情勢の悪化に伴い、ほぼ全業

種において企業の経営は厳しい状況になっている。 

今後も、中小企業が置かれた厳しい環境を踏まえ、緊急保証制度を円滑に運用する

とともに、制度の延長を含め、必要な拡充措置を講じる必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）緊急保証制度を円滑に運用するとともに、今後の経済情勢の推移を踏まえ、緊

急保証制度の延長を含め中小企業者の資金調達の円滑化の確保のため万全な措置

を講じること。 

（２）音楽教授業･書道教授業など教育・学習支援業、デザイン業・土地家屋調査士業

・洗濯物取次業など、都市部に集積するサービス業などにおいて緊急保証制度指

定業種の追加指定を行うとともに、区市町村長による特定中小企業者認定事務の

円滑化のため必要な財政措置等を講じること。 

２ 緊急保証制度の拡充 

（１）緊急保証制度を円滑に運用するとともに、今後の経済情勢の推移

を踏まえ、同制度の延長を含め中小企業者の資金調達の円滑化の確

保のため万全な措置を講じること。 

（２）同制度に係る指定業種を拡大するとともに、区市町村における特

定中小企業者認定事務の円滑化のため必要な財政措置等を講じること。
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（提案要求先 農林水産省・国土交通省） 

（都 所 管 局 産業労働局・建設局  ） 

 

＜現状・課題＞ 

 沖ノ鳥島は国土面積に匹敵する排他的経済水域を支えており、また、同島周辺は、

貴重な海洋資源にも恵まれ、その利活用は国政はもとより都政においても重要な課題

である。 

 都はこれまでに、沖ノ鳥島周辺海域での漁業操業に対する支援や漁場調査等に取組

んできたところである。 

沖ノ鳥島の保全は国の役割となっているが、今後、島の利活用を推進していくため

には、島の維持管理のほか、永続的経済活動のための環境を整備する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）海洋に関する知見の充実を図るため、沖ノ鳥島が支える排他的経済水域内での

水産資源の解明を進めること。 

（２）漁業を始めとする経済活動を推進する上で必要な電力等の具体的確保方策につ

いて検討を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 沖ノ鳥島の利活用の推進 

沖ノ鳥島の利活用を推進するため、永続的経済活動のための環境整備

を行うこと。 
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参  考 

 

 

（１）沖ノ鳥島が支える排他的経済水域内での水産資源の解明について 

 

 都ではこれまでに、沖ノ鳥島の礁内や沿岸・沖合域の水産資源の調査や、水温・塩

分などの海洋環境の調査を行ってきた。また、カツオマグロ漁業への操業支援を通じ、

周辺海域の水産資源の解明に努めている。 

 しかし、沖ノ鳥島周辺は、広大な未開拓海域のため、国と連携して水産資源の解明

を行い、漁場を開拓していくことが必要である。 

 

 

（２）電力等の確保について 

  

 海洋温度差発電とは、海洋表面の温水と、深層の冷水の温度差を利用して発電する

もので、沖ノ鳥島周辺海域は表面海水と深層水の温度差が大きいことから海洋温度差

発電の適地と考えられている。 

火力発電等では、発電の際、タービンを回すために水蒸気を用いるが、海洋温度差

発電は、沸点の低いアンモニアの蒸気を使うのが特徴である。 

 

※ 佐賀大学海洋エネルギー研究センターの資料より引用 
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      （提案要求先 厚生労働省） 

               （都 所 管 局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

 都では、大企業を中心に障害者雇用が進展し、平成２０年の障害者雇用率は 

１．５１％となったが、依然として法定雇用率を下回っている。 

また、急速に悪化している雇用情勢の下、障害者を取り巻く環境にも影響が見られ、

都内の障害者解雇者数は増加傾向に転じ、更なる悪化が懸念されている。 

このため、障害者の雇用維持、そして離職を余儀なくされた障害者を含め、就職を

希望する障害者の雇用の場を確保することが喫緊の課題となっているが、既存の各種

支援策の内容等は十分とはいえない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）障害者解雇者数の増加等を踏まえ、就職を希望する障害者への就業面及び生活

面を一体的に支援する障害者就業・生活支援センターに対し、就労支援コーディ

ネーターを加配する等、支援の拡充を図ること。 

（２）障害者の就職促進、職場定着を図る上で、ジョブコーチは重要な役割を果たし

ていることから、養成研修の拡充等を図り、ジョブコーチの質・量両面での大幅

な拡充に努めること。 

（３）障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業は、特に知的障害者や精神障害者の

一般就労を促進するにあたり効果的であることから、今後とも充実を図りつつ継

続して実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 障害者の就業支援策の一層の充実 

（１）障害者就業・生活支援センターに対する支援の拡充を図ること。

（２）ジョブコーチの質・量両面での大幅な拡充に努めること。 

（３）障害者の態様に応じた多様な委託訓練は、今後とも充実を図る

こと。 
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参  考 

（２）東京都内の障害者の解雇状況（解雇届の受理内容） 

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 
  

受理件数 解雇者数 受理件数 解雇者数 受理件数 解雇者数

第１四半期 5 8 19 27 41 71

第２四半期 15 36 13 37  

第３四半期 11 30 18 21  

第４四半期 9 25 40 120  

年 度 計 40 99 90 205 41 71

 

・障害者就業・生活支援センター支援体制及び登録者実績 

※ 就業支援担当のうち1名は主任級 

 

（３）国ジョブコーチの実績        ・東京ジョブコーチ【参考】 

  

支援体制 各センター登録者数 

拠点名称 事業開始 就業 

担当 

生活 

担当 
合計 

平成２１年度 

第 1四半期 
（４～６月） 

１９年度 
（参考） 

２０年度
（参考） 

ワーキング 

・トライ 

平成14年 

5月 7日 
4 1 5 210 179 206

アイー 

キャリア 

平成16年 

4月 1日 
2 1 3 202 172 187

オープナー 
平成18年 

4月 1日 
3 1 4 126 87 129

ＷＥＬ’Ｓ 

ＴＯＫＹＯ 

平成19年 

4月 1日 
2 1 3 112 66 106

ＴＡＬＡＮＴ 
平成20年 

7月 1日 
2 1 3 51  40

センター計  13 5 18 701 504 668

平成20年度実績 全国 東京 

ＪＣ数合計 970 48

 
各センターＪＣ 

（配置型） 
304 14

 １号ＪＣ 614 30

 ２号ＪＣ 52 4

支援件数 3,064 242

 20年度 21年度 

ＪＣ数 19 40

支援件数 67 320
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  （提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

 昨年秋からの世界同時不況の影響により、雇用情勢は悪化の一途をたどり、９月の

完全失業率は５．３％と、前月に比べ０．２ポイントの改善がみられるものの、依然

として厳しい状況にある。 

 このような状況下、緊急雇用対策を早急に講じる必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

非正規労働者等離職者に対する雇用のセーフティネットの整備・拡充等雇用対策を

強力に推進するとともに、雇用機会の確保など、地域の実情に応じた対策に必要な財

源を十分に確保すること。 

 

５ 緊急雇用対策の推進 

非正規労働者等離職者に対する雇用のセーフティネットの整備・拡充等

雇用対策を強力に推進するとともに、雇用機会の確保など、地域の実情

に応じて実施する対策に必要な財源を十分に確保すること。 

新  規 
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教育･青少年･スポーツ 
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１ 青少年の社会的自立を支援する施策の拡充  

（提案要求先 内閣府・文部科学省・厚生労働省           ） 

（都 所 管 局 青少年･治安対策本部・福祉保健局・産業労働局・教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

平成１９年度から２ヵ年にわたり東京都が行ったひきこもりの実態調査によ

ると、ひきこもりの状態にある若者は、「不登校」を経験している者やひきこも

りのきっかけとして、就労に関わるつまずきを経験した者が多いことが明らかと

なった。これらの不登校経験者や高等学校を中退した生徒等が、そのまま社会と

の接点を失い、ひきこもり等の状態となることを未然に防止するとともに、ひき

こもり状態にある若者を支援するため、東京都は一部の区市と協力して、学校、

教育委員会、就労支援部門、福祉部門などの関係機関が連携して継続的支援を行

う「ひきこもりセーフティネットモデル事業」を実施している。 

加えて、ひきこもり等の状態にある若者に対しては、ＮＰＯ法人等と協働して、

東京都が開発した支援プログラム事業である「東京都若者社会参加応援ネット

『コンパス』」を実施し、社会参加を支援するとともに、より効果的な支援方法

を確立すべく、検証・見直しを進めている。 

ひきこもり等の状態にある若者に対して実効的な対策を講じるためには、区市

町村を含めた各地方自治体において、未然防止から社会参加支援に至るまでの一

体的な取組が促進されることが必要である。 

国においては、従来より、ひきこもり対策推進事業（補助事業）などが実施さ

れ、この度、子ども･若者育成支援推進法が公布されたが、区市町村を含めた各

地方自治体におけるひきこもり等の未然防止から社会参加支援に至るまでの一

体的な取組を促進する施策は実施されていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

区市町村を含めた各地方自治体において、教育・労働・福祉保健等の関係部署

及び民間支援団体等が連携した支援体制を整備・活用しつつ、ひきこもり等の未

然防止から社会参加に至るまでの一体的な支援が促進されるよう、若者の自立に

向けた財政措置を含めた必要な施策の拡充を図ること。

１ 総合的な青少年健全育成施策の拡充 

ひきこもり等の未然防止から社会参加に至るまでの一体的な支援が

促進されるよう、若者の自立に向けた財政措置を含めた必要な施策

の拡充を図ること。 
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２ 非行少年の立ち直りのための措置の充実  

（提案要求先 法務省・厚生労働省 ） 

（都 所 管 局 青少年･治安対策本部） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２０年中に都内で検挙された犯罪少年（刑法犯）は、前年に比べると減少

したものの、人口比は成人人口比と比較して高い数値を示しており、再犯者率は

２６．９％を占める。また、少年院仮退院者の４分の１が、退院から５年以内に

何らかの刑事処分・保護処分を受けているなど、少年非行をめぐる情勢は、依然

として厳しいものがある。 

東京都においては、少年院出院者を始めとする非行少年の立ち直り支援を進め

るため、非行少年に対し就労・就学支援、生活自立支援を行う立ち直り支援ワン

ストップセンター「ぴあすぽ」を運営しているほか、今年度、区市町村青少年立

ち直り支援モデル事業を実施しているが、国においても、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。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）少年の再犯を防止するためには、少年院出院後の就労の場の提供に加え、

少年に対する早期からの就業指導が重要であることから、少年院在院中から

の職業相談、職業訓練等を一層推進すること。 

（２）少年院出院後の家庭環境等により、定職に就かず、又は就職活動を行わな

い少年が再び非行をする傾向があることから、自宅に戻った少年について

も、長期間定職に就かない少年については更生保護施設等において受け入

れ、当該施設を通じて職業体験、職業紹介を実施するなど、少年に対する就

労指導を推進すること。 

（３）少年院出院者を立ち直らせるためには、少年を地域で支援することが必要

であり、地域に密着したレベルでの支援の枠組みが求められることから、保

護司会等の活動拠点となる更生保護活動サポートセンターの増設を図ると

ともに、保護司会等と地方自治体の少年院出院者支援窓口との情報交換、協

働事業を活発に実施するなど連携強化に向けた施策の充実を図ること。 

 

少年院出院者の社会復帰を円滑に進めるため、就労支援事業を充実

させるほか、地方自治体の少年院出院者支援窓口との連携強化に向

けた施策の充実を図ること。 
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３ あらゆる有害な情報・環境から青少年を守る施策の充実  

（提案要求先 内閣府・総務省・文部科学省・経済産業省・警察庁） 

（都 所 管 局 青少年･治安対策本部・教育庁          ） 

 

＜現状・課題＞ 

従来から都では、青少年健全育成条例において、フィルタリングの普及などイン 

ターネット環境の整備を進めている。 

しかしながら、フィルタリングについては、平成２１年２月に実施した都の調査に

おいて、未加入者に対する事業者からの加入勧奨が行われた後も、新たにサービスに

加入する保護者が少ないことが明らかになったように、子どもに持たせている携帯電

話等の危険性に対する保護者の関心は高まっていない。 

平成２１年４月には青少年インターネット環境整備法が施行され、同年６月には、

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関す

る基本的な計画」が示された。同計画では、「フィルタリングの高度化の推進」とし

て、国が事業者の取組を促進していくこととされている。 

しかし、携帯電話等の危険性に対する認識不足や、フィルタリングの使いづらさを

理由とする子どもの反発等から、「フィルタリングは不要」の申し出をする保護者も

少なくないため、フィルタリングの有用性・必要性を国を挙げてアピールするととも

に、より実効性あるフィルタリングサービスを提供することによって、保護者の認識

と理解を高め、一層、普及率を上げる必要がある。 

また、児童を性的対象として扱った図書類について、都の条例により不健全図書と

して青少年に閲覧、販売等を禁止することはできるが、児童を性的対象として扱う問

題自体を解決することはできない。 

国においては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関

する法律」(児童ポルノ法)の改正案が国会に上程され、規制の対象となる「児童ポル

ノ」の定義等を含めた様々な観点から審議されたが、国会解散に伴い現在は廃案と 

なっている。 

都としては、第２８期東京都青少年問題協議会（平成２０年１２月諮問）において、

児童ポルノに該当しないもの（水着姿や体操着姿の女児が、不自然なポーズで胸や 

下半身を強調する写真集・ＤＶＤ等）や、実在しない児童の裸体や性的行為を描いた

マンガ・アニメ等についても、児童を性的対象として扱う点で問題がないか、議論を 

行っている。 

（１）あらゆるメディアの有害コンテンツから青少年を守るため、フィ

ルタリングの普及啓発を促進するとともに、機能改善に向けた開発

を支援し、関係業界への指導・監督を徹底するなど、必要な措置を

講ずること。 

（２）児童を性的対象として扱っているインターネットサイト上の画像

や図書類について、法的規制を含めた必要な措置を講ずること。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）あらゆるメディアの有害コンテンツから青少年を守るため、フィルタリングの

重要性について、保護者への啓発活動をより一層実施するとともに、利用者に適

したフィルタリングの提供に資する「サイト及びカテゴリの取捨選択」や「年齢

別フィルタリング」機能等の開発、改善が滞りなく進むよう支援し、関係業界へ

の指導・監督を徹底するなど、必要な措置を講ずること。 

（２）現行の児童ポルノ法では処罰対象とならないものであっても、児童を性的対象

として扱っているインターネットサイト上の画像や図書類について、法的規制を

含めた必要な措置を講ずること。 

－227－－236－

－237－

－237－

<241>



 

 

 

（提案要求先 総務省・財務省・文部科学省    ） 

（都 所 管 局 教育庁・財務局・生活文化スポーツ局） 

 

＜現状・課題＞ 

国は、平成２２年度から、公立高校の授業料を実質無償化するとともに、私立高

校生等の学費負担を軽減する制度を導入するとしている。 

しかし、制度の詳細は未だ示されておらず、また、私立高校生等の授業料軽減策

の財源として一部地方交付税による措置が検討されるなど、検討の結果次第では、

地方の行財政運営に深刻な影響を与える懸念がある。 

国は、制度設計に当たって、早期にそのあり方を示すとともに、国策として実施

することを踏まえ、地方に負担を転嫁することなく、国の責任において財源を確保

すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）財源については、国策として実施することから、地方に負担を転嫁すること

なく、国の責任においてその費用を全額負担すること。 

なお、東京都立高等学校においては、国の概算要求で示された授業料相当額

とは異なる授業料額を設定しているが、実質無償化のための交付金額は、地域

の実情に応じて各自治体の設定した授業料額を基礎として算定すること。 

（２）私立高校生等の授業料軽減策について、地方自治体に対する財源措置に当た

っては、全ての地方自治体へ確実に財源を補てんする必要があることから、地

方交付税による措置ではなく、確実に財源を措置すること。 

（３）具体的な制度設計等に当たっては、地方の意見を十分に踏まえたものにする

ため、国から地方に対して協議を行うこと。 

（４）地方に対して、授業料減免措置、私学助成、奨学金制度など既存事業との関

係等を明確に示すとともに、早期の情報提供を行うこと。 

２ 高校授業料の実質無償化に伴う確実な財源の確保等

（１）高校授業料の実質無償化は、国策として実施することから、そ

の費用については、地方に負担を転嫁することなく、国の責任に

おいて全額を負担すること。 

（２）具体的な制度設計等に当たっては、地方の意見を十分に踏まえ

たものにするため、国から地方に対して協議を行うこと。 

（３）地方に対して、授業料減免措置、私学助成、奨学金制度など既

存事業との関係等を明確に示すとともに、早期の情報提供を行う

こと。 

新  規 
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（提案要求先 文部科学省    ） 

（都 所 管 局 生活文化スポーツ局） 

 

＜現状・課題＞ 

 誰もがスポーツに親しめる社会を実現するために、スポーツ施設の果たす役割は大

きい。また、東京国体の開催を見据え、都民のスポーツ環境を整備することは、スポ

ーツ人口のすそ野を拡大し、計画的に競技力の向上を図る上でも重要である。こうし

た観点から、都は区市町村と連携して、スポーツ振興の拠点となるスポーツ施設の整

備促進を図っていく必要がある。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１）スポーツ施設の整備とともに、既存スポーツ施設の有効活用を図るため、「安

全・安心な学校づくり交付金交付要綱」（平成１８年７月１３日付け１８文科施

第１８６号文部科学大臣裁定）における地域スポーツセンター、地域水泳プール、

地域屋外スポーツセンター及び地域武道センターの新改築・改造事業の四事業に

ついて、新たに改修事業を補助対象とすること。あわせて、国庫補助率を引き上

げるとともに、必要な財源を確保すること。 

（２）「安全・安心な学校づくり交付金交付要綱」（平成１８年７月１３日付け１８

文科施第１８６号文部科学大臣裁定）第６交付金額の算定に基づく、対象となる

経費及び配分基礎額の算定方法については、「安全・安心な学校づくり交付金の

配分基礎額の算定方法について」（平成２０年５月１５日付け２０施施助第３号）

により実施されているが、既存施設の有効活用を図り、より一層スポーツ施設の

整備を促進する観点から、対象となる経費及び交付対象施設や交付対象面積など

の配分基礎額の算定方法について、算定要件の拡大及び緩和を図ること。 

３ スポーツ振興事業の推進（スポーツ施設の整備促進） 

（１）地域スポーツセンター新改築・改造事業等について、新たに改修

事業を補助対象とすること。あわせて、国庫補助率を引き上げると

ともに、必要な財源を確保すること。 

（２）交付金交付要綱等に定める対象となる経費及び配分基礎額の算定

方法について、算定要件の拡大及び緩和を図ること。 

（３）広域的機能を持つ都道府県が整備すべきスポーツ施設について、

規模や機能を踏まえ、交付金制度の改善を図ること。 
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（３）スポーツ施設の整備については、地域の身近な生活圏を拠点とする施設と区市

町村の行政区域を越えた広域的な地域を拠点とする施設を計画的に整備すること

で、スポーツ施設を効果的かつ効率的に利用することが実現できる。 

「安全・安心な学校づくり交付金交付要綱」（平成１８年７月１３日付け１８

文科施第１８６号文部科学大臣裁定）における交付金対象施設の対象経費や、「安

全・安心な学校づくり交付金の配分基礎額の算定方法について」（平成２０年５

月１５日付け２０施施助第３号）に定められた交付対象面積等の要件から、主に

交付対象となるのは、区市町村で整備を進めるスポーツ施設であり、大規模なス

ポーツ大会開催や選手の競技力向上につながる規模・機能を有する施設整備に対

する補助としては不十分である。 

従って、広域的な機能を有する都道府県が整備すべきスポーツ施設に対し、交

付金要綱等に定める対象となる経費及び算定方法等の改善を図ること。 
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参  考 

 

（１）安全・安心な学校づくり交付金交付要綱（抄） 

 

項 事業区分 対象となる経費  配分基礎額の算定方法    算定割合 

23 地域スポーツ
センター新改
築、改造 

地域スポーツクラブの活
動拠点となる地域スポー
ツセンターの新築、改築
又は改造に要する経費 

ア 新築又は改築 
文部科学大臣が必要と認める
面積に１平方メートル当たり
の建築の単価を乗じたものと
する。 

イ 改造 
 文部科学大臣が必要と認める
額とする。 

1/3 

ア 地域スイミングセンター
1/3 

イ 浄水型水泳プール 1/2 

24 地域水泳プー
ルの新改築 

一般の利用に供するため
の地域スイミングセンタ
ー及び浄水型水泳プール
の新築又は改築に要する
経費 

文部科学大臣が必要と認める 
面積に１平方メートル当たり 
の建築の単価を乗じたものと 
する。 （算定割合の特例） 

地震特措法第４条の規定の 
適用のある浄水型の地域ス 
イミングセンターにあって 
は1/2 

25 
 

地域屋外スポ
ーツセンター
新改築 

一般の利用に供するため
の地域屋外スポーツセン
ターの新築又は改築に要
する経費 

文部科学大臣が必要と認める 
面積に１平方メートル当たり 
の建築の単価を乗じたものと 
する。 

1/3 

26 地域武道セン
ター新改築 

一般の利用に供するため
の地域武道センターの新
築又は改築に要する経費
（ただし、財政力指数が
1.00を超える都道府県、
指定都市又は特別区の設
置するものを除く。） 

ア  地域武道センター（柔・剣道
場） 文部科学大臣が必要と認
める面積に１平方メートル当
たりの建築の単価を乗じたも
のとする。 

イ  地域武道センター(弓道場)
文部科学大臣が必要と認める
額とする。 

1/3 

 

（２）安全・安心な学校づくり交付金の配分基礎額の算定方法について（抄） 

    ⑬地域スポーツセンター面積 

１）交付対象施設 

    ア．競技スペース 

     体育室、トレーニング室、健康・体力相談室、体力測定室のほか、スポーツ

を行うために必要な室とする。 

        イ～オ 略 

        ２）交付対象面積 

・交付対象施設の床面積とする。 

・新改築については、競技スペース及び地域スポーツクラブの活動拠 

点としてふさわしいクラブハウスの機能を併せ持つ施設として、体育室、ト

レーニング室、健康・体力相談室、体力測定室、会議室、研修室、談話室、

シャワー室及び更衣室を全て備える施設のうち、2,000平方メートル以上の

施設を対象とし、4,000平方メートルを限度とする。（略） 

・改造については、社会体育施設整備費補助金又は公立学校等施設整備費補助

金の交付を受けて建設し、20 年以上を経過した体育館で地域スポーツセン

ターとして不十分な施設のうち、改造前の床面積が1,500平方メートル以上

であり、……（略） 
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（提案要求先 文部科学省    ） 

（都 所 管 局 生活文化スポーツ局） 

 

＜現状・課題＞ 

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２１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。 

 

＜具体的要求内容＞ 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 私立学校助成の拡充 

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。 
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参  考 

 

私立高等学校等経常費助成費補助金の一層の充実 

 

【都の経常費補助金の実績及び予算額】 

 

学  種 平成20年度交付額 平成21年度予算額 

高等学校 62,575,320千円 63,218,264千円 

中 学 校 26,107,960千円 27,459,391千円 

小 学 校 6,597,077千円 7,057,483千円 

幼 稚 園 15,328,112千円 16,326,212千円 

計 110,608,469千円 114,061,350千円 

 

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２１年度）】 

 

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 52,743円 248,200円 21.3% 17.5% 

中 学 校 45,772円 247,900円 18.5% 15.6% 

小 学 校 44,116円 247,900円 17.8% 15.1% 

幼 稚 園 22,587円 144,400円 15.6% 13.5% 

 

 

【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】 

 

国庫補助予算額 都への国庫補助金交付額  

年度 
金  額 

対前年度

増(△)減
金  額 

対前年度

増(△)減

 

都の経常費補

助に占める国

庫補助の割合 

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% 15,366,883千円  2.2%  14.7% 

19年度 103,850百万円 0.0% 15,535,684千円  1.1%  14.5% 

20年度 103,850百万円 0.0% 16,149,731千円  4.0%  14.6% 

21年度 103,850百万円 0.0% － －  － 
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治  安  対  策 

－235－

治

安

対

策

－243－

－245－

－245－

<249>



 

 

１ テロへの効果的対処  

（提案要求先 内閣官房・警察庁・消防庁 ）      

（都 所 管 局 総務局・警視庁・東京消防庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 我が国の政治・経済の中心である首都東京は、テロの標的となる可能性があり、東

京でテロが発生した場合、その被害は自治体の対処能力を超えると予想され、国が主

体的な取組を一層強化する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都東京における実用化に向け、建物の形状や地形等を考慮した被害想定及び

避難誘導シミュレーションソフトのより一層の精緻化を図ること。 

（２）国際情勢及び東京のおかれた状況に即応し、安全な街首都東京の実現を図るた

め、テロ対処能力に優れた最先端技術を活用した資器材の充実強化を図ること。

１ 首都東京を守るテロ対応力の強化 

（１）実用化に向け、被害想定等シミュレーションソフトのより一層の

精緻化など改善を図ること。 

（２）テロ対策資器材の充実強化を図ること。 
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２ テロに備える体制整備  

（提案要求先 内閣官房・文部科学省・厚生労働省） 

（都 所 管 局 総務局・福祉保健局       ）       

 

＜現状・課題＞ 

世界の各地でテロが頻発しており、首都東京を守る対応力の強化が必要である。そ

のため、爆弾によるテロのみならず、大量殺傷物質（Ｎ：核物質、Ｂ：生物剤、Ｃ：

化学剤）などが用いられることも考慮しなくてはならない。特に、ＮＢＣテロが発生

した場合は、住民にも甚大な被害が想定され、国が総合的に対応力を強化する必要が

ある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国民保護法に基づく体制に加えて、ＮＢＣテロ等の事案発生から緊急対処事態

（大規模テロ）の認定に至るまで、国が総合的に対処する体制を整備し、自治体

と国との情報連絡体制やテロ発生時の連携内容を明確化すること。 

（２）研究所・病院等において、放射性物質の保管・管理を強化するとともに、爆薬

の原料となりうる薬品については、「毒物及び劇物取締法」の対象とならないも

のでも、法令による規制の対象とするなど、改善策の推進を図ること。 

（３）災害時において、災害現場に専門医師を派遣し、起因物質の特定や活動部隊へ

の助言及び特異症状から診断を行うための国立の専門センターを首都圏に設置す

ること。また、治療にあたる医療機関への助言や、高度専門的処置が必要な患者

を収容し専門治療を行うこと。平常時は、テロ災害に対する調査・研究・情報収

集や医療機関に対する研修及び訓練等の指導を行うこと。 

（１）テロ対策を総合的に推進するための体制を整備すること。 

（２）放射性物質、爆薬の原料となりうる薬品等の管理を強化すること。

（３）ＮＢＣテロ等の災害で必要とされる特殊医療に関する国立専門

センターを設置すること。 
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参  考 

 

（１）テロ対策を総合的に推進するための体制整備 

   

・ＮＢＣ攻撃による災害が発生した場合、緊急対処事態認定後であれば、国が「国

民の保護に関する基本指針」(※)に基づき、医療体制の確保等のＮＢＣに特有

な各種の措置を講じる。 

・しかし、事態認定に至らない場合には、災害対策基本法等の法令を適用し、各

自治体が自然災害対策における仕組みにより対処することとなっており、この

段階における国から自治体への支援及び連携の仕組みが不明確である。 
 

※『国民の保護に関する基本指針』 

第４章 ＮＢＣ攻撃による災害への対処 

○ＮＢＣ攻撃による災害が発生した場合、内閣総理大臣は、対処基本方針に基づき、

ＮＢＣ攻撃に関する迅速な情報収集、被災者の救助、医療体制の確保、迅速な原

因物質の特定、汚染地域の範囲の特定及び除染の実施等汚染の拡大の防止のため

に必要な措置を講ずる。 

 

（２）放射性物質、爆薬の原料となりうる薬品等の管理強化 

 

① 放射性物質に関するトラブル事例（文部科学省ＨＰより） 

                      （21年度は8月現在） 

② 爆発物原料の管理強化の動き 

（平成21年 6月 4日 政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部 

資料「主なテロの未然防止対策の現状」より） 

 

 

 

 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 

未報告物質の発見 ６件 １２件 １０件 １３件 ３件 

不適切な管理等 ４件 １１件 １２件 １０件 ３件 

合 計 １０件 ２３件 ２２件 ２３件 ６件 

・平成１７年３月、過酸化水素製剤等の化学物質について、購入目的に不審

な点がある者等への販売自粛など、適切な管理と販売を行う旨の指導を、

薬局・薬店や毒劇物の販売業者等に対して行うよう、厚生労働省が、都道

府県等に通知及び関係業界団体に依頼。 

・平成１９年５月、薬局等で購入した過酸化水素製剤等を使用した爆発物の

製造を図った者を検挙。同年９月、都道府県等及び関係業界団体に対して、

上記通知及び依頼の内容につき再周知。 

・平成２０年１０月、インターネットを介した過酸化水素製剤等の販売にお

ける本人確認の徹底及び警察への協力等について依頼 
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１ 首都警察特別補助金の増額  

 （提案要求先 警察庁） 

（都 所 管 局 警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 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となっていることから、超過勤務

手当の補助として昭和４４年度から昭和５４年度までは１０億円、５５年度以降現在

までは１５億円が交付されているところであるが、近年、我が国に対するテロ攻撃の

脅威の高まりや東京を取り巻く社会情勢の変化等により首都警察としての業務負担が

著しく増大していることから、首都警察の財政需要について適正な負担を求める。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 現行の１５億円から２５億円に増額すること。 

２ 総合的な治安対策の充実強化 

首都警察特別補助金を増額すること。 

－239－－247－
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２ 外国人犯罪対策の推進  

不法滞在者の退去強制の促進と出入国・在留資格審査の厳格化  

  （提案要求先 法務省           ） 

（都 所 管 局 青少年･治安対策本部・警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 外国人の不法滞在者対策を強化するため、国においては、摘発方面隊を整備し、増

員措置をしている。 

 しかし、不法滞在者の更なる減少を図るためには、以下の措置を講じていくことが

重要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）偽装結婚や偽装留学・就学など不正手段を行使して在留資格を偽装する滞在者

を排除するため、在留審査及び実態調査を行う人員体制を強化すること。 

（２）また、平成２１年７月、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約

に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正

する等の法律」が公布され、新たな在留管理制度が導入されることとなったこと

から、同制度を活用するための体制の整備を行うこと。 

 

在留資格を偽装する者の排除のため、実態調査等を行う人員体制を強化

すること。 
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省庁名

都市整備 26 米軍基地対策の推進

福祉・保健・医療 1 新興・再興感染症対策の充実

治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化

地方分権改革 1 地方分権改革の推進

都市整備 4 減災対策の推進

都市整備 5 首都圏広域防災拠点の整備

都市整備 9 災害時の広域連携に向けた防災情報通信網の整備

教育・青少年・スポーツ 1 総合的な青少年健全育成施策の拡充

教育・青少年・スポーツ 1 総合的な青少年健全育成施策の拡充

治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化

治安対策 2 総合的な治安対策の充実強化

消費者庁 福祉・保健・医療 9 健康危機管理体制の充実

地方分権改革 1 地方分権改革の推進

地方分権改革 2 国直轄事業負担金の抜本的改革

地方税財政 1 法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃

地方税財政 2 自動車関連諸税の暫定税率のあり方の再検討

地方税財政 3 制度創設及び見直しに伴う国の責任による確実な財源の確保等

地方税財政 4 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)

地方税財政 5 財政上の不合理な措置の是正

地方税財政 6 法人事業税の分割基準の適正化等

都市整備 4 減災対策の推進

都市整備 24 都市高速鉄道整備の充実・強化

環境 1 地球温暖化防止対策の推進

福祉・保健・医療 4 子ども手当創設に伴う確実な財源の確保等

教育・青少年・スポーツ 1 総合的な青少年健全育成施策の拡充

教育・青少年・スポーツ 2 高校授業料の実質無償化に伴う確実な財源の確保等

消防庁 治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化

都市整備 7 マンション耐震化及び適切な更新による都市再生

都市整備 27 羽田空港の再拡張と国際化の推進

福祉・保健・医療 1 新興・再興感染症対策の充実

教育・青少年・スポーツ 1 総合的な青少年健全育成施策の拡充

治安対策 2 総合的な治安対策の充実強化

都市整備 26 米軍基地対策の推進

福祉・保健・医療 1 新興・再興感染症対策の充実

生活・産業 1 国産ジェット旅客機の開発支援

地方分権改革 1 地方分権改革の推進

地方分権改革 2 国直轄事業負担金の抜本的改革

地方税財政 1 法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃

地方税財政 2 自動車関連諸税の暫定税率のあり方の再検討

地方税財政 3 制度創設及び見直しに伴う国の責任による確実な財源の確保等

地方税財政 5 財政上の不合理な措置の是正

都市整備 27 羽田空港の再拡張と国際化の推進

都市整備 29 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

環境 1 地球温暖化防止対策の推進

環境 4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充

環境 5 都市再生推進のための国有財産の活用

環境 7 都市農地保全のための制度の改善

福祉・保健・医療 4 子ども手当創設に伴う確実な財源の確保等

教育・青少年・スポーツ 2 高校授業料の実質無償化に伴う確実な財源の確保等

総務省

警察庁

省庁別提案要求項目一覧
項目名区分

内閣官房

内閣府

法務省

外務省

財務省
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省庁名

省庁別提案要求項目一覧
項目名区分

地方分権改革 1 地方分権改革の推進

都市整備 8 私立学校の耐震化対策に係る助成の拡充

環境 6 国による緑の創出・保全への率先行動

教育・青少年・スポーツ 1 総合的な青少年健全育成施策の拡充

教育・青少年・スポーツ 2 高校授業料の実質無償化に伴う確実な財源の確保等

教育・青少年・スポーツ 3 スポーツ振興事業の推進(スポーツ施設の整備促進)

教育・青少年・スポーツ 4 私立学校助成の拡充

治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化

都市整備 6 病院の耐震化対策に係る補助制度の拡充

都市整備 27 羽田空港の再拡張と国際化の推進

環境 14 花粉症対策の推進

福祉・保健・医療 1 新興・再興感染症対策の充実

福祉・保健・医療 2 保育所制度の抜本的改革

福祉・保健・医療 3 保健医療施策の推進

福祉・保健・医療 4 子ども手当創設に伴う確実な財源の確保等

福祉・保健・医療 5 ウイルス肝炎対策の強化

福祉・保健・医療 6 社会的養護施策の充実

福祉・保健・医療 7 高齢社会対策の推進

福祉・保健・医療 8 障害者施策の推進

福祉・保健・医療 9 健康危機管理体制の充実

生活・産業 4 障害者の就業支援策の一層の充実

生活・産業 5 緊急雇用対策の推進

教育・青少年・スポーツ 1 総合的な青少年健全育成施策の拡充

治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化

都市整備 27 羽田空港の再拡張と国際化の推進

環境 7 都市農地保全のための制度の改善

環境 8 小笠原諸島世界自然遺産登録実現の推進

環境 14 花粉症対策の推進

福祉・保健・医療 9 健康危機管理体制の充実

生活・産業 3 沖ノ鳥島の利活用の推進

地方分権改革 1 地方分権改革の推進

都市整備 4 減災対策の推進

環境 1 地球温暖化防止対策の推進

環境 9 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化

環境 11 微小粒子状物質（ＰＭ２．５）・光化学オキシダント対策の推進

環境 12 市街地土壌汚染対策の推進

環境 13 廃棄物・リサイクル対策の拡充

生活・産業 1 国産ジェット旅客機の開発支援

生活・産業 2 緊急保証制度の拡充

教育・青少年・スポーツ 1 総合的な青少年健全育成施策の拡充

地方分権改革 1 地方分権改革の推進

地方分権改革 2 国直轄事業負担金の抜本的改革

地方税財政 2 自動車関連諸税の暫定税率のあり方の再検討

都市整備 1 八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の促進等

都市整備 2 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進

都市整備 3 木造住宅密集地域の整備促進

都市整備 4 減災対策の推進

都市整備 5 首都圏広域防災拠点の整備

都市整備 7 マンション耐震化及び適切な更新による都市再生

都市整備 10 大都市海岸の緊急高潮対策の推進

文部科学省

厚生労働省

国土交通省

農林水産省

経済産業省
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省庁名

省庁別提案要求項目一覧
項目名区分

都市整備 11 総合的な治水対策の推進

都市整備 12 下水道事業に対する補助制度の創設及び拡充

都市整備 13 首都移転の白紙撤回

都市整備 14 市街地の開発に係る諸事業の推進

都市整備 15 ユビキタス技術を活用したまちづくりの推進

都市整備 16 不法係留船対策の推進

都市整備 17 公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正

都市整備 18 外かく環状道路の整備促進

都市整備 19 高速道路網の整備促進及び有効活用

都市整備 20 国道等の整備促進

都市整備 21 道路・橋梁事業の推進

都市整備 22 連続立体交差事業の推進

都市整備 23 踏切対策推進のための制度の創設・拡充

都市整備 24 都市高速鉄道整備の充実・強化

都市整備 25 ＪＲ中央線の複々線化の早期実現

都市整備 26 米軍基地対策の推進

都市整備 27 羽田空港の再拡張と国際化の推進

都市整備 28 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

都市整備 29 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

都市整備 30 首都圏新空港の事業化の促進

都市整備 31 物流機能の強化に向けた東京港整備の推進　

都市整備 32 港湾の施設の延命化に伴う維持管理費助成制度の創設

環境 1 地球温暖化防止対策の推進

環境 2 ヒートアイランド対策の推進

環境 3 公園整備事業の推進

環境 4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充

環境 5 都市再生推進のための国有財産の活用

環境 7 都市農地保全のための制度の改善

環境 8 小笠原諸島世界自然遺産登録実現の推進

環境 9 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化

環境 10 道路環境対策の推進

環境 11 微小粒子状物質（ＰＭ２．５）・光化学オキシダント対策の推進

環境 12 市街地土壌汚染対策の推進

福祉・保健・医療 1 新興・再興感染症対策の充実

福祉・保健・医療 7 高齢社会対策の推進

生活・産業 1 国産ジェット旅客機の開発支援

生活・産業 3 沖ノ鳥島の利活用の推進

環境 1 地球温暖化防止対策の推進

環境 2 ヒートアイランド対策の推進

環境 7 都市農地保全のための制度の改善

環境 8 小笠原諸島世界自然遺産登録実現の推進

環境 9 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化

環境 11 微小粒子状物質（ＰＭ２．５）・光化学オキシダント対策の推進

環境 12 市街地土壌汚染対策の推進

環境 13 廃棄物・リサイクル対策の拡充

環境 14 花粉症対策の推進

都市整備 26 米軍基地対策の推進

生活・産業 1 国産ジェット旅客機の開発支援

国土交通省

防衛省

環境省
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区分

1 地方分権改革の推進 【1】内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（総括担当）　　

【1】内閣府地方分権改革推進委員会事務局参事官

【1】総務省自治財政局財政課、調整課、自治税務局企画課

【1】財務省主計局主計官、主税局総務課

【2】内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（総括担当）

【1】内閣府地方分権改革推進委員会事務局参事官

【2】総務省自治財政局財政課、自治税務局企画課

【2】財務省主計局主計官、主税局総務課

【3】内閣府地方分権改革推進委員会事務局参事官

【3】国土交通省鉄道局都市鉄道課

【４】総務省自治行政局行政課、自治財政局財務調査課、

【4】文部科学省高等教育局大学振興課、経済産業省産業技術環境局大学連携推進課

2 国直轄事業負担金の抜本的改革 総務省自治財政局財政課、調整課、交付税課

財務省主計局主計官

国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課、河川局総務課

国土交通省道路局国道・防災課、港湾局計画課

1 法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃 総務省自治税務局企画課

財務省主税局総務課

2 自動車関連諸税の暫定税率のあり方の再検討 総務省自治財政局財政課、調整課、交付税課、自治税務局企画課

財務省主計局主計官、主税局総務課

国土交通省総合政策局政策課、道路局企画課、都市・地域整備局総務課

3 制度創設及び見直しに伴う国の責任による 総務省自治財政局財政課、調整課、交付税課

確実な財源の確保等 財務省主計局主計官

4 地方自治体における会計制度改革の推進 総務省自治行政局行政課、自治財政局財務調査課

(複式簿記・発生主義会計の導入)

5 財政上の不合理な措置の是正 【(1)①】総務省自治財政局交付税課、自治税務局企画課

【(1)①】財務省主税局総務課

【(1)②】総務省自治財政局財政課、自治財政局調整課

【(1)②】財務省主計局主計官

【(2)】総務省自治財政局調整課

【(2)】財務省主計局主計官

【(3)】総務省自治税務局固定資産税課

【(3)】財務省主計局主計官

6 法人事業税の分割基準の適正化等 総務省自治税務局都道府県税課

1 八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の促進等 国土交通省河川局水政課、河川計画課、河川環境課、治水課

　　　　　　　   土地･水資源局水資源部水資源政策課、水資源計画課、水源地域対策課

2 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進 国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室

3 木造住宅密集地域の整備促進 【1(1)】国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課、都市・地域安全課、道路局企画課

【1(2)】国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課

【2(1)(2)】国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室

【2(3)】国土交通省住宅局建築指導課、市街地建築課市街地住宅整備室

【2(4)】国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室

【3】国土交通省住宅局住宅総合整備課、市街地建築課市街地住宅整備室

4 減災対策の推進 【1】国土交通省航空局空港部空港政策課、計画課、技術企画課

【2】内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（地震・火山・大規模水害対策担当）

【2】総務省総合通信基盤局電気通信技術システム課

【2】経済産業省大臣官房総務課（国会防災担当）

【2】国土交通省道路局国道・防災課、地方道・環境課

5 首都圏広域防災拠点の整備 【(1)】内閣府政策統括官（防災担当）、官房審議官（防災担当）、

【(1)】内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（地震・火山・大規模水害対策担当）

【(1)】国土交通省都市・地域整備局官房審議官（都市生活環境担当）、公園緑地・景観課

【(2)】内閣府政策統括官（防災担当）、官房審議官（防災担当）、

【(1)】内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（地震・火山・大規模水害対策担当）

6 病院の耐震化対策に係る補助制度の拡充 厚生労働省医政局指導課

7 マンション耐震化及び適切な更新による 法務省（参事官室）民事局

都市再生 国土交通省住宅局市街地建築課

8 私立学校の耐震化対策に係る助成の拡充 文部科学省初等中等教育局幼児教育課、高等教育局私学部私学助成課

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室

9 災害時の広域連携に向けた防災情報通信網の整備 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（災害応急対策担当）

10 大都市海岸の緊急高潮対策の推進 国土交通省港湾局海岸・防災課

11 総合的な治水対策の推進 【1】国土交通省河川局総務課、河川計画課、河川環境課、治水課、砂防部砂防計画課、保全課

【2(1)～(3)】国土交通省河川局総務課、河川環境課、治水課

【2(4)】国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課

【3～6】国土交通省河川局総務課、河川環境課、治水課、砂防部砂防計画課、保全課

12 下水道事業に対する補助制度の創設及び拡充 国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課

主な提案要求先一覧
提案要求先所管課
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13 首都移転の白紙撤回 国土交通省国土計画局首都機能移転企画課

14 市街地の開発に係る諸事業の推進 【1】国土交通省都市･地域整備局市街地整備課

【2】国土交通省都市･地域整備局市街地整備課、住宅局市街地建築課

【3】国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室

【4(1)】国土交通省都市･地域整備局街路交通施設課

【4(2)】国土交通省都市･地域整備局都市・地域安全課、住宅局市街地建築課

15 ユビキタス技術を活用したまちづくりの推進 国土交通省政策統括官付参事官

　　　　 　　　道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室

16 不法係留船対策の推進 国土交通省河川局水政課　

17 公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正 国土交通省総合政策局総務課、土地・水資源局総務課

18 外かく環状道路の整備促進 【(1)～(3)】国土交通省道路局有料道路課、企画課、地方道・環境課、国道・防災課、

 　　　　　　　　　　　　　　　　都市・地域整備局都市計画課、街路交通施設課、都市･地域政策課

【(4)】国土交通省都市･地域整備局市街地整備課

19 高速道路網の整備促進及び有効活用 【1(1)】国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課、都市計画課、都市・地域政策課

【1(1)】国土交通省道路局総務課高速道路経営管理室、有料道路課、企画課、

道路経済調査室、地方道・環境課、国道・防災課

【1(2)】国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課、都市・地域政策課

【1(2)】国土交通省道路局有料道路課、企画課

【1(3)～(5)】国土交通省都市・地域整備局都市・地域政策課、道路局有料道路課、企画課

【2】国土交通省都市・地域整備局都市・地域政策課

【2】国土交通省道路局有料道路課、企画課、地方道・環境課

20 国道等の整備促進 【1】国土交通省道路局企画課、国道・防災課

【1(3)】国土交通省都市･地域整備局市街地整備課

【2】国土交通省港湾局計画課

21 道路・橋梁事業の推進 【1】国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課

【1】国土交通省道路局企画課、国道防災課、地方道・環境課

【2】国土交通省道路局国道・防災課、地方道・環境課

【3】国土交通省道路局地方道・環境課

【4】国土交通省道路局企画課、国道・防災課、地方道・環境課

【5】国土交通省道路局地方道・環境課、港湾局計画課

【6,7】国土交通省道路局国道・防災課、地方道・環境課

【8】国土交通省港湾局計画課

22 連続立体交差事業の推進 【(1)(2)】国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課、道路局企画課
【(3)】国土交通省都市･地域整備局画街路交通施設課、市街地整備課、道路局企画課

23 踏切対策推進のための制度の創設・拡充 国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課、道路局路政課、鉄道局施設課

24 都市高速鉄道整備の充実・強化 【1】総務省自治財政局公営企業課

【2】国土交通省鉄道局都市鉄道課、財務課、施設課

25 ＪＲ中央線の複々線化の早期実現 国土交通省鉄道局都市鉄道課

26 米軍基地対策の推進 【1】外務省北米局日米安全保障条約課

    防衛省地方協力局地方協力企画課

【2】内閣官房副長官補

    外務省北米局日米安全保障条約課

    国土交通省航空局空港部計画課、道路局企画課、国道・防災課

    防衛省防衛政策局防衛政策課、日米防衛協力課

【3】外務省北米局日米安全保障条約課

    国土交通省航空局管制保安部保安企画課、管制課、空域調整整備室

    防衛省地方協力局地方協力企画課

27 羽田空港の再拡張と国際化の推進 【1(1)】国土交通省航空局監理部総務課、国際航空課、航空事業課、

【1(1)】国土交通省航空局空港部首都圏空港課、計画課、技術企画課、

【1(1)】国土交通省航空局管制保安部保安企画課、管制課

【1(1)】国土交通省港湾局計画課

【1(2)～(4)】国土交通省航空局空港部首都圏空港課、計画課、技術企画課

【1(5)～(8)】国土交通省航空局監理部総務課、国際航空課、航空事業課、
【1(4)～(7)】国土交通省航空局            空港部首都圏空港課、計画課、技術企画課、環境・地域振興課、

【1(5)～(8)】国土交通省航空局管制保安部保安企画課、管制課

【1(9)】国土交通省航空局管理部総務課、国際航空課、航空事業課、

【1(9)】国土交通省 航局        空港部首都圏空港課、計画課、技術企画課、環境・地域振興課

【1(9)】国土交通省航空局管制保安部保安企画課、管制課

【1(9)】国土交通省港湾局計画課

【1(10)】法務省入国管理局総務課

【1(10)】財務省関税局監視課

【1(10)】厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課

【1(10)】農林水産省消費・安全局動物衛生課、植物防疫課

【1(10)】国土交通省航空局空港部首都圏空港課、計画課、技術企画課
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羽田空港の再拡張と国際化の推進 【2】国土交通省航空局管理部総務課、国際航空課、航空事業課、

【2】国土交通省 航局     空港部首都圏空港課、計画課、技術企画課、環境・地域振興課

【2】国土交通省航空局管制保安部保安企画課、管制課

【3】国土交通省航空局空港部首都圏空港課、計画課、技術企画課、港湾局計画課

28 京浜三港（東京港・川崎港・横浜港）が実施する 【(1)】国土交通省港湾局港湾経済課、計画課

広域連携施策への支援 【(2)】国土交通省海事局外航課、海技課、港湾局港湾経済課、計画課

【(2)】国土交通省道路局国道・防災課、鉄道局総務課

【(3)】国土交通省港湾局計画課

29 スーパー中枢港湾育成に向けた取組に対する 【(1)(2)】財務省主計局主計官

支援の強化 【(1)(2)】国土交通省港湾局港湾経済課、計画課

【(3)】国土交通省港湾局港湾経済課、計画課

30 首都圏新空港の事業化の促進 国土交通省航空局監理部総務課、空港部計画課

31 物流機能の強化に向けた東京港整備の推進　 国土交通省港湾局計画課

32 港湾の施設の延命化に伴う維持管理費助成 国土交通省港湾局計画課

制度の創設

1 地球温暖化防止対策の推進 【1(1)】経済産業省産業技術環境局環境政策課

【1(1)】環境省地球環境局地球温暖化対策課

【1(2)】財務省大臣官房地方課     

【1(2)】経済産業省産業技術環境局環境政策課

【1(1)】環境省地球環境局地球温暖化対策課

【１(３)】経済産業省資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁省ｴﾈﾙｷﾞｰ・新ｴﾈﾙｷﾞｰ部省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課

【1(1)】環境省地球環境局地球温暖化対策課

【1(4)】総務省自治税務局企画課

【1(4)】環境省地球環境局地球温暖化対策課

【１(5)】経済産業省資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁省ｴﾈﾙｷﾞｰ・新ｴﾈﾙｷﾞｰ部政策課、省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課

【１(5)】環境省地球環境局地球温暖化対策課

【1(6)】総務省自治行政局行政課

【1(6)】経済産業省資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁省ｴﾈﾙｷﾞｰ・新ｴﾈﾙｷﾞｰ部政策課、省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課

【1(6)】環境省地球環境局地球温暖化対策課

【1(7)】経済産業省資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁省ｴﾈﾙｷﾞｰ・新ｴﾈﾙｷﾞｰ部省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課

【1(7)】環境省地球環境局地球温暖化対策課

【1(8)①】経済産業省製造産業局自動車課

【1(8)①】国土交通省自動車交通局技術安全部環境課

【1(8)①】環境省水・大気環境局自動車環境対策課

【1(8)②③】国土交通省道路局地方道・環境課

【1(8)②③】環境省水・大気環境局自動車環境対策課

【2(1)】経済産業省産業技術局環境政策課

　　　　                 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁省ｴﾈﾙｷﾞｰ・新ｴﾈﾙｷﾞｰ部新ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課

【2(1)】環境省地球環境局地球温暖化対策課

【2(2)】財務省大臣官房地方課

【2(2)】経済産業省資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁省ｴﾈﾙｷﾞｰ・新ｴﾈﾙｷﾞｰ部政策課、新ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課

【2(2)】環境省総合環境政策局環境経済課、地球環境局地球温暖化対策課

【2(3)】経済産業省資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁省ｴﾈﾙｷﾞｰ・新ｴﾈﾙｷﾞｰ部政策課、省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課

【2(3)】環境省総合環境政策局環境経済課、地球環境局地球温暖化対策課

【2(4)～(8)】国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課

2 ヒートアイランド対策の推進 【1】環境省水・大気環境局大気生活環境室

【2】国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課

3 公園整備事業の推進 国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課

4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充 財務省主税局税制第一課

国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課、都市計画課

5 都市再生推進のための国有財産の活用 財務省理財局国有財産業務課

国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課

6 国による緑の創出・保全への率先行動 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課

7 都市農地保全のための制度の改善 【(1)】農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課（都市農業室）

       国土交通省都市・地域整備局都市計画課

       環境省自然環境局自然環境計画課

【(2)①】農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課（都市農業室）

         国土交通省都市・地域整備局都市計画課

【(2)②】財務省主税局税制第一課

         農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課（都市農業室）

         国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課

         環境省自然環境局自然環境計画課

8 小笠原諸島世界自然遺産登録実現の推進 【(1)】農林水産省林野庁国有林野部経営企画課、森林整備部研究・保全課　　

【(1)】環境省自然環境局自然環境計画課、野生生物課

【(2)】環境省自然環境局野生生物課
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小笠原諸島世界自然遺産登録実現の推進 【(3)】国土交通省都市・地域整備局特別地域振興官

【(4)】環境省自然環境局自然環境計画課

9 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化 【1(1)】国土交通省自動車交通局技術安全部環境課

　　　　環境省水・大気環境局自動車環境対策課

【1(2)】環境省総合環境政策局環境経済課

【2(1)】経済産業省製造産業局自動車課

　　　　国土交通省自動車交通局技術安全部環境課

　　　  環境省水・大気環境局総務課

【2(2)】経済産業省製造産業局自動車課

　　　　国土交通省自動車交通局総務課

　　　　環境省水・大気環境局自動車環境対策課

【3】国土交通省道路局地方道・環境課

　　環境省水・大気環境局自動車環境対策課

【4】環境省総合環境政策局環境保健部企画課、水・大気環境局総務課

【5】環境省総合環境政策局環境保健部企画課

10 道路環境対策の推進 国土交通省道路局企画課、国道・防災課、地方道・環境課

11 微小粒子状物質（ＰＭ２．５）・ 【(1)】環境省水・大気環境局大気環境課

光化学オキシダント対策の推進 【(2)①】経済産業省産業技術環境局環境指導室

【(2)①】環境省水・大気環境局大気環境課

【(2)②】環境省水・大気環境局大気環境課、水・大気環境局環境管理技術室

【(2)③】国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課

         環境省水・大気環境局大気環境課

【(2)④】環境省水・大気環境局大気環境課

【(2)⑤】経済産業省産業技術環境局環境指導室

         環境省水・大気環境局大気環境課

【(3)】環境省水・大気環境局大気環境課

【(4)】環境省水・大気環境局大気環境課

12 市街地土壌汚染対策の推進 【(1)～(2)】環境省水・大気環境局土壌環境課

【(3)】国土交通省土地・水資源局土地政策課

　    環境省水・大気環境局土壌環境課

【(4)】経済産業省産業技術環境局環境指導室

　    環境省水・大気環境局土壌環境課

【(5)】環境省水・大気環境局土壌環境課

13 廃棄物・リサイクル対策の拡充 経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室

14 花粉症対策の推進 【1(1)】農林水産省林野庁森林整備部研究・保全課

【1(2)】農林水産省林野庁林政部木材利用課

【2(1)】厚生労働省健康局疾病対策課

【2(2)】環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課、水・大気環境局大気環境課

1 新興・再興感染症対策の充実 【1】内閣官房副長官補新型インフルエンザ等対策室

【1】法務省入国管理局警備課

【1】厚生労働省健康局結核感染症課、医薬食品局

【1】国土交通省港湾局総務課

【2】内閣官房副長官補付内閣参事官

【2】外務省北米局日米安全保障条約課

【2】厚生労働省健康局結核感染症課、医薬食品局血液対策課

2 保育所制度の抜本的改革 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課

3 保健医療施策の推進 【1】厚生労働省医政局総務課、指導課、保険局医療課

【2】厚生労働省医政局看護課

【3】厚生労働省医政局総務課、歯科保健課、保険局医療課

【4(1)】厚生労働省健康局総務課がん対策推進室

【4(2)】厚生労働省健康局総務課がん対策推進室、保険局医療課

【5～7】厚生労働省医政局指導課、保険局医療課

4 子ども手当創設に伴う確実な財源の確保等 総務省自治財政局財政課、調整課

財務省主計局主計官

厚生労働省児童家庭局育成環境課児童手当管理室

5 ウイルス肝炎対策の強化 厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室

6 社会的養護施策の充実 厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課

7 高齢社会対策の推進 【1】厚生労働省老健局認知症・虐待防止対策推進室

【2(1)】厚生労働省保険局医療課、医政局総務課

【2(2)(3)】厚生労働省老健局老人保健課

【3】(1)(3)厚生労働省老健局高齢者支援課

【3】(1)(3)国土交通省住宅局住宅総合整備課

【3】(2)厚生労働省老健局高齢者支援課
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8 障害者施策の推進 【1】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課、障害福祉課

【2】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

【3(1)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

【3(2)～(5)(8)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

【3(6)(7)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課

【4】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

【5】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課

9 健康危機管理体制の充実 【1】消費者庁食品表示課

【1】厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課

【1】農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課

【2】厚生労働省健康局結核感染症課

1 国産ジェット旅客機の開発支援 外務省アジア大洋州局地域政策課

経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課

国土交通省航空局技術部航空機安全課

防衛省経理装備局技術計画官付

2 緊急保証制度の拡充 経済産業省中小企業庁事業環境部金融課

3 沖ノ鳥島の利活用の推進 【(1)】農林水産省水産庁漁港漁場整備部計画課

【(2)】国土交通省河川局海岸室

4 障害者の就業支援策の一層の充実 【(1)(2)】厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課　

【(3)】厚生労働省職業能力開発局能力開発課

5 緊急雇用対策の推進 厚生労働省政策総括官付労働政策担当参事官室

1 総合的な青少年健全育成施策の拡充 【1】内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官(青少年企画担当)　　 

【1】文部科学省初等中等教育局児童生徒課、スポーツ・青少年局青少年課

【1】厚生労働省職業安定局雇用開発課、職業能力開発局キャリア形成支援室

     　　　　　　　 社会・援護局総務課

【2】法務省矯正局少年矯正課、保護局更生保護振興課、観察課

【2】厚生労働省職業安定局就労支援室

【3】内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付青少年ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境整備推進室

【3】総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課

【3】文部科学省初等中等教育局児童生徒課、スポーツ・青少年局青少年課

【3】経済産業省商務情報政策局情報経済課

【3】警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課、少年課

2 高校授業料の実質無償化に伴う確実な 総務省自治財政局財政課、調整課

財源の確保等 財務省主計局主計官

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課、児童生徒課

文部科学省高等教育局私学部私学助成課

3 スポーツ振興事業の推進(スポーツ施設の整備促進) 文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課

4 私立学校助成の拡充 文部科学省高等教育局私学部私学助成課

1 首都東京を守るテロ対応力の強化 【1(1)】内閣官房副長官補（安全保障・危機管理）付参事官

【1(2)】警察庁警備局警備企画課

【1(2)】消防庁国民保護・防災部防災課国民保護室

【2(1)】内閣官房副長官補（安全保障・危機管理）付参事官

【2(2)】内閣官房副長官補（安全保障・危機管理）付参事官

【2(2)】文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課

【2(2)】厚生労働省医薬食品局審査管理課

【2(3)】内閣官房副長官補（安全保障・危機管理）付参事官

【2(3)】厚生労働省大臣官房厚生科学課

2 総合的な治安対策の充実強化 【1】警察庁長官官房会計課

【2】法務省入国管理局総務課
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局名

地方分権改革 1 地方分権改革の推進

地方分権改革 2 国直轄事業負担金の抜本的改革

地方税財政 1 法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃

都市整備 13 首都移転の白紙撤回

都市整備 26 米軍基地対策の推進

福祉・保健・医療 1 新興・再興感染症対策の充実

生活・産業 1 国産ジェット旅客機の開発支援

教育・青少年・スポーツ 1 総合的な青少年健全育成施策の拡充

治安対策 2 総合的な治安対策の充実強化

地方分権改革 1 地方分権改革の推進

都市整備 4 減災対策の推進

都市整備 5 首都圏広域防災拠点の整備

都市整備 9 災害時の広域連携に向けた防災情報通信網の整備

福祉・保健・医療 1 新興・再興感染症対策の充実

治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化

地方分権改革 1 地方分権改革の推進

地方分権改革 2 国直轄事業負担金の抜本的改革

地方税財政 1 法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃

地方税財政 2 自動車関連諸税の暫定税率のあり方の再検討

地方税財政 3 制度創設及び見直しに伴う国の責任による確実な財源の確保等

地方税財政 4 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)

地方税財政 5 財政上の不合理な措置の是正

福祉・保健・医療 4 子ども手当創設に伴う確実な財源の確保等

教育・青少年・スポーツ 2 高校授業料の実質無償化に伴う確実な財源の確保等

地方分権改革 1 地方分権改革の推進

地方税財政 1 法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃

地方税財政 2 自動車関連諸税の暫定税率のあり方の再検討

地方税財政 5 財政上の不合理な措置の是正

地方税財政 6 法人事業税の分割基準の適正化等

環境 1 地球温暖化防止対策の推進

都市整備 8 私立学校の耐震化対策に係る助成の拡充

教育・青少年・スポーツ 2 高校授業料の実質無償化に伴う確実な財源の確保等

教育・青少年・スポーツ 3 スポーツ振興事業の推進(スポーツ施設の整備促進)

教育・青少年・スポーツ 4 私立学校助成の拡充

地方分権改革 1 地方分権改革の推進

都市整備 1 八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の促進等

都市整備 2 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進

都市整備 3 木造住宅密集地域の整備促進

都市整備 4 減災対策の推進

都市整備 7 マンション耐震化及び適切な更新による都市再生

都市整備 14 市街地の開発に係る諸事業の推進

都市整備 15 ユビキタス技術を活用したまちづくりの推進

都市整備 17 公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正

都市整備 18 外かく環状道路の整備促進

都市整備 19 高速道路網の整備促進及び有効活用

都市整備 20 国道等の整備促進

都市整備 21 道路・橋梁事業の推進

都市整備 22 連続立体交差事業の推進

都市整備 23 踏切対策推進のための制度の創設・拡充

都市整備 25 ＪＲ中央線の複々線化の早期実現

都市整備 26 米軍基地対策の推進

都市整備 27 羽田空港の再拡張と国際化の推進

都市整備 30 首都圏新空港の事業化の促進

環境 2 ヒートアイランド対策の推進

環境 3 公園整備事業の推進

環境 4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充

環境 5 都市再生推進のための国有財産の活用

環境 7 都市農地保全のための制度の改善

福祉・保健・医療 7 高齢社会対策の推進

環境 1 地球温暖化防止対策の推進

環境 2 ヒートアイランド対策の推進

環境 4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充

環境 6 国による緑の創出・保全への率先行動

環境 7 都市農地保全のための制度の改善

環境 8 小笠原諸島世界自然遺産登録実現の推進

環境 9 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化

環境 11 微小粒子状物質（ＰＭ２．５）・光化学オキシダント対策の推進

環境 12 市街地土壌汚染対策の推進

環境 13 廃棄物・リサイクル対策の拡充

財務局

環境局

都市整備局

生活文化スポーツ局

主税局

所管局別提案要求項目一覧

総務局

青少年・治安対策本部

区分 項目名

知事本局
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局名

所管局別提案要求項目一覧
区分 項目名

都市整備 6 病院の耐震化対策に係る補助制度の拡充

環境 9 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化

環境 14 花粉症対策の推進

福祉・保健・医療 1 新興・再興感染症対策の充実

福祉・保健・医療 2 保育所制度の抜本的改革

福祉・保健・医療 3 保健医療施策の推進

福祉・保健・医療 4 子ども手当創設に伴う確実な財源の確保等

福祉・保健・医療 5 ウイルス肝炎対策の強化

福祉・保健・医療 6 社会的養護施策の充実

福祉・保健・医療 7 高齢社会対策の推進

福祉・保健・医療 8 障害者施策の推進

福祉・保健・医療 9 健康危機管理体制の充実

教育・青少年・スポーツ 1 総合的な青少年健全育成施策の拡充

治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化

福祉・保健・医療 1 新興・再興感染症対策の充実

福祉・保健・医療 3 保健医療施策の推進

地方分権改革 1 地方分権改革の推進

都市整備 15 ユビキタス技術を活用したまちづくりの推進

環境 7 都市農地保全のための制度の改善

環境 14 花粉症対策の推進

福祉・保健・医療 9 健康危機管理体制の充実

生活・産業 2 緊急保証制度の拡充

生活・産業 3 沖ノ鳥島の利活用の推進

生活・産業 4 障害者の就業支援策の一層の充実

生活・産業 5 緊急雇用対策の推進

教育・青少年・スポーツ 1 総合的な青少年健全育成施策の拡充

地方分権改革 2 国直轄事業負担金の抜本的改革

地方税財政 2 自動車関連諸税の暫定税率のあり方の再検討

都市整備 1 八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の促進等

都市整備 3 木造住宅密集地域の整備促進

都市整備 4 減災対策の推進

都市整備 5 首都圏広域防災拠点の整備

都市整備 11 総合的な治水対策の推進

都市整備 14 市街地の開発に係る諸事業の推進

都市整備 15 ユビキタス技術を活用したまちづくりの推進

都市整備 16 不法係留船対策の推進

都市整備 17 公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正

都市整備 18 外かく環状道路の整備促進

都市整備 19 高速道路網の整備促進及び有効活用

都市整備 20 国道等の整備促進

都市整備 21 道路・橋梁事業の推進

都市整備 22 連続立体交差事業の推進

都市整備 23 踏切対策推進のための制度の創設・拡充

環境 3 公園整備事業の推進

環境 5 都市再生推進のための国有財産の活用

環境 10 道路環境対策の推進

生活・産業 3 沖ノ鳥島の利活用の推進

地方分権改革 2 国直轄事業負担金の抜本的改革

都市整備 10 大都市海岸の緊急高潮対策の推進

都市整備 20 国道等の整備促進

都市整備 21 道路・橋梁事業の推進

都市整備 27 羽田空港の再拡張と国際化の推進

都市整備 28 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

都市整備 29 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

都市整備 31 物流機能の強化に向けた東京港整備の推進　

都市整備 32 港湾の施設の延命化に伴う維持管理費助成制度の創設

福祉・保健・医療 1 新興・再興感染症対策の充実

地方税財政 4 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)

地方税財政 5 財政上の不合理な措置の是正

地方分権改革 1 地方分権改革の推進

都市整備 24 都市高速鉄道整備の充実・強化

水道局 都市整備 1 八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の促進等

都市整備 11 総合的な治水対策の推進

都市整備 12 下水道事業に対する補助制度の創設及び拡充

環境 1 地球温暖化防止対策の推進

教育・青少年・スポーツ 1 総合的な青少年健全育成施策の拡充

教育・青少年・スポーツ 2 高校授業料の実質無償化に伴う確実な財源の確保等

治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化

治安対策 2 総合的な治安対策の充実強化

東京消防庁 治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化

警視庁

下水道局

交通局

教育庁

福祉保健局

病院経営本部

建設局

港湾局

会計管理局

産業労働局
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