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我が国は今、 厳しい国際競争の荒波と経済不況に見舞われ、

都民・国民はかつての自信を失っています。 

しかしながら、今日の停滞にあってもなお、東京・日本の

実力は国際的に極めて高く、豊かな可能性・潜在力を持って

います。 

都は、「都市の力」で日本を再生するため、「１０年後の

東京」計画を羅針盤に、世界の範となる都市へと成熟を遂げ

る歩みを進めております。 

羽田空港のさらなる国際化や港湾機能の強化、東京の致命

的な弱点である交通渋滞の解消に向けた取組など、日本の頭

脳部・心臓部である首都東京の機能と魅力を大きく高めるた

め、効果の高い施策を推進してまいります。 

また、都は、世界最先端の低炭素型都市東京の実現に向け

て、本年４月１日からキャップ・アンド・トレード制度を開

始しましたが、国に対しては、総量削減を中核とする実効性

の高い制度の実現を求めてまいります。 

今回の提案要求は、日本の成長エンジンである首都東京の

活力を維持・向上させ、その真の実力と豊かな可能性を日本

全体の発展に繋げるための重要な施策です。 

大臣及び省庁におかれましては、こうした状況をご理解い

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、お願い致します。 

 

平成２２年６月  

 

                    東 京 都  
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平成２３年度 国の施策及び予算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 

 地方分権改革の実現、「１０年後の東京」及び「『１０年後の東京』への実行プログラ

ム２０１０」の実現に資する取組、国と都の実務者協議会に係る協議事項などを重点事

項とした。 

 また、重点事項のうち、知事が国に働きかける事項を最重点事項とし、主な重点事項

とともに、機会のあるごとに国に働きかけていく。 

２ 最重点事項及び主な重点事項 

最
重
点
事
項 

１ 首都圏の機能と魅力に磨きをかける社会資本整備の推進 

２ 用途地域等を活用した、東京における一体的な都市づくりの推進【新規】 

３ 「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化【新規】 

４ 地球温暖化防止対策の更なる推進      

５ 法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃 

６ 八ッ場ダム建設事業の本体工事の早期着手 

主
な
重
点
事
項 

７ 地方分権改革の推進 

８ 首都東京の道路整備の着実な推進 

９ 連続立体交差事業の推進 

10 都市を再生し防災性の向上に寄与するまちづくりの推進 

11 米軍基地対策の推進 

12 水と緑・防災公園のネットワーク形成の推進 

13 総合的な治水対策の推進 

14 子育て支援の拡充 

15 生活・雇用に関するセーフティネットの強化 

16 高齢者の安心できる暮らしへの支援拡大 

17 新型インフルエンザに対する的確な対応 

18 あらゆる有害な情報・環境から青少年を守る施策の充実 

19 スポーツ振興事業の推進 

20 地方自治体における会計制度改革の推進 

３ 件数 

区  分 今   回 昨年度前期 昨年度後期 

重点事項 ８６件（うち新規事項６件） ７７件 ７４件 
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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２３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

項　目　事　項

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

2 臨海部道路網の整備促進

国道357号東京港トンネルの整備促進、首都高速道路晴海線（Ⅱ期）の早期事業化、

東京港臨海道路（Ⅱ期）等の整備促進

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

高速道路網の合理的な料金体系の構築、中央環状線・圏央道

4 外かく環状道路の整備促進

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

6 耐震対策の強化促進等

建物の耐震化促進（緊急輸送道路沿道やマンション等）、緊急輸送道路に架かる橋梁の耐震化、

木造住宅密集地域解消、都市型水害対策、高潮対策

7 美しい景観の創出

首都の無電柱化促進支援、不法係留船の根絶

8 国際都市にふさわしい緑化の推進と環境の整備

街路樹の倍増、公園の整備促進、水辺空間の緑化の推進、河川の水質浄化、

ヒートアイランド対策など

9 治安の維持向上

首都東京を守る対応力の強化（総合的なテロ対策）、首都警察特別補助金の増額

10 自動車排出ガス対策の強化

11 東京独自の認証保育所制度の承認

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

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など

「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

　※項目番号は実務者協議会に係る協議事項の通し番号

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　首都東京の重要施策１２項目
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１　地方分権改革
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１ 地方分権改革の推進 

 

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、国においては、分権改革を「一丁目一番地」の政策と位置づけ、地域主

権戦略会議で国の出先機関の抜本的改革、ひも付き補助金の一括交付金化、義務

付け・枠付けの見直し等の検討を進めている。今後、この夏を目途に「地域主権

戦略大綱（仮称）」を策定し、次期通常国会での「地域主権推進一括法案（第２

次）」の提出を予定している。 

しかし、これまでの国の政策を見ると、例えば、子ども手当の創設に当たって

は、地方に協議や説明を行わないまま地方負担を残し、法人事業税の不合理な暫

定措置を撤廃していないなど、地方分権改革と逆行するものすら見られる。 

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

本に据えた改革を行わなくてはならない。出先機関の事務・権限は住民に身近な

地方に移管することや、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。そのため、地

  

（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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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

確保することが必要である。 

 

＜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地方との議論を

着実に進め、積極的に権限移譲を行うこと。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、適正な財政需要に基づく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。 

（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。 

－6－



 

 

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、「新成長戦略（基本方針）」にお

いても、科学・技術力を核とするベンチャー創出や、産学連携など大学・研究機

関における研究成果を地域の活性化につなげる取組を進めることが提言されてい

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、出資ができ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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５ 国直轄事業負担金の更なる改革  

  

（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） 

 

＜現状・課題＞ 

都はこれまで直轄事業負担金制度の見直しを要求してきた。その結果、経費内

訳等の詳細な情報提供がなされ、維持管理費負担金は平成２２年度から原則廃止

されることとなり、一定の見直しがなされることになった。しかし、計画段階か

ら地方自治体の意見を反映する事前協議の法制化については改善がなされてい

ない。 
また、建設に関する直轄事業負担金制度の廃止とその後のあり方については、

総務省、財務省、農林水産省、国土交通省の大臣政務官からなる「直轄事業負担

金制度等に関するワーキングチーム」において検討し、平成２５年度までに結論

を得ることになっている。都は建設に係る負担金については、適切なものは負担

していく用意がある。 
そのため、直轄事業負担金について、引き続き事前協議の法制化などを求める

とともに、建設に関する負担金については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）事業の実施に際して、計画段階から事前に地方自治体と十分な協議を行う

仕組みを法制化するなど、引き続き制度の見直しを行うこと。 
（２）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）計画段階から地方自治体の意見を十分反映できる事前協議 

の法制化など、引き続き制度の見直しを行うこと。 

（２）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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２ 雇用の分野における地方分権改革の推進 

 

 （提案要求先 厚生労働省）      

（都 所 管 局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

 無料職業紹介事業について、国はＩＬＯ第８８号条約の条項を根拠に、国にお

いて行うべきものとしているため、地方公共団体は、国への届出義務及び福祉や

産業施策等の附帯業務という限定が付されており、地域ニーズに即した自主的な

取組が困難である。 

また、離職者向け短期職業訓練については、国（雇用・能力開発機構）と都道

府県において実施されている。 

さらに、個別労使紛争解決については、都において、主として中小企業の労働

問題全般に関する相談、あっせん、情報提供を実施している一方、国においても、

労働問題に関する相談、情報提供のサービスを行っており、二重行政が生じてい

る。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）無料職業紹介事業について、都に移譲し、地域の雇用・労働情勢を熟知し

た地方公共団体が、効果的・効率的に事業運営できるようにすること。 

 

（２）離職者向け短期職業訓練について、都に一元化し、都民のニーズを的確に

捉えた職業訓練を効果的・効率的に展開できるようにすること。 

 

（３）個別労使紛争解決について、都に一元化し、労働相談・あっせんを効果的

・効率的に事業運営できるようにすること。 

 

（４）各項目の実現に際しては、移譲した権限と事業に見合った財源を確保する

こと。 

 

 

 

 

(１) 無料職業紹介事業を都に移譲すること。 

(２) 短期職業訓練を都に一元化すること。 

(３) 個別労使紛争解決を都に一元化すること。 

(４) 各項目の実現に際しては、確実に財源の確保を図ること。 
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参  考 

（１）無料職業紹介事業に係る根拠規定 

 ＩＬＯ第８８号条約（正式名：職業安定組織の構成に関する条約）      

第 二 条                                           

職業安定組織は、国の機関の指揮監督の下にある職業安定機関の全国的体系で構成される。        

 職業安定法（昭和 22 年法律第１４１号） 

（地方公共団体の行う無料職業紹介事業） 

第三十三条の四 

  地方公共団体は、当該地方公共団体の区域内における福祉サービスの利用者の支援に関

する施策、企業の立地の促進を図る為の施策その他当該区域内の住民の福祉の増進、産業

経済の発展等に資する施策に関する業務に附帯する業務として無料の職業紹介事業を行う

必要があると認めるときは、厚生労働大臣に届け出て、当該無料の職業紹介事業を行うこ

とができる。 

 

 

（２）職業訓練の体系 

 

 

 

 

 

（４）個別労使紛争 

（３）解決制度（あっせん）の比較 

項 目 東京都（昭和 22 年度事業開始） 国（平成 13 年度事業開始） 

対象案件 
広く職場トラブル全般 

(集団的労使関係も含む) 

個別的労使紛争のうち、法律違反

で労基署が扱うべきもの以外 

実施回数 
解決又は打ち切りまで、何回でも

調整を行う 
原則 1 回 

解決方法 確認書を作成する場合あり 口頭による 

他 機 関 と

の連携 

打ち切り後、必要により他の専門

機関へ引継ぐ 
特になし 

強制力 なし なし 

 

種 類 長 期 短 期 

普通訓練 普通課程 短期課程 

高度訓練 専門課程 専門短期課程 

二重行政 

離転職者向け短期

職業訓練を、国と都

道府県双方で実施  
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２　

行
財
政
改
革

２　行財政改革
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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、今般、大幅な地方の税収減に直面し、国はようやく地方交付税総

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復元を

行ったとしている。 

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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２ 都区財政調整の財源に係る過誤納還付金の取扱い

の見直し 

 

  （提案要求先 総務省） 

（都所管局 総務局・財務局） 

 

＜現状・課題＞ 

都区財政調整制度において、都が特別区に交付する特別区財政調整交付金の原

資は、地方自治法・同法施行令により、調整税（都が徴収する市町村民税法人分、

固定資産税、特別土地保有税）の収入額の一定割合とされている。 

一方、調整税に係る過誤納還付金は、都の歳出予算として経理されるため、そ

の影響額が交付金の算定上反映されておらず不合理な制度となっている。 

特に、昨今の景気悪化の影響により、調整税に係る過誤納還付金が激増してお

り、都財政に深刻な影響を与えているものである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

特別区財政調整交付金の原資については、実態に見合ったものとなるよう、調

整税の収入額から過誤納還付金を控除した額を交付金の原資とするように規定の

整備を行うべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都区財政調整制度における特別区財政調整交付金について、調整税

の収入額から過誤納還付金を控除した額を交付金の原資とするよう、

法令の規定を整備すること。 
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参  考 

 

 

 

【調整税に係る過誤納還付金の推移】 

 

年度 過誤納還付額 うち特別区の配分割合 

（52％）に相当する額 

１２年度 １７８億円  ９３億円 

１３年度 ２０３億円 １０６億円 

１４年度 ３０１億円 １５７億円 

１５年度 ２４４億円 １２７億円 

１６年度 ２９０億円 １５１億円 

１７年度 ２３１億円 １２０億円 

１８年度 １７５億円  ９１億円 

１９年度 ２１９億円   １２０億円(55%) 

２０年度 ３５６億円 １９６億円(55%) 

２１年度見込 ６５２億円   ３５８億円(55%) 
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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年度税制改正において、自動車関連諸税の暫定税率を廃止し、

当分の間、現在の税率水準を維持することとした。 

 あわせて、「地球温暖化対策のための税」について、当分の間規定する税率

の取扱いを含め、平成２３年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行うと

している。 

しかし、その検討の結果次第では、地方財政に深刻な影響を与える懸念があ

る。 

自動車関連諸税については、化石燃料消費が地球温暖化に与える影響や地方

の厳しい財政状況、地方にとって道路整備などの欠かせない財源となっている

ことを踏まえ、引き続き、現在の税率水準を維持すべきである。 

国策として見直しを行うのであれば、地方財政への影響を与えないよう制度

設計を行うべきである。仮に、影響を及ぼすこととなった場合は、その減収分

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）自動車関連諸税については、地方財源の確保などの観点から、現在の税

率水準を維持すること。 

 

３ 自動車関連諸税の税率水準の維持 

（１）自動車関連諸税については、地方財源の確保などの観点か

ら、引き続き、現在の税率水準を維持すること。 

（２）自動車関連諸税の見直しを行う場合は、地方財政へ影響を

及ぼさないよう制度設計を行うこと。 

（３）「地球温暖化対策のための税」及び「地方環境税」の検討

に当たっては、地方の意見を十分に反映させ、地方税を主体

とした制度設計を行うこと。 

（４）原油の異常な高騰が続いた場合の課税停止による地方の減

収分については、国の責任で確実に補てんすること。 
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（２）自動車関連諸税の見直しを行う場合、地方財政に影響を及ぼさないよう

制度設計を行うこと。 

   仮に、影響を及ぼすこととなった場合、そ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、地方税の拡充などで確実に措置するこ

と。 

 

（３）「地球温暖化対策のための税」及びあわせて検討することとされる「地

方環境税」については、国は早期にその考え方や制度設計を示し、地方の

意見を反映させること。 

   その際、地方が地球温暖化対策に果たす責任と役割を踏まえ、地方税を

主体とした制度設計を行うこと。 

 

（４）原油価格の異常な高騰が続いた場合の課税停止による地方の減収分につ

いては、国の責任で確実に補てんすること。 

 

（５）現在地方に配分されている交付金・補助金については、これまで地方に

とって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。 
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（提案要求先 総務省・財務省） 

（都所管局 財務局） 

 

＜現状・課題＞ 

国は、平成２２年度予算編成において、子ども手当など、国策による制度の創設

や見直しを実施したが、その財源については地方へ協議のないまま結果的に地方に

負担を残した。 

今後、国策による同様な制度創設や見直しを行う場合は、国は早期にそのあり方

を示すとともに、所要経費について、地方へ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等については全額国

が負担するなど、地方へ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、実際の必

要額に応じた税源移譲や交付金の創設により財源を措置すること。 

 

（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。 

 

４ 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。 
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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） 

 

＜現状・課題＞ 

（１）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）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）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。 

－20－



参  考 

 

（１）財源調整 

① 財源調整の内容 

地 方 揮 発 油 譲 与 税 

（ 地 方 道 路 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 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

地方揮発油譲与税 － － － 39 40

地 方 道 路 譲 与 税 48 49 45 8 0

国有提供施設等所在 

市町村助成交付金 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

そ の 他 1 1 4 1 1

合    計 49 50 49 49 42

※20 年度までは決算ベース、21・22 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 財務局・総務局・主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

 現行制度では、地方税収入は、還付金控除前の、いわばグロスの収入額が一

般会計に編入されているが、これには次のような問題がある。 

① 過誤納金等の収入を一般経費の財源としていること。 

② 還付金を一般会計予算に計上して支出するときは、予算上の制約から迅

速な還付に支障が生ずること。 

 一方、国では、①・②の問題に対処するため、昭和２９年度に国税収納金整

理資金制度を創設した。それ以降、国税収入等はいったん歳入歳出外として同

整理資金に受入れ、そこから還付金等を控除した額を一般会計又は特別会計に

組み入れている。これによって、国税の還付金は、その財源が同整理資金に留

保され、そこから支払われるので、歳出予算に制約されずに支払うことができ

るようになっている。 

 そこで、地方税についても、各地方団体の実状に合わせ、国税と同様の扱い

ができるように、地方税収納金整理資金制度を創設すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

地方税収入の経理の合理化と、過誤納金の還付金等の支払に関する事務処理

の円滑化を図るため、国税における国税収納金整理資金制度と同様の制度を創

設すること。 

 

６ 地方税収納金整理資金制度の創設 

地方税収納金整理資金制度を創設すること。 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 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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参  考 

 

 

【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 16 17 18 19 20 21 22 

減収額 551 806 2,348 2,263 2,113 1,322 854 

※ 平成21年度、平成22年度は当初予算ベース。 

  平成20年度より、法人事業税の一部が国税化されている。 
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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月から、全国で初めて複式簿記・発生主義会計を導入し、

本格的な財務諸表を公表するとともに議会に提出している。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。 

一方総務省は、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

しているが、日本公認会計士協会と全国知事会は両者とも、総務省の二つのモデルに

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。 

全国の自治体は、総務省の要請に基づき、平成２０年度決算から財務諸表の作成に

取り組んでいるが、地方行政における公会計制度改革を更に進め、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ためには、国際公会計基準

を踏まえた全国標準たり得る会計基準を整備することが必要不可欠である。 

 

＜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

治体の事例や国際公会計基準の考え方を参考にして、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。 

 

８ 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 概  要 

① 
行政の特質を考慮したも

のであること 

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 概  要 

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） 

（平成２０年度決算） 

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 
実務に即した財務諸表の

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 

 

 

－26－



３　

都

市

整

備

３　都市整備
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  （提案要求先 内閣府・国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

現在、政府の地域主権戦略会議においては、地域のことは地域に住む住民が

決める「地域主権」の観点から、『地域主権戦略大綱』の策定に向けた検討が

進められており、その中で、三大都市圏における用途地域等の決定などの事務

権限を区市町村へ移譲することや、区市町村が景観行政団体となる際の都の同

意手続きを廃止することが挙げられている。 

市街地の土地利用を定め、都市のあり方を方向付ける用途地域の決定権限を

見直すことは、日本の心臓部・頭脳部の役割を担ってきた東京において、都市

としての一体的な機能を発揮させる都市づくりの継続を極めて困難なものに

し、また、首都にふさわしい風格ある景観形成などにも重大な影響を与えるも

のである。 

地域に身近なまちづくりの権限は、既に相当、区市町村に移譲されている。

その上で、広域の見地から都が決定すべき都市計画権限までも移譲するとなれ

ば、歴史的にも連担する市街地において、都が、今日まで取り組んできた、用

途地域を活用した一体的な都市づくりが不可能となる。その結果、政治、経済、

文化など、あらゆる面で高次の機能が集積している東京はもとより、首都圏全

体の活力が低下し、ひいては日本全体の国際競争力の失墜を招くことになりか

ねない。 

 また、東京は、元来、一体の都市として形成されてきたことから、区市町村

が景観行政団体となる際の都の同意手続きを撤廃してしまうと、皇居周辺をは

じめとする首都としての風格ある景観や、隅田川に代表される複数区にまたが

る重要な都市景観を一元的に管理していく仕組みが大きく損なわれるなど、広

域の見地から一体的に景観形成を図っていくことが困難となる。 

国から地方への権限移譲は進めるべきであるが、用途地域等の決定権限や景

１ 用途地域等を活用した、東京における一体的な 

都市づくりの推進 

（１）東京における用途地域等の都市計画決定権限については、広

域の見地から決定すべきこととして、引き続き、都が担えるよ

うにすること。 

（２）首都景観など、広域の見地から必要な景観形成を図ることが

できるよう、景観法において、実効ある仕組みを講じること。
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観行政団体に係る同意協議のような重大事項の見直しに当たっては、国と地方

の協議の場を設置するなど、地方への説明や相談をしながら検討を進めるべき

である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

首都東京の都市機能等を維持･向上し、住民生活の利便性の向上等を図るた

め、東京における用途地域等の決定権限は、引き続き都が担うべきである。 

また、首都景観など、広域の見地から必要な景観形成を図ることができるよ

う、景観法において、実効ある仕組みを講じるべきである。 

機械的な全国一律の権限移譲を推し進めるのではなく、日本の経済活力の源

泉であり、国家的な成長戦略のエンジンでもある、東京の実情を踏まえ、適切

な対応をとること。 
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２ 帰宅困難者の一時待機施設の確保 

 

（提案要求先 内閣府） 

（都 所 管 局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

｢首都直下地震による東京の被害想定｣では、東京湾北部地震マグニチュード

７．３、冬の夕方１８時の場合、帰宅困難者は約３９０万人発生する。 

現在都では、鉄道の運行再開や代替交通手段の確保ができるまでの間、公共施

設や民間事業者の施設を問わず、帰宅困難者が一時的に待機する施設の確保に取

り組んでいる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国が所有するターミナル駅周辺の大規模集客施設について、帰宅困難者の

一時待機施設として使用できるようにすること。 

（２）事業者からの協力が得られるよう、事業者団体等に働きかけること。 

（３）事業者が帰宅困難者を受け入れるにあたり、余震等により帰宅困難者が負

傷した場合などに、家具転倒防止をしているなど一定の条件の下、当該事業

者を免責する制度を創設すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大震災時に発生する駅周辺の滞留者や路上等の屋外で被災した外

出者のうち、帰宅困難者が一時的に待機する施設を確保すること。 
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参  考 

 

 

都内滞留者数（外出者数）

（外出者数） 
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３ 大規模災害時における消防活動体制等の充実強化 

 

 国民保護法制の実施に伴う装備・資機材に関する指針の作成 

及び財政措置  

 

（提案要求先 総務省消防庁）      

（都 所 管 局 東 京 消 防 庁） 

 

＜現状・課題＞ 

東京消防庁は、武力攻撃等による災害が発生した場合には、武力攻撃事態等に

おける国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号）、災

害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）等に基づき、装備、資機材及び人員

を活用し、都民の生命、身体及び財産を保護する責務を有している。 

武力攻撃等による災害対処には、それぞれの災害特性に合わせた装備、資機材

等の整備が必要不可欠であるが、装備等に関する整備指針は国から示されておら

ず、また、財政的な支援もなされていない状況である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

国民保護法制の実施は、国の法定受託事務であることから、武力攻撃等による

災害対処に必要となる装備、資機材等に関しては、国が整備指針を作成し、また、

財政措置をすること。 

 国民保護法制の実施に伴う装備・資機材に関する整備指針の作成及

び財政措置を行うこと。 
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（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・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月にダム本体工事が中止となり、その後、国土交通大臣は予断なく検

証するとの方針を示した。都と関係県の知事は適正かつ速やかに再検証を行い、一

刻も早く本体工事に着手し、工期内に完成させるよう申し入れを行っている。 

 

＜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）八ッ場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財政支援の

拡充、利根川・荒川水源地域対策基金事業に対する国費の投入を図ること。 

 

４ 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、本体工事に速やかに着

手するとともに、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）八ッ場ダムの地元関係住民の生活再建のため、水特事業や基金

事業に対する財政支援措置を充実すること。 

（３）「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。 
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（３）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。 
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参  考 

（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） 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】 

施 設 H20 年度末進捗率（％）

八ッ場ダム 51 

 
【水源地域対策特別措置法 地域整備事業に

対する国の財政支援対象事業の国費率の嵩上げ】 

地域整備事業 事業数 

国の財政支援対象事業 ２４事業 

 国の財政支援嵩上げ対象事業 ７事業 

 

（３） 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 
 
（４） 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

 

事業 財政支援

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 

【国の財政支援の現状】 
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５ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進 

 

      （提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

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

沿道建築物の耐震化を進め、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推進するため、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・拡充をするととも

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）「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を、平成２２年３月３１日までに耐震改修をし

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

ができる制度が廃止された。この耐震化促進税制を復活するとともに、緊

急輸送道路沿道の建築物については、特別償却割合を引き上げるなど制度

を拡充して実施すること。 

（２）緊急輸送道路沿道建築物（耐震改修促進法第６条第三号の建築物）につ

いては、耐震化の取組を一層促進するため、同条第一号、第二号に定める

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に法改正すること。また、耐震診断の義務

付けなどの仕組みを創設すること。 

（３）耐震診断・改修の費用助成について、上限額を拡充するなど必要な財源

を確保・拡充して実施すること。 

（１）事業用建築物に係る耐震改修促進税制を復活するとともに、

制度を拡充して実施すること。 

（２）緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を一層促進するため、耐震

改修促進法において、所有者等に対する耐震改修実施の指示等

を可能とするとともに、耐震診断の義務付けなどの仕組みを創

設すること。 

（３）耐震診断・改修の費用助成について、必要な財源を確保・拡

充して実施すること。 
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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

15.3％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％の耐震化が目

標。 
 

○住宅・建築物安全ストック形成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 

 ＊住宅・建築物安全ストック形成事業は、平成 22 年度から社会資本整備総合

交付金に再編 
 

（住宅・建築物安全ストック形成事業の概要） 

■ 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」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

自己負担 

1/3 

国 

1/3 

地方自治体 

1/3 

自己負担 

1/3 

地方自治体 

1/3 
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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＞ 

首都直下地震による東京の被害想定によると、大地震が発生した場合、最

悪のケースでは、建物の全壊・焼失は約４７万棟にも及ぶとされ、山手線外

周部を中心に約１６，０００ha 存在する木造住宅密集地域では、大規模な市

街地火災が発生するおそれがある。 

このため、市街地火災の延焼を防止する延焼遮断帯の形成や、市街地火災

から都民の生命を守る避難場所等の確保など、災害に強い都市構造を早期に

確保することが重要である。 

しかしながら、延焼遮断帯の形成率は約６割にとどまるなど、未だ不十分

な状況にあり、事業の着実な進ちょくを図る必要がある。 

  

＜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、街路事業と都市防災総合推進事業（都市防災不燃化促進）について、

必要な財源を確保すること。 

   

（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、国費率を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。 

 

６ 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こ

と。 

（２）避難場所等として機能する公園整備の国費率を引き上げるこ

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こと。 

 【都市防災不燃化促進事業地区】 鐘ヶ淵通り地区、補助 46 号線目黒

本町五丁目地区ほか 

 

（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

の国費率を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。 

   【現行国費率】用地取得、整備 

  【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 
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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＞ 

首都直下地震の切迫性が指摘される今日、効率的かつ効果的に木造住宅密集

地域の整備、改善を図るため、都は、「防災都市づくり推進計画」において、

木造住宅密集地域のうち、震災時の大きな被害が想定される地域を整備地域に

指定し、集中的に事業等を推進している。 

しかしながら、こうした地域では、高齢化の進行や権利関係が輻輳している

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

進みにくい状況にある。 

このため、建物の共同化・不燃化建替えの推進、主要生活道路の整備に当た

っては、地域の実情を踏まえた支援等を行うことが必要である。 

 

＜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

が実施しているまちづくり融資を存続させるとともに、高齢者向け返済特

例制度の融資限度額の引上げを図ること。 

（１）建物の不燃化等を促進するために、必要な財源を確保するこ

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）不燃化建替え等を促進するために、独立行政法人住宅金融支

援機構が実施しているまちづくり融資を存続させるとともに限度

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 

○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 

 

○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 
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・制度の存続 

行政刷新会議「事業仕分け」のワーキンググループにおいて、まちづくり関連の

住宅資金貸付業務については、「事業の廃止」との評価になったが、当該業務の廃

止は、木造住宅密集地域における建物の共同化・不燃化建替えの推進、主要生活道

路の整備にも影響が出ると考えられることから、存続させること。 

 

・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＞ 

 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恐れがあり、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、このような地域での住宅の耐震化を重

点的に促進する必要がある。 

  

＜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。 
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参  考 

 

３ 木造住宅の耐震化促進 

 

○住宅・建築物安全ストック形成事業における木造住宅の耐震化支援の概要 

※平成２２年度から「社会資本整備総合交付金」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 補助対象：耐震改修工事費（建替含む） 

補 助 率：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1/2を補助 

 

予算規模 

 

 

 

○ 地域住宅交付金について 

 ＊平成２２年度から「社会資本整備総合交付金」に再編 

 

 

 

 

22年度予算（社会資本整備総合交付金） 

22,000億円 

【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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７ 減災対策の推進 

 

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。 

 

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」

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。 

さらに、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＞ 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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２０年度末状況） 

○ 都道全体の地中化率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７％ 

○ 国道における電線の地中化率・・・・・・・・・・・・・・・・８２％ 

 

２ 水道施設（平成２０年度末状況） 

○ 重要施設供給ルートにおける耐震継手率・・・・・・・・・・・２７％ 

○ 配水池耐震施設率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０％ 

○ 耐震継手率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４％ 

 

３ 下水道施設（平成２０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１，２５８箇所 
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８ 病院の耐震化対策に係る補助制度の拡充 

 

（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又はＩｓ値 0.3 未満の建物を有する医療機関に限定されて

おり、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）医療施設耐震整備事業について、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及びＩｓ値 0.3 未満の建物を

有する医療機関以外の病院も耐震化補助の対象とすること。 

病院の耐震化対策に係る補助を拡充すること。 
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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）マンションの耐震化を促進するため、平成２１年６月から実施されている、

耐震改修に対する国費率引上げの時限延長を行うこと。 

（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）マンション建替え円滑化法による再建マンションの住戸面積要件について、

地域の実情に応じた運用が可能となるよう、制度の整備を図ること。 

（５）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。 

（６）民間が行う、マンション建替事業や共用部分のリフォームなど、マンション

９ 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、国は耐震改修に対する国費率

引上げの時限延長を行うこと。 

また、円滑な建替えや改修などを可能とするため、制度の拡充を図

るとともに、独立行政法人住宅金融支援機構が実施しているマンショ

ン再生に係る融資を存続すること。 
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再生に当たっての多様な資金需要に対応するため、独立行政法人住宅金融支援

機構が実施している「まちづくり融資」や「マンション共用部分リフォーム融

資」を存続すること。 
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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 

 【円滑化法に基づく建替えの実績（件数）及び築４０年以上の戸数の推移】 

 

 

年度 15 16 17 18 19 20 計

東京都（件） ３ ２ ４ ３ ３ ２ 17

全国（件） 
(東京都分込み) 

４ ５ ８ 14 ９ ６ 46

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）再建マンションの住戸面積要件の地域に応じた運用 
 円滑化法規則第１５条：各戸の床面積が５０㎡（単身者用２５㎡）以上であること。ただし、

年齢、所得等によりやむを得ない場合は、３０㎡以上とすることができる。 

（４）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 
 建築基準法第８６条の５ ： 

 （一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し）  

 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 

5.4
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2.6
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　４．５倍
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（５）「まちづくり融資」や「マンション共用部分リフォーム融資」の存続 
行政刷新会議「事業仕分け」のワーキンググループにおいて、まちづくり関連の住

宅資金貸付業務は「事業の廃止」との評価とされたが、「まちづくり融資」や「マン

ション共用部分リフォーム融資」は、マンション建替事業やマンションの共用部分の

リフォームによる円滑なマンション再生に必要不可欠であることから、存続させるこ

と。 
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１０ 私立学校の耐震化対策に係る助成の拡充 

 

１ 私立学校の耐震化対策に係る助成の拡充  

 

（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。 

また、国は平成２２年度の予算において、喫緊の課題となっている校舎等の

耐震化にかかる補助予算を大幅に削減（１４～２０％）しており、今後の耐震

化の推進に支障を生じることが懸念される。 

 

 

（１）耐震化対策に係る補助予算を十分確保すること。 

（２）耐震化対策に係る助成制度を拡充すること。 

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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＜具体的要求内容＞ 

 私立学校の耐震化を促進するため、以下のとおり助成の拡充を図ること。 

（１）耐震化対策に係る補助予算を十分に確保すること。 

（２）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。 
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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 

 

22 年度予算      7,864,819 千円 

〈参考〉21 年度予算   5,650,060 千円 

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。） 

22 年度予算      878,000 千円（アスベスト等を含む。） 

〔対前年度 △219,000 千円、△20.0％〕 
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【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。） 

22 年度予算    1,545,000 千円（アスベスト等を含む。） 

〔対前年度 △253,000 千円、△14.1％〕 

 

※ この他、平成 21 年度補正予算において、私立学校施設の耐震化及びエコ

キャンパス事業の推進のための予算１５３億円が措置された。 
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１１ 災害時の広域連携に向けた防災情報通信網の整備 

 

（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、国都県間相互

において通信が可能である。 

しかし、国と政令市間は、この通信設備が未整備であるため直接通信ができず、九

都県市間相互においても直接通信ができない。 

 そこで、国及び九都県市間において災害情報を迅速かつ的確に共有できるように、

国と五政令市間の防災情報通信網を、本年度に引き続き整備すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

防災情報通信網の整備について、既に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、首都圏の五政令市(横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、

相模原市)のうち、整備予定の都市を除く政令市と国の間においても、継続して整備を

進めること。 

 

九都県市間の防災情報通信網の未整備区間について、継続して整備を

進めること。 
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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５政令市と相互に直接通

信が可能となる。 

※ 未整備部分の整備の検討について、平成２２年度に実施する旨の連絡を国から受けている。 

※ 平成２２年４月１日、相模原市が政令市となった。 

 

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。 

神奈川県 

 

 

内 

 

閣 

 

府 

 

 

指定公

共機関 

基幹的 
広域防災拠点 

埼玉県 

千葉県 

東京都 

横浜市 

川崎市 

相模原市 

各省庁 

災害対策本部 

(首相官邸) 

千葉市 

さいたま市 
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１２ 大都市海岸の緊急高潮対策の推進 

 

 （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、国費率の低かった「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（国費率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の国費率とされており、 

内地に比べ低い国費率となっている｡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） 高潮や地震時における水害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。 

（２） 市街地における海岸事業の国費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。 

（１）高潮や地震時における水害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。 

（２）市街地海岸における高潮対策事業の国費率を河川における高潮

対策事業等と同様にするため、国費負担割合の向上を図ること。 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

【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

中

川

綾

瀬

川

旧

江

戸

川

呑 川

内川

大場川

新川

A.P.A.P.＋＋55..11mm

A.P.A.P.＋＋55..11mm

A.P.A.P.＋＋3.5m3.5m

A.P.A.P.＋＋55..11mm

A.P.A.P.±±0.0m0.0m

A.P.A.P.＋＋1.0m1.0m

新

中

川

日本橋川

A.P.A.P.＋＋2.1m2.1m

A.P.A.P.＋＋3.5m3.5m

A.P.A.P.＋＋2.1m2.1m

A.P.A.P.＋＋2.1m2.1m

河
川
及
び
東
京
港
の
高
潮
・地
震
対
策

隅 田 川

垳川

海
老
取
川

A.P.A.P.＋＋3.5m3.5m

建設局所管区域

港湾局所管区域

A.P.A.P.＋＋1.0m1.0m

港湾河川境

平成24年度～27年度
整備予定箇所

堤 防 水門等 排水機場

凡 例

平成23年度要求箇所
（河川区域は平成22年度要求箇所）

毛長川

整備済
（平成22年度末で完了予定の箇所含む）

河川事業における状況変化（国費率の向上）
「地震・高潮対策河川事業」

1/23/10市街地

1/21/2市街地以外

21年度～従前

1/23/10市街地

1/21/2市街地以外

21年度～従前
国
費
率

河
川
事
業

政府提案の内容
「海岸保全施設整備事業(高潮対策事業）」

1/22/5市街地

1/21/2市街地以外

提案現行

1/22/5市街地

1/21/2市街地以外

提案現行
国
費
率

海
岸
事
業
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１３ 総合的な治水対策の推進 

 

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、国の基本的な責務である。 

平成２２年度予算では、公共事業が大幅に削減されており、治水事業も厳しい

状況にある。 

人口が密集する市街地が形成され、政治、経済等の中枢機能が集積した首都東

京の安全・安心を確保する治水対策への十分な財源確保は必要不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国の基本的な責務である治水事業について必要な財源を確保するとともに、

首都東京に対して重点的に配分すること。 

 

（２）災害復旧系の予算は別枠とし、災害予防系の予算について必要な財源を確

保すること。 

 

 

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、必要な財源を確保し、東京に必要額を確実に配分する 

こと。 
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参  考 

 

 

国土交通省平成 22 年度予算（内示）の動向について 

○「コンクリートから人へ」の理念に基づき、公共事業関係予算を大幅に圧縮 

（単位：億円） 

項  目 22 年度 21 年度 対前年度 

国土交通省関係予算 78,078 91,972 ▲15.1％ 

  

○国民の生命や財産を守る治水事業への配分状況 

（単位：億円） 

項  目 22 年度 21 年度 対前年度 

河川局関係予算 7,067 13,445 ▲47.4％ 

  ※この他に、災害復旧関係事業や社会資本整備総合交付金が含まれるが、総

合交付金の河川関係事業への配分額は不明。 

 

東京都における治水事業の動向について 

○首都東京の安全・安心を確保する治水対策への予算配分も、国土交通省関係予

算の対前年度比と同程度と厳しい状況 

 

○東京都における治水対策の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都は人口・資産の集中地域

全国の１/1８0の面積に
人口の1/10（ １,２00万人）

資産※の1/10（72兆円） が集中！

浸水面積は全国の0.2％※

しかし、被害額は4.3％※にのぼる

全国比４.３％を占める東京都の浸水被害

※５年平均値

※治水経済マニュアル（国土交通省）などにより算出

未だ道半ばの治水対策

【洪水対策】
50㍉対策の整備状況

：整備済

：未整備

：整備済：整備済

：未整備：未整備

※H21末見込

63

37

首都東京に暮らす

1,200万都民の命と

暮らしを守る総合的な

治水対策を推進！

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

全国平均

東京都

東京都の１人当りの河川事業費は全国平均の４割弱

一人当たり河川事業費（円）

2,900円/人

7,300円/人

2,200
円/人

5,100円/人

1,400
円/人

1,500
円/人

：補助事業

：直轄事業：直轄事業

【地震対策】
堤防の地震対策

護岸
整備率

６４％

堤防
地震対策

５６％
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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。 

都はこれまでも、時間雨量５０ミリに対応するため、河道整備を基本に、

河道拡幅が困難な区間では、調節池や分水路の整備などを進め、水害の早期

軽減に努めており、平成２１年度末見込みの治水安全度達成率は７６％であ

る。 

ひとたび発生すれば甚大な被害の発生の恐れがある都市型水害に対して、

引き続き、対策を推進する必要がある。 

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、「社会資本整備総合交付金」の財源を 

  安定的・継続的に確保し、東京に必要額を確実に配分すること。 

 

（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 

（１）都市型水害対策の推進に必要な財源を確保し、東京に必要額

を確実に配分すること。 

（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費率

引き上げ及び基幹事業の採択要件を緩和すること。 
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（３）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 

行よりも高い国費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 

差がある基幹事業の採択要件を同程度にまで緩和すること。 
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参  考 

[治水事業] 

 

【近年多発する集中豪雨】 

○1 時間 50 ミリ以上の降雨発生回数 

平成元～10 年までの 10 年間と平成 11～20 年までの 10 年間を比較すると 

発生回数が約 1.5 倍に増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中小河川の整備状況】 

全体計画 
護岸整備延長 
（H21 年度末） 

護岸整備率 治水安全度達成率 

324.0 ㎞ 206.7 ㎞     64％     76％ 

※ 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２２年３月末見込み〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況護岸

 

現況河床 計画河床

現況護岸

 

現況河床 計画河床

 

現況河床 計画河床

φ7.5m
地下調節池

土かぶり約30m

古川

現況護岸

 

現況河床 計画河床

現況護岸

 

現況河床 計画河床

 

現況河床 計画河床

φ7.5mφ7.5m
地下調節池

土かぶり約30m

古川

古川地下調節池の整備イメージ 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 
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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＞ 

東部低地帯は、軟弱な地盤で構成されているうえに、かつての地下水汲み上

げ等による地盤沈下の影響で、地域の大半が海面下となっており、高潮、大地

震等の自然災害に対して極めて弱い地域となっている。 

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完了したものの、それ以外の堤防の地震対策につい

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、隅田川などの主要河川については、大地震に対する安全性を高めると

ともに、水辺環境の向上を図るため、背後地開発と連携してスーパー堤防等の

整備を推進していく必要がある。 

  

 

＜具体的要求内容＞ 

 

（１）東部低地帯における堤防や水門など河川施設の地震対策や高潮対策を推進

するため、「社会資本整備総合交付金」の財源を安定的・継続的に確保し、

東京に必要額を確実に配分すること。 

 

（２）背後地盤高が低い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

るための財源措置について、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、必要な財源を

確保すること。 

 

東部低地帯における地震・高潮対策の推進に必要な財源を確保し、

東京に必要額を確実に配分すること。 
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参  考 

 

【東部低地帯の地盤高】 

 ○東京の東部低地帯は、軟弱な地盤で構成されているうえに、地域の大半が 

海面下となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地震・高潮対策の整備状況】 

区  分 
全体計画 

Ａ 

整備済延長 
（H21 年度末） 

Ｂ 

整備率 

Ｂ/Ａ 

堤防 165.5km 91.8km 56% 地震

対策 水門・排水機場等 20 施設 18 施設 90% 

高潮対策 168.0km 155.6km 93% 

＜平成 22 年 3 月末見込み＞ 

耐震護岸の整備
（中川の例）

耐震護岸の整備
（中川の例）

干潮面の高さ

A.P. ±0.0m

満潮面の高さ

A.P. ＋2.0m
満潮面以上であるが高潮

の脅威にさらされる高さ

A.P. ＋5.0m
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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。 

都では、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、すべて

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、警戒避難体制の確立に必要となる土砂災害

警戒区域等の指定などのソフト対策を推進していくことが必要である。 

また、活火山を多く抱える伊豆諸島では、火山噴火に伴う泥流や溶岩流の発

生により、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急務となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）砂防事業、地すべり防止事業、急傾斜地崩壊対策事業を着実に推進する 

ため、「社会資本整備総合交付金」の財源を安定的・継続的に確保し、東 

京に必要額を確実に配分すること。 

 

（２）避難所が保全対象となる危険箇所の土砂災害対策は、避難者の人命を守 

る効果的な方策であるため、その財源措置については、他の事業を圧迫す 

ることのないよう特段の配慮をすること。 

 

（３）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 

査について必要な財源を確保するとともに国費率の拡充を図ること。 

 

（４）土砂災害特別警戒区域の土地に係る、住宅の建替や区域指定解除のため 

の防災工事に対する助成など、税財政上の支援措置の充実を図ること。 

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な財源の確保及び制度拡充を図ること。
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参  考 

 

【都内の土砂災害危険箇所の分布状況】 

 

○都内には、土砂災害危険箇所は、 

 8,000 箇所以上あると想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 
（H21 年度末） 

指定率 

土砂災害警戒区域 1,715 箇所 約 21％ 
8,000 箇所 

土砂災害特別警戒区域 383 箇所 約 5％ 

                     ＜平成 22 年 3 月末見込み＞ 

【整備状況】 

区  分 
全体計画 

Ａ 

整備状況 
（H21年度末） 

Ｂ 

整備率 

Ｂ／Ａ 

え ん 堤 377基 143基 38％ 
砂防事業 

流 路 85.2㎞ 23.7㎞ 28％ 

地すべり対策事業 17地区 9地区 53％ 

急傾斜地崩壊対策事業 95地区 41地区 43％ 

＜平成 22 年 3 月末見込み＞ 

 

【ソフトとハードが連携した土砂災害対策のイメージ】 

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

●急傾斜地の崩壊 

●土石流 

●地すべり 
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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、都市に残された貴重なオープンスペースである河川において、治水

機能を確保した上で、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出し、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＞ 

水辺空間の緑化を推進するため、「社会資本整備総合交付金」の財源を安定

的・継続的に確保し、東京への確実な配分と国費率の拡充を図ること。 

 

 

水辺空間における緑化の推進に必要な財源の確保及び制度拡充を

図ること。 
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参  考 

 

 

【主な河川の緑化状況】 

                    ＜平成 22 年 3 月末見込み＞ 

河 川 名 
河川延長 

Ａ 

緑化延長 

Ｂ 

緑化率 

Ｂ／Ａ 

中川 9.4km 2.6km 28% 

乞田川 4.1km 0.5km 13% 

大栗川 1.6km 0.2km  9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

さらに、公害防止推進のための支援措置である「公害の防止に関する事業に

係る国の財政上の特別措置に関する法律（公害財特法）」が平成２２年度末に

期限を迎えるが、合流改善には長期間を要するため、今後も着実なしゅんせつ

の実施には公害財特法の延伸が必要である。 

また、河川に隣接した公有水面についても、平常時の流れがない閉鎖性水域

で水質が悪く、河川と合わせて水質改善を実施する必要があるが、これまで公

有水面の水質浄化に対する補助制度がなかった。 

このため、良好な水質を維持し、都民が水辺に親しめるよう、地域公害防止

計画や社会資本整備総合計画に位置付け、計画的なしゅんせつを引き続き実施

する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）計画的なしゅんせつについて、「社会資本整備総合交付金」の財源を安

定的・継続的に確保し、東京に必要額を確実に配分すること。 

 

（２）公害防止推進のための支援措置である「公害の防止に関する事業に係る

国の財政上の特別措置に関する法律」の期限を延伸すること。 

 

（３）公有水面の水質浄化についても、社会資本整備総合計画に位置付け、取

組を推進できるよう、支援措置を図ること。 

 

 

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必要な財源の確保及び支援措置を図ること。
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参  考 

 

 

【河川しゅんせつの整備状況】 

区  分 
全体計画 

Ａ 

H21年度末 

Ｂ 

進捗率 

Ｂ／Ａ 

河川しゅんせつ 331,200m３ 277,600m３ 84％ 

※ 「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 22 年 3 月末見込み＞ 

 

【隅田川における水質経年変化】  【公害財特法の期限】 

 

 

【主な浄化対象箇所】 

隅田川・水質経年変化（75%ＢＯＤ値）

0
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S46 S51 S56 S61 H3 H8 H13 H18 年度

BOD　(mg/L)

0

5

10
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30
環境基準値　(mg/L)

小台橋（環境基準点）

BOD（環境基準）

隅田川隅田川隅田川

外濠外濠外濠

新河岸川新河岸川新河岸川

○公害財特法の期限
公害防止推進のための支援措置である公害財
特法がH22年度末に期限を迎える。
今後も財源を確保していくためには公害財特
法の延伸等が必要。

1/2

1/3

国比率の状況

公害財特法により嵩上げ
された補助率

本来の統合河川環境整備
事業の補助率（地方財政
法）

公害財特法が延伸されない場合

※公害財特法：公害の防止に関する事業に係る国の財政
上の特別措置に関する法律

○公害財特法の期限
公害防止推進のための支援措置である公害財
特法がH22年度末に期限を迎える。
今後も財源を確保していくためには公害財特
法の延伸等が必要。

1/2

1/3

国比率の状況

公害財特法により嵩上げ
された補助率

本来の統合河川環境整備
事業の補助率（地方財政
法）

公害財特法が延伸されない場合

1/2

1/3

国比率の状況

公害財特法により嵩上げ
された補助率

本来の統合河川環境整備
事業の補助率（地方財政
法）

公害財特法が延伸されない場合

※公害財特法：公害の防止に関する事業に係る国の財政
上の特別措置に関する法律
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１４ 水の有効利用の促進 

 

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

限りある水資源の有効活用を図るため、雑用水や雨水の利用を推進してい

く必要があるが、国においては、雑用水利用の推進などに関する関係法令が

整備されておらず、開発事業者に対して協力を依頼しているのが現状である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

循環型社会の構築を目指し、雨水や下水再生水等による雑用水利用など水

の有効利用を促進していくため、以下のことを要求する。 

 

（１）雑用水利用に必要な関係法令を整備すること。 

 

（２）汚水処理施設の税優遇措置である特別償却制度など、雑用水利用に必 

要な支援をすること。 

 

（３）雨水利用に必要な貯留施設設置への財政支援制度を創設すること。 

水の有効利用の推進にあたり、必要な関係法令の整備や支援の

拡大を行うこと。 
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参  考 

○ 国の施策の現状 

・雑用水利用は、関係省庁（国土交通省、厚生労働省、環境省など）が多岐に

わたり、関係法制度も未整備 

・現在の雑用水利用の促進に係る主な施策 

 

 

（参考）都の現状 

○ 都における雑用水利用に関する指導（水の有効利用促進要綱） 

 

○ 都における雑用水利用施設の現状（平成２０年度末） 

雑用水利用方式 件 数 計画水量 

個別・地区・広域循環方式 ６９０ １０８，４７８㎥/日 

工業用水道利用方式 ３６２ １９，５２０㎥/日 

雨水利用方式 １，１５１ － 

 

 

建築基準法上 

の優遇措置 

建物床面積の容積率算定除外 

（限度として基準容積率の 1.25 倍） 

<１９年度末で廃止> 

税制上の優遇措置 

汚水処理用水設備に係る特別償却率 

14/100   

<２０年９月末で廃止> 

融資制度 

(日本政策投資銀行) 

対象事業 

 水資源の有効利用、雨水の流出抑制又は汚濁負荷

の低減が図られているなどの要件を満たす建築

物の整備事業（例：個別・地区循環方式の導入）

融資比率４０%  

利用方式 原水 対象規模 

個別循環方式 循環利用水 

地区循環方式 循環利用水 

延床面積 3 万㎡以上又は 

雑用水量 100 ㎥/日以上 
(住居、倉庫及び駐輪駐車の数量は除く)

広域循環方式 下水再生水 

工業用水道 

利用方式 
工業用水 

雨水利用方式 雨水 

延床面積 1 万㎡以上 
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１５ 下水道事業に対する交付制度の拡充 

 

１ 下水道施設面的再構築事業の事業制度の創設  

 

  （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当たり、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

は交付対象とならない小規模な管きょの整備も含め、事業全体を交付対象とす

る新たな制度を創設すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道施設面的再構築事業を交付対象事業とすること。 
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参  考 

 

【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交付金制度の創設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐用年数を超えた老朽管きょ 

 

交

付

対

象

に

新

た

に

追

加

す

べ

き

範

囲 

取付管

補
助
対
象
外

補
助
対
象

汚水ます

交通荷重・腐食等による破損 

枝線マンホール 

幹線

内径3500mm以上

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）

取付管

 
助
対
象
外

補
助
対
象

汚水ます

交通荷重・腐食等による破損 

枝線マンホール 

幹線

内径3500mm以上

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）

取付管

汚水ます

交通荷重・腐食等による破損 

枝線マンホール 

幹線

内径3500mm以上

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 ）

採
択
要
件
外 

採
択
要
件
内 
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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

も高い国費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国費率を設定すること。 

（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３分の１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％未満にとどまっている。 

 

＜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、現行よりも高い国費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国費率を設定すること。 
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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組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、現行よりも高い国費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費率を設定すること。 
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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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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＞ 

 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６１地区が事業中であり、公共施行だけでなく、民間による組
合施行も行われている。これらの地区では、補助金の導入を前提として事業が進
められており、その着実な推進が必要である。 
 土地区画整理事業に充当されてきた補助金は、他の補助金と併せて「社会資本
整備総合交付金」に原則一括することとされたが、事業を着実に進めていくため
には、財源を安定的・継続的に確保することが必要不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 都内の土地区画整理事業を着実に進めるため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、調布市施行の布田駅南地区、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、渋谷駅街区地区などととも

に、今後、施行が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、新しく創設された「社会資本整備総合交付金」については、土地区画整

理事業に必要な財源を安定的・継続的に確保すること。 

１６ 市街地の開発に係る諸事業の推進 

土地区画整理事業に係る必要な財源を確保すること。 
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参  考 

 

１ 土地区画整理事業の推進（都市整備局所管分） 

【事業中地区数】         （ ）は平成 22 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 １（ ０） ０ １（ ０） 

組合 ７（ １） ９（ ０） １６（ １） 

個人 ３（ ０）   ２（ ０） ５（ ０） 

計 ２８（１１） ３３（１６） ６１（２７） 

（平成 22 年 3月 31 日現在）  

 

【平成２２年度 土地区画整理事業における事業費】 

 

 

     

 

 

 

 

 

※平成22年度本要望における国費対象事業費は 16,188百万円  

                                 

  【国費対象事業費及び国費の推移(政府予算・都への当初配分額)】  

15,071
13,739 13,951 14,286

7,179
7,088

7,634
6,693

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

19年度 20年度 21年度 22年度

(百万円）

国費対象事業費

国費

 

(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。 

・平成 22 年度から「社会資本整備総合交付金」に再編。 

その他
33,600百万円

70%

国費対象事業費
14,286百万円

30%

土地区画整理事業 

計 47,886 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＞ 

（１）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、東京都内では３０地区が事業中であり、公共施行だけでなく、民間に

よる組合施行も行われている。これらの地区では、補助金の導入を前提として

事業が進められており、その着実な推進が必要である。 

市街地再開発事業に充当されてきた補助金は、他の補助金と併せて「社会資

本整備総合交付金」に原則一括することとされたが、事業を着実に進めていく

ためには、財源を安定的・継続的に確保することが必要不可欠である。 

（２）都市再開発法による第二種市街地再開発事業では、転出者に対して租税の控

除が認められているが、同法に基づく第一種市街地再開発事業では、認められ

ていない。 

手続き等は異なるが、地区内の建築物を撤去し施設建築物を建築することは

両事業共通であり、第一種市街地再開発事業でも、居住選択の自由に対して、

同様の租税の控除が図られるべきである。 

（３）行政刷新会議「事業仕分け」のワーキンググループにおいて、まちづくり融

資のうち、住宅資金貸付業務（まちづくり関連）については、「事業の廃止」

との評価になった。本融資は、民間による市街地再開発事業における初動期の

資金調達方法として有効であり、本融資が廃止された場合、初動期の資金調達

の道が狭まるなど、市街地再開発事業による都市機能の更新に影響を及ぼすも

のと考えられる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）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

（１）市街地再開発事業の推進に必要な財源を確保すること。 

（２）第一種市街地再開発事業の地区外転出者に対する租税の軽減

措置をすること。 

（３）民間による市街地再開発事業を促進するため、独立行政法人

住宅金融支援機構が実施しているまちづくり融資を存続させる

こと。 
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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、状況に即応した財政支援を行うこと。 

また、新しく創設された「社会資本整備総合交付金」においても、市街

地再開発事業の推進に必要な財源を安定的・継続的に確保すること。 

（２）第一種市街地再開発事業においても、権利者の生活再建対策のため、地

区外転出者に対して、第二種市街地再開発事業の施行に伴い地区外に転出

する者に対する租税（所得税、法人税等）の特例を適用するなど税制の改

善を図ること。 

（３）独立行政法人住宅金融支援機構が実施しているまちづくり融資のうち、住宅

資金貸付業務（まちづくり関連）を引き続き存続させること。 
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参  考 

 

２ 市街地再開発事業の推進（都市整備局所管分） 

【事業中地区数】         （ ）は平成 22 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 １５（１５） １（ １） １６（１６） 

個人 ２（ １） ０（ ０） ２（ １） 

会社 ０（ ０） ０（ ０） ０（ ０） 

計 ２６（２３） ４（ ４） ３０（２７） 

                       （平成22年3月31日現在） 

 

【平成２２年度 市街地再開発事業における事業費】 

 

 

 

 

 

 

 

     

※平成22年度本要望における国費対象事業費は 47,671百万円  

 

 【国費対象事業費及び国費の推移(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。 

・平成 22 年度から「社会資本整備総合交付金」に再編。

その他
44,128百万円
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51%

57,254
54,381 54,699

46,630

21,624
24,092

19,500
18,949

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

19年度 20年度 21年度 22年度

(百万円）

国費対象事業費

国費

 

市街地再開発事業 

計  90,758 百万円 
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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。 

 従来の国庫補助金から、「社会資本整備総合交付金」に移行されたが、住宅市街

地総合整備事業を着実に進めていくためには、財源を安定的・継続的に確保するこ

と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、国費率が

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国費率

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。 

 

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費率の引上げをすること。 
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参  考 

 

３ 住宅市街地総合整備事業（拠点開発型）の推進 

 

※平成22年度から「社会資本整備総合交付金」に再編。 

 

【平成２２年度 国の予算施策の現状】（単位：百万円） 

 区      分 ２２年度要求額 ２２年度内示額 

事    業    費 ７，５８９ ７，５８９ 

国      費 ２，９３６ ２，９３６ 

 地  区  数 ９地区 ９地区 
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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。 

今後も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）を

着実に進めていくため、新しく創設された「社会資本整備総合交付金」の財源を安

定的・継続的に確保すること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のため、新しく創

設された「社会資本整備総合交付金」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

「社会資本整備総合交付金」の財源を確保すること。 

（３）一体開発誘発型街路事業の推進に当たり、当該道路用地取得により生じた残

地の売却について、税制上の優遇措置を講じること。 

   

 

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費を重点的に配分するとともに、新

しく創設された「社会資本整備総合交付金」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22年度から「社会資本整備総合交付金」に再編。 

 

  【平成２２年度 国の予算施策の現状】（単位：百万円） 

 区   分 ２２年度要望額 ２２年度内示額 

事  業 費 ４，３０６ ２，６９５ 

国    費 ２，３６８ １，４８２ 

 地 区 数 ６地区 ６地区 

・繰越額約１，６００百万円（事業費）を充当     

 

（３）道路整備と一体的に進められる沿道のまちづくりを進める場合、狭小な

土地を集約するなどして建物の共同化や不燃化が行われている。一体開発

誘発型街路事業により生じた残地については、積極的にまちづくりに活用

されることが事業効果の早期の発現につながることから、当該事業で生じ

た残地や隣接地の売却について、税制上の優遇措置を講じること。 

 

 

 

 

 

Ａ Ｂ

ＥＤ

都市計画道路区域 

Ｃ 

【一体開発誘発型街路事業を進めている区域】
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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・産業労働局） 

 

＜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、ユビキタス技術の活用に

大きな期待が寄せられる。 

 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、情報基盤整備が促進さ

れるよう、支援を実施すること。 

 

１７ 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に対する財政的支援などを実施するこ

と。 
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１８ 不法係留船対策の推進 

 

  （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

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、九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。 

 

 

 

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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参  考 
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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に加え、利子税をも公共事業に協力す

ることによって納税しなくてはならなくなり、その合計額が補償金額を上回るこ

ともあることから、農業相続人に過大な負担を強いることとなる。 

 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、農業相続人に負担が掛かることとなる。 

 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。 

 

１９ 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）

用地取得
★

⇒　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軽減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、公共事業協力者の負担軽減を図るため、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６００万円未満の者が補償金を

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、公共事業協力者に対して不公平感を生じさせること

となる。 

 

＜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。

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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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年目以降 

⇒ 「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年目以降 

⇒ 「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。 
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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り、区分所有等に関する法律と不

動産登記法との不整合が生じている。 

 

＜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化せず、多数の事業協力者の意向が

反映されるよう、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

令を改正し、特別多数の合意によって分筆が可能とすること。 

 

（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。 
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参  考 

 

 

 

（平成 21 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１５８棟 

区部：約 ９６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）          ４棟  １７０戸 

② 放射 19 号線               ７棟  ３４１戸 

③ 環状６号線（上目黒）          ４棟  １６５戸 

④ 補助 11 号線              １２棟  ４３７戸 

⑤ 補助 94 号線（根津）        ５棟 約２９０戸 

⑥ 環状第５号の１（戸山）      ６棟  ３３２戸 

⑦ 主要地方道 15 号線         ２棟  約８０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 内閣官房） 

（都所管局 財務局・建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成１４年度の土地収用法の改正により、収用手続上の問題については一定

程度解消されたものの、収用手続の最終局面で実施する行政代執行における問

題が依然残っており、公共事業の実現に障害となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）住居不明者に対する書類送達を民法の公示送達に代え、都道府県知事に

よる公示送達制度を設けること。 

 

（２）多数当事者に対する戒告書等の書類送達に代表者送達制度を設けるこ 

と。 

 

（３）代執行庁等が占有者を排除できるよう法令を整備すること。 

 

（４）代執行庁が撤去した物件を一定期間保管後に処分できるような制度を設

けること。 

 

（５）代執行庁が徴収できる費用として、戒告書の発送から撤去物件の保管・

処分まで一連の費用を法令に明文化すること。 

 

２０ 公共事業推進のための行政代執行法の改正 

公共事業の早期実現を図るため、行政代執行を円滑に行うことが

できるよう、必要な法令整備及び制度創設等を行うこと。 
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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＞ 

東京外かく環状道路（関越道～東名高速）は、平成 21 年５月に事業化し、地

元説明会及び測量・地質調査等が実施された。 

本年４月には、国土交通省から、外環の整備手法を従来の「合併施行方式」か

ら利便増進事業を活用した「会社施行方式」に変更することが発表され、生活再

建および事業推進の観点から、新たな整備手法での事業を実施するまでの間の経

過措置として、用地買収のための直轄予算が措置された。 

地元地権者からは用地の買取りを求める声が多く寄せられており、租税特別措

置法上の優遇措置により、用地取得を重点的に進めることが急務である。外環の

一日も早い完成のためにも、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。 

また、事業を進めるにあたっては、地域住民の意見や要望に対する「対応の方

針」を確実に履行する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国土交通省発表の、利便増進事業を活用した「会社施行方式」により事業

を開始するまでの経過措置として、事業が円滑に進むよう、直轄で用地を買

収するための事業費を確保するなどの措置をすること。 

２１ 外かく環状道路の整備促進 

（１）国土交通省発表の、利便増進事業を活用した「会社施行方式」

への変更によっても、事業が円滑に進むよう必要な事業費を確 

保すること。 

（２）これまでの地元との信頼関係を損なうことがないよう、引き 

続き執行体制を確保すること。 

（３）「対応の方針」を国の責任において確実に履行すること。ま 

た、まちづくりの支援、東名ジャンクション以南の検討などは、

国が実施すること。 
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（２）高速道路会社が事業者になっても、これまでの地元との信頼関係を損なう

ことのないよう、国は都と連携し、用地執行体制などを確立すること。 

（３）高速道路会社が事業者になっても、国の責任において、地域住民の意見や

要望に対する「対応の方針」を確実に履行させること。また、まちづくりや

アクセス道路整備の支援、東名ジャンクション以南の検討などは、国が実施

すること。 
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２２ 高速道路網の整備促進及び有効活用 

 

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＞ 

三環状道路をはじめとする首都圏の高速道路は、交通渋滞の解消、環境改善、

さらには、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４７％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。さら

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。 

交通渋滞解消や環境改善等、整備効果が高い首都圏における高速

道路ネットワークの充実を図ること。さらに、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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 

●現 況 

三環状道路の整備率：４７％

■海外主要都市の環状道路整

率

目 標： ２０１６年までに三環状道路を約９割整備 

・通過交通の都心流入抑制等により、渋滞が解消 

・ＣＯ2排出量が年間で約２００～３００万トン削減 

（H22.4 月末現在）

22年4月末 ２４年度末
中央環状線 ８４％ ８４％

外環 ３２％ ３２％
圏央道 ４６％ ９０％
合計 ４７％ ７８％

路線名
整備率
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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、料金体系が輻輳し、割高感がある。このため、移動の効率性が極めて

高く、環境にもやさしい首都圏の実現に向け、高速道路網を最大限利活用する

料金施策を導入することが必要不可欠である。 

国が実施を検討している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。 

また、本年４月、国は「高速道路の新たな料金割引」を発表したが、首都圏

の高速道路料金については、交通や環境面などの影響について総合的かつ多角

的な検証を早期に行った上で、交通の円滑化、物流の効率化、環境に配慮した

合理的な料金体系とする必要がある。 

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、交通や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、長距離利用車や大型車の

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 ブー スを １箇 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 

（１）首都圏の高速道路料金体系 

現状：路線毎の入りくんだ料金体系 

・均一料金制と距離別料金制が混在 

・約 30 箇所の本線料金所 

首都圏における

一体的で利用し

やすい料金体系 

東北道

関越道

東名高速

常磐道

中央道

中日本㈱

東日本㈱

第三京浜

高速自動車国道

一般国道自動車
専用道路

首都高速道路

東京湾アクアライン
湾岸道路

中央環状線

首都高㈱

本線料金所

注）略図のため約３０箇所
全ては表示していない。

外環道

東関道水戸線

東関道館山線

圏央道

東北道

関越道

東名高速

常磐道

中央道

中日本㈱

東日本㈱

第三京浜

高速自動車国道

一般国道自動車
専用道路

首都高速道路

東京湾アクアライン
湾岸道路

中央環状線

首都高㈱

本線料金所

注）略図のため約３０箇所
全ては表示していない。

外環道

東関道水戸線

東関道館山線

圏央道

東北道

関越道

東名高速

常磐道

中央道

中日本㈱

東日本㈱

第三京浜

高速自動車国道

一般国道自動車
専用道路

首都高速道路

東京湾アクアライン
湾岸道路

中央環状線

首都高㈱

本線料金所

注）略図のため約３０箇所
全ては表示していない。

外環道

東関道水戸線

東関道館山線

圏央道
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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年度予算において、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、多摩川トンネル部やその他の箇所について、早期

に事業化を図り、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、ともに事業進捗率が８０％を超

えており、必要な予算を確保し、早期完成を図ること。 

（３）中央道、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。 

（４）国道６号、国道１４号など現在事業中の箇所については、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。 

２３ 国道等の整備促進 

（１）国道３５７号（東京港トンネル部、多摩川トンネル部など）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）について早期完成を図ること。

（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。 

（４）首都圏の都市間連携を強化する国道（国道６号、国道１４号な

ど）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、早期完成に向けて工程管

理に万全を期し、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。 

－114－



                                

 

参  考 

 

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 平成元年度に調査・設計に着手 

平成４年度に環境影響評価書を提出し、アセス手続完了 

平成５年度より城南島側から第１工区工事着手 

平成１４年４月に第１工区（Ⅰ期）供用開始 

平成１４年度にⅡ期事業採択(直轄臨港道路) 

平成１５年度より第三航路横断部仮設工事に着手 

平成１６年度より工事着手 

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年度    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 H23

事業費

直轄負担金

 

（百万円） 
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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、東京の最大の弱点

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。 

 

＜具体的要求内容＞ 

首都東京の道路整備は、渋滞解消・環境改善・利便性や防災性の向上のみな

らず、我が国の経済を活性化させ、国際競争力を強化するためにも必要不可欠

である。このため、「社会資本整備総合交付金」の財源を安定的・継続的に確

保し、東京に必要額を確実に配分すること。 

 東京の主な道路事業 

 ①区部の放射・環状道路 

環状２号線、環状３号線、環状５の１号線、放射５号線、放射７号線など 

②多摩の南北・東西道路 

  調布保谷線、府中所沢・鎌倉街道線、東京八王子線など 

 ③多摩川の橋梁 

是政橋など 

 

 

 

 

 

 

 

２４ 道路・橋梁事業の推進 

東京の道路整備の着実な推進のため、必要な財源を確保し、東京

に必要額を確実に配分すること。 
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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＞ 

 都は「東京都無電柱化推進計画」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２９％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、区市町村道における無電柱化の取

組は、まだ緒についたばかりであり、面的な無電柱化は一部の地域を除いてあま

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）無電柱化をより一層推進するため、事業推進に必要な財源を確保すること。 

 

（２）事業を迅速かつ効果的に行えるよう、電線共同溝法に基づく手続を簡略化

すること。 

 

（３）更なるコスト縮減とコンパクト化を図ることができる新構造の開発を推進

すること。 

 

（４）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。 

 

 

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に、無電柱化の実施に必要な財源を確保する 

こと。 

－118－



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６６％から７８％へ 

引き上げる。 

○ 都道全体の地中化率を、２９％から３７％へ引き上げる。 

【「１０年後の東京」への実行プログラム２０１０】（平成２２～２４年度）

整備済延長 地中化率

２，３２８ｋｍ ６８２ｋｍ ２９％

区部 １，２８８ｋｍ ５６７ｋｍ ４４％

多摩 １，０４０ｋｍ １１５ｋｍ １１％

Ｈ２１年度末（見込み）

全体

区分 整備対象延長

都道における整備状況 

八王子駅

立川駅

冨岡
八幡宮

東京スカイツリー
荻窪駅

区部 多摩地域 

主な事業箇所 都道（無電柱化済）
主な面的無電柱化エリア 都道
センター・コア・エリア 国道

凡　例

－119－



                             

 

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、平成２２年度に創設された社会資本整備総合

交付金においても引き続き、既設道路の街路樹植栽事業に必要な交付金を

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財源を確保し、東京に

必要額を確実に配分すること。 

（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 ４０８ ４５２ 

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国費率 0.55 

  ※Ｈ２１年度は、地域活力基盤創造交付金 

   

 

【街路樹の充実のイメージ】 
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４ 橋梁の長寿命化  

 

  （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 橋梁の多くは、高度経済成長期に集中して建設されたため、高齢化が進み、近

い将来一斉に更新時期を迎えることになる。 

 このため、橋梁の長寿命化修繕計画に基づく対策を実施することにより、これ

までの対症療法型管理から予防保全型管理へ転換し、更新時期の平準化と総事業

費の縮減を図るとともに、道路網の安全・安心を確保することにより、将来世代

にこれらの社会資本を良好な状態で継承していく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 都は、平成２１年３月に「橋梁の管理に関する中長期計画」を策定し、これに

基づき事業を実施している。また、区市町村においても、長寿命化修繕計画の策

定を進めており、今後、計画に基づく事業を実施していく予定である。 

 このため、長寿命化修繕計画の策定に必要な財源、及び同計画に基づく長寿命

化対策を実施するために必要な財源を確保すること。 

橋梁の長寿命化修繕計画を策定し、これに基づく対策を着実に実施

することにより、既設橋梁を将来世代に良好な状態で継承していくた

めに必要な財源を確保すること。 
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参  考 

 

 

１ 長寿命化修繕計画策定状況（平成２１年度末現在） 

 

（１）策定済み 

 自治体名 

 １都 東京都 

 ２区 北区、葛飾区 

 ２市 町田市、国分寺市 

 

（２）平成２２年度策定予定 

 自治体名 

 ９区 千代田区、中央区、港区、品川区、大田区、杉並区、板橋区、

墨田区、江東区 

 １市 八王子市 

 

 

２ 平成２２年度の予算 

 

（１）都の予算（当初）              （単位：百万円） 

区  分 事業費 
うち補助事業費 

（国費） 

橋梁の長寿命化 

（工事） 
1,936 760(416) 

                                           補助率 0.50 又は 0.55 

 

（２）区市の予算（当初）             （単位：百万円） 

区  分 事業費 
うち補助事業費 

（国費） 

橋梁の長寿命化 

（計画策定・点検） 
12 12(6) 

                                           補助率 0.50 

 

３ 実施計画（東京都） 

  

 平成 21 年度から平成 30 年度までの 

 10 年間で実施する長寿命化対象橋梁：163 橋 
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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、震災時における都民の安全な避難や緊急輸送を確保し、迅速な救援

活動を行うため、橋梁の耐震性向上を図る必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 緊急輸送路等、防災上重要な位置づけにある橋梁から、落橋防止対策や橋脚の

補強等を計画的に実施するため、橋梁の耐震性向上に必要な財源を確保すること。 

緊急輸送ネットワークを整備し、震災時の緊急輸送を円滑に行うた

め、橋梁の耐震性向上に必要な財源を確保すること。 
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参  考 

 

 

 

１ 実施状況 

      （平成２２年４月１日現在） 

区  分 計画箇所 実施箇所 達成率 

 279 橋 255 橋 91％ 

都  道 272 橋 252 橋 93％ 橋梁の耐震性向上 

臨港道路   7 橋   3 橋 43％ 

 

２ 平成２２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 

（国費） 

 2,457   963(  508) 

都  道 2,007   523(  288) 橋梁の耐震性向上 

臨港道路   450 440(  220) 

 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 20 年度 平成 21 年度 

 1,534（800） 1,101(  591)

都  道 650（358) 870(  475)
橋梁の耐震性向上 

（国費） 
臨港道路 884（442） 231(  116)

 

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２ｍ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＞ 

少子高齢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、歩道整備及び現道内で進めている歩道

改善の実施に必要な財源を確保すること。 

歩行者の安全を確保するため、歩道整備及び歩道改善の実施に必要な

財源を確保すること。 
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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２２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（国費） 

歩道整備事業等    8,183 2,148（1,135） 

 

３ 国の予算（都への当初配分額） 

（単位：百万円） 

区  分 平成 20 年度 平成 21 年度 

歩道整備事業等 

（国費） 
1,990 (1,061) 1,969（1,025） 

 

 

【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 

必要な財源を確保すること 

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、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、右折レーン設置を始

めとした交差点改良の実施に必要な財源を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慢性的な交通渋滞を解消し、交通事故防止を図るため、交差点改

良に必要な財源を確保すること。 
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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 年度末現在） 

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 ３４ 

 

２ 平成２２年度 都の予算（当初） 

区    分 事業費 うち補助事業費（国費） 

交差点改良事業 5,393 1,547（851） 

 

３ 国の予算（都への当初配分額） 

（単位：百万円） 

区  分 平成 20 年度 平成 21 年度 

交差点改良事業 

（国費） 
1,725 (915) 1,930 (1,037) 
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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＞ 

東京都内には、約１，１４０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、総合的なまちづくりを推進するため、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。 

 

＜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か所で連続立

体交差事業を進めており、京王京王線、西武新宿線、東武伊勢崎線の３路

線５か所で事業化に向けた準備を進めている。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、

今後新たに事業化に取り組む箇所についても、必要な財源を確保すること。 

 

（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５ 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 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＪＲ中央線（三鷹駅～国分寺駅間）の高架化による効果】（平成２１年１２月）

立川
三鷹

八王子

西武池袋線

京成押上線

拝島

調布

石神井公園

新宿

京急蒲田

立石押上

ＪＲ南武線

京王線・相模原線

矢野口

京急本線・空港線

ＪＲ中央線

小田急線

下北沢

京王京王線

 西武新宿線

明大前

野方

東武伊勢崎線

竹ノ塚

池袋中井

東村山

 

連続立体交差事業　箇所図

 西武新宿線他２路線

連立事業　事業中路線

連立事業　準備中路線

H22.4現在

渋谷

東京

品川

上野

鉄道立体化の検討対象区間

0 2 4 6 8 10 12 14

12(時間/日）

解消

緩和7（時間/日）

高架化前

(H19.6調査）

下り線高架化後
　　（H19.7調査）

高架化後

（H21.12）

１３箇所の踏切平均遮断時間の変化

0 5 10 15 20

13.5Km/h

17.3Km/h

約３割向上

混雑時
※1

の平均旅行速度の変化
※2

※2) 主な都道の平均値※1) 朝又は夕方のラッシュ時間帯

高架化前

(H17.11調査）

高架化後

（H22.2調査）

０ ５ １０ １５ ２０ 
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２６ 踏切対策推進のための制度の創設・拡充 

 

（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１，１４０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を

推進するための必要な措置を講じること。 

(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。 

 

 

 

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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２７ 都市高速鉄道整備の充実・強化 

 

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） 

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。 

 

＜現状・課題＞ 

平成２１年度末の建設改良に係る企業債残高のうち、年利５％以上の高利率

のものは、政府債が約３５５億円、旧公庫債は約２８億円であり、今後の利子

負担額は、それぞれ約８８億円と約６億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。 

政府債については借換制度がないことから、借換制度の創設を求める。なお、

繰上償還制度はあるが、財政力指数１．０以上のため対象外となっている。 

旧公庫債の借換制度については、資本費率の条件から対象外となっているた

め、要件緩和を求める。なお、１９年度、年利７％以上について、繰上償還が

認められた。 

 

＜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条

件を早期に緩和すること。 
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参  考 

 

【現在の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 2.1 30 年元利均等償還（５年据置）

機 構 資 金 2.1 30 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     1.39 10 年満期一括償還 

※ 年利は平成２２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。） 

※ 機構資金とは、地方公共団体金融機構（旧公営企業金融公庫）の資金である。 

 

 

【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      

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（見込） 50,478 13,232 63,710 581,274 

２２（予算） 85,389 13,447 98,836 557,810 

※ 特例債を含む。 

 

 

【平成２１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 2,104 86 355 14 2,459 100

機構債 152 84 28 16 180 100

民間債 2,671 92 247 8 2,918 100

計 4,927 89 630 11 5,557 100

※ 特例債を除く。 

※ 機構債には、旧公庫債を含む。 
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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） 

（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。 

 

＜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２１年度末時点で

約１，２００億円である。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。 
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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 

１８ 10,958,311 19,685,277 

１９ 10,937,720 17,813,411 

２０ 10,663,610 19,914,859 

２１（見込） 10,658,288 11,917,804 

２２（予算） 10,647,032 11,830,037 

 ※ ２１年度までは、交通局の収入年度区分による。 
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（２）大規模改良工事等については、所要額の確保と補助制度の充

実を図ること。 

 

＜現状・課題＞ 

（１）交通局では、大江戸線への可動式ホーム柵の導入を進めており、これに

ついて、補助所要額の確保を求めるものである。併せて、ホーム柵整備に

係る車両改修についても、補助対象とするよう、対象の拡大を求める。 

 

（２）火災対策の強化については、地下鉄車両の火災対策を実施するなど、よ

り充実させることが必要である。このような状況を踏まえ、補助対象事業

の所要額の確保と地下鉄車両の火災対策などを対象とした補助制度の創設

を求める。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）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。 

 

（２）地下鉄車両の火災対策などを対象とする補助制度を創設すること。 
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参  考 

 

（１） 地下高速鉄道整備事業費 

大規模改良工事 

［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・列車遅延拡大防止・早期回復対応］ 

 

【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 

１８ 435,212 

１９ 429,840 

２０ 666,698 

２１（見込） 519,773 

２２（予算） 30,740 

※ ２１年度までは、交通局の収入年度区分による。  

 

【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 14 駅 24 基    18 駅 057 基  

三 田 線    27 駅 23 駅 45 基    26 駅 150 基 

新 宿 線    21 駅 19 駅 40 基    21 駅 165 基 

大 江 戸 線    38 駅 38 駅 86 基    38 駅 394 基 

合 計 106 駅 94 駅 195 基    103 駅 766 基 

※ 平成２１年度末 エレベーター設置率    ８９％ 

          地上までの１ルート確保  ８４％（８９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） 
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３ 都市高速鉄道の安全対策の強化  

 

 （提案要求先 国土交通省） 

 （都所管局 交通局） 

可動式ホーム柵の整備を促進するための施策を実施すること。 

 

＜現状・課題＞ 

可動式ホーム柵については、駅ホームの安全の確保やバリアフリー等の見地

から、積極的な導入が求められているものの、相互直通運転を行っている路線

においては、車両のドア位置や、列車を所定の位置に停止させる装置など、規

格や設備の統一が必要であるため、整備が進みにくい状況となっている。 

このことから、ホーム柵の整備を促進するためには、相互直通各社に対して、

経費を補助する制度の創設が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

相互直通運転を実施している路線への可動式ホーム柵の導入を促進するた

め、相互直通各社に対する補助制度を創設すること。 
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２８ ＪＲ中央線の複々線化の早期実現 

 

（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、必要な措置をとること。 

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」として位置づけ 

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。 

 

 

２９ 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 22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）    16,661

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、米新政権下における横田基地の軍民共用

化等の早期実現について、国に要望することを決議 

11月12日 八都県市首脳会議が、米新政権下における横田基地の軍民共

用化等の早期実現について、国に要望することを決議 

平成21年  11月18日 八都県市首脳会議が、横田基地の軍民共用化の早期実現に重

点的に取り組むよう、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

は一昨年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、平成２１年度中に完了することとさ

れていた“横田空域全体のあり得べき返還に必要な条件の検討”の結果（※）

を早期に明らかにし、それを踏まえ、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”の

結果を早期に明らかにすること。それを踏まえた具体的協議を進め、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。 

 

(備考) 

※平成２２年５月末時点で明らかにされていない。 

 

横田空域及び管制業務の早期全面返還を実現するとともに、同

空域を活用した合理的な航空路を設定すること。 



 

１ 羽田空港の機能強化・更なる国際化について  

 

（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２０年）が利用する

国内最大の空港であるが、容量の限界に達しつつある。 

都は、再拡張事業を推進するため、平成１６年度から、従来の自治体の枠組みを

超えて、国の新しい滑走路整備に無利子貸付けを行ってきた。こうした再拡張・国

際化のために重ねた努力が実を結び、本年１０月に新滑走路と国際線ターミナルが

完成し、大幅な容量拡大が実現する。既に、昼夜あわせて６万回の国際定期便が就

航することが決定しており、羽田は本格的な国際空港として生まれ変わることにな

る。 

また、供用開始時には、国際線貨物ターミナルも開設され、新たに年間５０万ト

ンの国際航空貨物を取り扱うことが可能となる。これにより、深夜、早朝時間帯に

も運航できる羽田の特性を生かし、速達性を求められる航空物流において大幅な時

間短縮が実現する。 

本年４月、国土交通省の成長戦略会議において、首都圏の国際航空需要に対応す

るため、羽田空港の一層の機能強化を図る方針が打ち出された。 

羽田は都心と直結し、２４時間利用できる空港であり、我が国の将来を左右する

重要なインフラであるため、成長戦略会議で示された施策を着実に実施するととも

に、国際空港機能を一層強化していくことが必要である。 

 

３０ 羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進 

（１）再拡張事業を予定通り竣工させ、本年１０月の供用開始を確実に

実現すること。合わせて、当初から昼夜合わせて年間６万回の国際

定期便の就航を実現させて、再拡張事業の効果を早期に発現させる

こと。 

（２）国土交通省成長戦略会議で示された、羽田空港の更なる国際化に

関する施策を早期に実施すること。 

（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や

空港容量の更なる拡大を進めること。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）再拡張事業を予定通り竣工させ、国の責任において、本年１０月の供用開始

を確実に実現すること。合わせて、当初から昼夜合わせて年間６万回の国際定

期便の就航を実現させること。 

（２）国土交通省成長戦略会議で、昼間の国際線発着枠を、供用開始時の年間３万

回から、平成２５年度に見込まれる増枠時に６万回に拡大し、昼間の時間帯に、

羽田から欧州や米国、長距離アジアを含めた、高需要、ビジネス路線を展開す

る方針が示されているが、その各施策を早期に実施すること。 

（３）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、なお残る昼間の発着枠２．７万回を極力国際線に振り向けるなどして、国

際線発着枠を拡大すること。 

（４）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、管制、機材、環境、施設等あらゆる角度から、

昼間の空港容量の更なる拡大を実現し、拡大した発着枠を使って、国際線を増

加させること。 

（５）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。 

（６）再拡張供用開始後も、昼間の時間帯でも発着枠に余裕のある特定時間帯を中

心に、国際チャーター便の運航を積極的に推進すること。 

（７）羽田で取り扱う航空貨物量の増加に対応し、航空物流の円滑化を推進するた

め、羽田空港の機能をより一層高めること。再拡張供用開始後の深夜早朝時間

帯において国際貨物便の運航が可能になるが、旅客優先の原則に立ちつつ、特

定時間帯にも運航を可能にすること。 

（８）再拡張後は、船舶動静把握機関を適切に運用し、東京港における港湾機能の

確保に万全を期すこと。 

（９）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供用開始時点で十分に整えるとともに、供用開始以降

に増枠する際にもそれに対応した体制を整えること。 

（10）航空安全は人命に係わることであることから、再拡張・国際化後に備え

た輸送の安全確保に加え、空港内はもとより空港周辺を含む危機管理につ

いて、地域と連携しながら、適切な対応を図ること。 

（11）濃霧対策やバードストライク対策などにより、就航率や安全性の向上を

図るとともに、運航方法や機材の低騒音化などにより、航空機騒音の低減

を図ること。 
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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 7,500 億円（うち、都は総額約 1,110 億円の無利子貸付けに

よる協力を実施） 

（２）国際化の推進 

①「経済財政改革の基本方針 2008」(平成 20 年 6 月 27 日閣議決定) 

・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。 

・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。 

②再拡張供用開始後の羽田定期便乗り入れに関する各国との協議状況 

 （平成 22 年 4 月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③国土交通省成長戦略会議の報告（平成２２年４月２８日） 

・昼間の国際線枠を、供用開始時３万回から、平成２５年度に見込まれる増枠

時に年間６万回に拡大し、欧米や長距離アジア路線も含め、高需要・ビジネ

ス路線を展開。 

・国際線旅客ターミナルビルの拡充に着手。 

・更なる容量拡大方策を検討し、国際線をさらに増枠。 

 

（３）Ｃ滑走路の南への延伸 

・昨年４月に公表された「経済危機対策」の中に盛り込まれ、国の計画では概

ね５年で整備予定としている。昨年度は測量や地盤調査などを実施。 

・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。 

 
昼間 深夜早朝

韓国 12 4 平成20年 8月13日 金浦空港（うち4便までは釜山運航可）

香港 4 4 平成21年 3月19日 深夜早朝は貨物を含む

台湾 8 　　平成21年 12月 台北（松山空港）

マレーシア 2 平成20年 7月25日

シンガポール 4 平成20年 9月18日 貨物は2便まで

タイ 2 平成21年 1月30日 バンコク

フランス 2 平成20年10月23日 パリ

イギリス 2 平成20年11月12日 ロンドン

オランダ 2 平成21年 2月 6日 アムステルダム

ドイツ 4 平成21年 4月 2日 フランクフルト等

カナダ 2 平成21年 4月 3日 バンクーバーもしくはトロント

米国 8 平成21年12月11日
ホノルル、デトロイト、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ
（航空会社申請状況）

24 36 　　　　

備考

合計

区分 国名

欧
州
等

ア
ジ
ア

便数（１日当たり）
合意日
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（４）港湾機能の確保 

〇今後の空港機能の強化にあたっては、東京港を航行している大小さまざまな

船舶の安全かつ円滑な入出港を確保するとともに、岸壁等における荷役作業

の制約にならないよう、港湾機能の確保が必要。 

 

（５）再拡張後の国際線の取扱い 

旅客便  

定期便 チャーター便 

貨物便 

(定期便、チャーター便)

昼間時間帯（近距離アジア方面）

(6:00～23:00) 
× 

 特定時間帯（近距離アジア方面）

(6:00～8:30 の到着、 

20:30～23:00 の出発) 

〇① ×② 

×③ 

深夜早朝時間帯（欧米等も含む）

(23:00～6:00、リレー時間帯も含

む) 

〇 ○ 〇 

〇：運航可 

×：運航不可 

 

①旅客定期便 

⇒発着枠及び就航都市の拡大を要求 

 

②旅客チャーター便：２２年１０月から定期便化 

（２２年１０月まで） 

＜昼間時間帯＞ 

羽田･金浦（ソウル）便.羽田･虹橋（上海）便,羽田･北京首都（北京）便 

＜特定時間帯＞ 

羽田－香港便（１日２往復）（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供用開始までは運航可） 

 

⇒特定時間帯を中心に継続を要求 

 

③貨物便 

⇒就航を要求 
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２ 羽田空港の交通アクセス等の強化  

 

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

羽田空港は、都心から至近距離に位置し、高い利便性を誇る空港である。このポ

テンシャルを十二分に生かすためには、幹線道路や公共交通など、空港アクセスの

一層の強化が重要である。 

このため、環状８号線と国道１５号線との南蒲田交差点で国が実施している立体

交差事業を促進するとともに、羽田空港周辺の道路拡幅を図るなど、アクセス道路

の改善を進めている。 

また、公共交通について、鉄道輸送力増強のため、京急蒲田駅の改良事業を進め

ているほか、京浜急行及び東京モノレールの国際線ターミナル新駅も、本年１０月

の供用開始時に合わせて、開設する予定である。 

こうしたなかで、国は関係自治体等と連携を図りながら、羽田の機能強化や広域

ネットワークの形成も視野に入れた、空港アクセスの強化を着実に進めることが必

要である。 

また、羽田空港の一層の活用を図るには、広域的交通ネットワークと有機的連携

を図ることが不可欠であり、こうしたインフラ整備を鋭意進める必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）本年１０月の国際線旅客ターミナルの供用開始に合わせて、国際線ターミナ

ル駅の開設など、利用者の足の確保を着実に行うこと。 

（２）その上で公共車両優先システムの活用をはじめとするソフト策を含め、アク

セスをより円滑にするための対策を講じること。 

（３）また、２４時間利用が可能となる羽田空港では、本年１０月、深夜早朝時間

帯に多くの国際定期便が就航し、利用者が飛躍的に増えることが見込まれるた

め、これに合わせて、使いやすい公共交通手段を確保すること。 

（４）｢羽田空港跡地利用基本計画｣に基づき、新設されることとされた環状８号線

（新設構内道路）の整備を早急に進め、道路交通の円滑化、安全性及び利便性

の向上を図ること。 

（５）段階的な空港容量の増大に対応して空港アクセスの強化を図るため、空港と

（１）羽田空港の機能強化を視野に入れ、羽田空港の交通アクセスを一

層強化すること。 

（２）都心に近く、世界で比類のない便利な空港である羽田空港の機能

を最大限に発揮するため、関連する広域的交通ネットワークなど、

社会資本整備等を推進すること。 
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連結する広域幹線道路の整備及び周辺地域の交通機能強化を推進すること。 

（６）生まれ変わる羽田空港の一層の活用を図るため、広域的交通ネットワークと

の有機的な連携を図ることが不可欠であり、こうしたインフラ整備の一層の推

進を図ること。 
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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＞ 

羽田空港跡地は、空港の沖合移転以来の経過によって生じた約５３ヘクタールの

広大な土地であり、空港に隣接する希少な空間であることから、跡地利用に当たり、

空港機能をサポートするとともに、空港の持つポテンシャルを有効に活用すること

が重要である。 

新しい滑走路が本年１０月に供用開始となり、国際空港としての役割が高まる中

で、生まれ変わる羽田空港の機能を十分に生かしていくためには、跡地利用を早期

に具体化し、必要なところから事業化して、羽田の国際化に伴って求められる機能

の導入を図っていく必要がある。 

 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、平成２０年３月に策定した「羽田

空港跡地利用基本計画」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、昨年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）を本年１０月までに策定することとし、現在、策定作業を進め

ている。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）三者協における、「羽田空港跡地まちづくり推進計画（仮称）」のとりまと

めにあたっては、｢羽田空港跡地利用基本計画｣で示した方向性に沿って、関係

自治体の意向を十分に踏まえながら、道路や護岸などのインフラ整備や跡地の

処分、事業手法の具体化などが円滑に進むよう、積極的に取り組むこと。 

（２）測量等、推進計画策定に必要なデータを三者協に提示すること。また今後、

必要な都市計画決定など、個々の事業の具体化を図っていく際に必要な調査を

速やかに実施し、調査結果を三者協に提示すること。 

（１）生まれ変わる羽田空港の機能を十分に生かしていくため、空港

に隣接する貴重な空間で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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（３）跡地を可能な限り有効に活用するため、既存物件（ライフライン等）の移設

等について十分に配慮すること。 

（４）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。 

（５）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、跡地

利用に際して、国は、関係地方公共団体に対する処分方法・価格等について、

特段の配慮をすること。 

 

 

－155－



                                     

 

３１ 国際コンテナ戦略港湾への選定 

 

  （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

近年、アジア諸港の躍進などにより、我が国港湾の相対的地位が大きく低下す

るなかで、東京港、川崎港、横浜港で構成する京浜港は、全国の自治体に先駆け、

２年前から国際競争力強化に向け、将来のポートオーソリティの設立も視野に連

携強化に着手し、これまでも港湾コストの低減や利用者サービスの向上に資する

様々な施策を展開している。 

一方、今般、国は、我が国港湾の国際競争力を強化するため、重点投資を行う

港湾として国際コンテナ戦略港湾の選定に着手した。 

京浜港は今回、国際コンテナ戦略港湾の応募に当たり、これまでの三港連携の

成果を踏まえ、各港の役割分担を明確にした上で、具体的な貨物集荷策や民間活

力を最大限活かした港湾経営主体の早期設立など、斬新かつ効果的な提案を計画

書に盛り込んだところである。 

全国のコンテナ貨物の約４割を取り扱うとともに、先駆的な取組を進める京浜

港を国際コンテナ戦略港湾として選定し、施策を集中的に実施していくことによ

り、我が国港湾の国際競争力を強化し、その復権を図ることができる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

京浜港を国際コンテナ戦略港湾として選定し、京浜港が実施する国際競争力強

化に向けた取組を支援すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京浜港を国際コンテナ戦略港湾として選定すること。 
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３２ 首都圏新空港の事業化の促進 

 

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

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）により首都圏空港の容量拡大が図られるが、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。 

首都圏新空港構想の具体化に向け、調査検討を促進させるととも

に、国の施策として新空港を事業化すること。 
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参  考 

 

国土交通省航空政策審議会 航空分科会答申（平成 19 年 6 月） 

 

「首都圏第三空港については、これまで実施されてきた検討において、東京湾に

おける空域の確保や空港アクセスを始めとする様々な課題が明らかになってき

たが、首都圏における旺盛な航空需要等にかんがみると、羽田及び成田両空港に

おける利用状況や中期的な動向等も踏まえつつ、長期的な視野に立って引き続き

検討を行うことが望ましい。」 
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３３ 小笠原諸島への航空路開設の推進 

 

（提案要求先 国土交通省･環境省） 

（都所管局 総務局･環境局･港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

小笠原諸島は、本土から南に約１，０００キロメートル離れた太平洋上に位

置し、約２，４００人の村民が在住している。同諸島の存在により、水産資源

や鉱物資源など海洋資源の開発可能性を秘めた、我が国の排他的経済水域の約

３割という広大な海域を確保しており、国益を維持する上でも重要な地域であ

る。しかしながら、本土から小笠原諸島への交通手段は、近年の世界的な交通

アクセス短縮の中において、今なお片道所要時間が約２６時間の船舶航路に限

られている。 

小笠原諸島への航空路開設は、小笠原村の産業振興並びに村民の生活安定向

上の観点から大変重要な意味を持つものであり、高速交通アクセス手段の確保

は、都のみならず、我が国にとっても喫緊の課題である。 

都はこれまでも、航空路開設に向け、自然環境との調和などの課題について

検討を重ねてきたが、未だ実現に至っていない。 

こうした経緯や、平成２１年１２月に策定した小笠原諸島振興開発計画にお

いて、航空路に関して「本土との交通アクセスの改善のため、自然環境との調

和に十分配慮した航空路の将来の開設について幅広く検討を進める。」と定め

た趣旨を踏まえ、都では、航空路の早期開設を目指し、引き続き調査費を計上

するとともに、小笠原村民の意向を十分に踏まえながら、鋭意、調査・検討を

進めていく所存である。 

また、平成２０年２月には、航空路開設の検討を進めるため、都と小笠原村

による小笠原航空路協議会を設置し、さらに同年１０月には、小笠原航空路協

議会が行うＰＩ活動に対して、評価･助言を行う第三者機関である小笠原航空路

ＰＩ評価委員会を設置したところである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

小笠原諸島への航空路に関する諸課題の解決には、国の協力が不可欠である。 

引き続き、都が進める調査・検討に対し、適切な指導、助言などの支援・協力

を行うこと。 

また、航空路開設の推進に特段の配慮を講じること。 

 

（１）都が進める調査･検討に対し、指導･助言等の支援･協力を行

うこと。 

（２）航空路開設の推進に特段の配慮を講じること。 
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参  考 

 

小笠原諸島への航空路開設に関する経緯 

 

○ 経 緯 

・平成３年 11 月  国の「第６次空港整備五箇年計画」におい

て予定事業として採択 

・平成６年 ３月  平成６年第１回都議会定例会において、「小

笠原空港の早期建設促進に関する決議」 

・平成７年 ２月  空港の位置を兄島に決定 

・平成８年 12 月  国の「第７次空港整備五箇年計画」におい

て継続事業として採択 

・平成 10 年 ５月  空港の位置を時雨山周辺域に決定 

・平成 13 年 11 月  時雨山周辺域での空港建設計画の撤回を決

定 

・平成 17 年 12 月  平成１７年第４回都議会定例会において、

「小笠原諸島への交通アクセス改善の早期

実現に関する決議」 

・平成 18 年 11 月  振興開発計画に、「航空路について将来の

開設を目指し検討」と明記 

・平成 20 年 ２月  都が村と「小笠原航空路協議会」を設置 

・平成 20 年 10 月  小笠原航空路協議会が「小笠原航空路ＰＩ

評価委員会」を設置 

・平成 21 年 ６月  小笠原航空路ＰＩ実施計画書を策定 
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３４ 物流機能の強化に向けた東京港整備の推進 

 

  （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など、

必要な措置を講じること。 

 

（３）ふ頭背後の道路など、新たな交付金対象事業については、港湾管理者が運

営上必要とする事業に柔軟に対応するとともに、必要な財源を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。 
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＜現状・課題＞ 

東京都は、これまで東京港の港湾管理者として港湾物流の状況変化、ふ頭利用

者ニーズ等に精通し、港湾施設計画の策定、既存施設の改良、維持補修等の事業

のみならず、新規施設の建設を迅速かつ、安全、円滑に遂行してきており、直轄

対象事業となるような新規施設の建設についても、十分な経験・技術力を有して

いる。 

また、東京港は、都市機能と港湾機能が近接しているほか、今後、既存バース

の再編等による港湾機能の向上が必須となっている。 

今後、東京港の限られた空間（陸域・海域）において、周辺エリアとの一体的

開発による港湾機能の向上や、既存の港湾利用者と調整を踏まえた施設改修など

を迅速かつ効率的に行い、喫緊の課題である国際競争力の確保を図っていく必要

がある。 

 このため、東京港においては、港湾の整備・運営に係る十分な実績を有する港

湾管理者が主体となり、動きの激しい港湾情勢への迅速かつ的確な対応を図るこ

とが重要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）東京港の港湾施設の事業実施に当たっては、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当たっては、港湾管理者と十分に協議を行うととも

に、港湾管理者の事前了解を得ること。 

（２）直轄対象事業であっても、補助事業で事業採択すべきと港湾管

理者が申し出た場合には、補助事業で採択するなど、物流機能の

強化に向けた港湾管理者の取組みに対し、十分な支援を行うこと。
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参  考 

○国の直轄施工基準 

（１）港湾法の一部改正（平成１２年３月） 

  ・地方分権推進委員会第５勧告（平成１０年１１月）での指摘事項「直轄事

業等の基準の明確化、範囲の見直し等」に対し、港湾法の一部改正及び運

輸省令の改正で、直轄工事の範囲や対象施設の規模等を明確化 

（２）直轄基準の見直し 

 ・H18 年度 予算決定概要（プレス資料）において、国土交通省が、内貿ふ頭

の直轄対象を水深７．５ｍ以深に限定する旨、表明 

   ⇒ 東京港では、コンテナ、フェリー、RORO 船の全内貿施設が該当 

（３）直轄基準の適用方針 

・国土交通省は、H１９年度より直轄基準の厳格な適用を指示 

 

国は、一定の要件にあたるものを直轄事業としている。 

平成２０年２月６日開催の「第３４回地方分権改革推進委員会」において、国

民経済の健全な発展と国民経済の向上を図るため、国土交通省は、直轄事業の

範囲について以下の４項目で説明している。 

１ 国際・国内の基幹的海上交通ネットワーク形成のために必要な根幹的な港

湾施設 

２ 全国的な視点に立って配置整備する必要性が高い避難港の整備 

３ 施設の効用が一つの港湾管理者の行政範囲を超えて広域に及ぶ施設 

４ 技術的観点等から地方公共団体たる港湾管理者が実施することが困難な

事業 
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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・環境省） 

（都所管局 環境局・主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

コペンハーゲンで開催されたＣＯＰ１５では京都議定書後の気候変動対策に関す

る国際的合意は達成されず、法的拘束力のある新しい国際的枠組づくりはＣＯＰ１６

以降に先送りされた。 

しかし、ＩＰＣＣ第４次評価報告以降も、地球温暖化が同報告の予想を超えて進行

していることを告げる研究が公表され、気候変動の危機が一層深化していることが明

らかになっている。地球温暖化の進行は国際合意を待つ猶予を与えてはくれず、気候

変動対策に取組む意思と能力を有する者が先行して対策を推進することが求められて

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ＣＯ

２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。本年４月からは、世界で初めてオフィスなど業務部門をも対象

としてＣＯ２の排出を規制する「総量削減義務と排出量取引制度」を開始したところ

である。都は、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、本年１月、「コペンハーゲン合意」に関し、気候変動枠組条約事務局に温室

効果ガスを「２０２０年までに１９９０年比２５％削減」とする排出削減目標を提出、

さらに本年３月には「地球温暖化対策基本法案」を閣議決定し、国会に提出した。同

基本法案には、温室効果ガス排出量削減の中長期目標のほか、目標達成のための基本

的施策として「国内排出量取引制度の創設」や「地球温暖化対策のための税の検討」

等が盛り込まれた。 

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）排出量総量削減義務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。 
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しかし、その内容は、国内排出量取引制度における排出量の限度を定める方法とし

て原単位方式も検討するとするなど、実効性ある地球温暖化対策が確保できない内容

となっており、さらに、中期目標、長期目標の達成に向けた具体的な施策は今後の検

討課題となっている。 

地球温暖化対策への取組は低炭素型の新たなビジネスモデルを生み出し、日本経済

全体の活力創出にもつながる。長期的・安定的投資により我が国の経済全体を低炭素

型に転換し、次世代に良好な環境を引き継ぐため、国は中長期的な目標と施策を明確

にし、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。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）低炭素社会実現のための総合的な施策体系の早期構築 

   国際的合意の有無にかかわらず高い削減目標を明確に設定し、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）総量削減を中核とする実効性の高いキャップ＆トレード制度の実現 

国内排出量取引制度の創設にあたっては、以下の点を実現し、実効性の高い制 

度とすること。 

① 原単位規制ではなく、総量削減義務を導入すること。 

② 直接排出方式により火力発電所の排出総量を対象とすること。 

③ 事業者単位でなく、事業所単位の制度とすること。 

④ 特に大量の温室効果ガスを排出する事業所を対象とし国が実施する制度と、

それ以下の一定程度の温室効果ガスを排出する事業所を対象とし地方自治体が

実施する制度の二制度を創設し、国と地方がともに積極的な役割を果たす制度

とすること。 

⑤ 東京都の総量削減義務制度や都道府県・政令指定都市が実施している報告書 

制度など、先行する地方自治体の制度との整合を図ること。 

⑥ 国内排出量取引制度と整合するよう省エネルギー法及び地球温暖化対策推進

法を改めるとともに、事業所からの報告内容を地方自治体に提供し、国と地方

の効果的な連携を進めること。  

 

（３）大規模事業所の省エネ対策の促進 

大規模事業所において、低炭素型の設備・施設への更新を促進するため、資源

生産性向上促進税制をＣＯ２の総量削減の観点から抜本的に見直しを行うこと。

また、計画の認定基準の緩和と認定手続きの簡素化を図り、総量削減に取り組む

事業所が取り組みやすい仕組みとすること。 

 

（４）総量削減義務と排出量取引制度に係るクレジットの税務上の取扱い 

① 法人である削減義務者が、その削減義務の履行に充てることを目的として 

    オフセットクレジットを自ら組成し、クレジット化の認証を経て義務充当口座 

（償却口座）に移転する場合には、当該事業年度において、クレジットの取得

原価に相当する金額を、「売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価

の額」又は「販売費、一般管理費その他の費用の額」として損金算入すること
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を認めること。 

② 法人である削減義務者が、その削減義務の履行に充てることを目的としてク

レジット等を購入し、義務充当口座（償却口座）に移転する場合には、当該事

業年度において、当該クレジットの価額に相当する金額を損金算入することを

認めること。なお、グリーンエネルギー証書を購入し、クレジット化の認証を

経て義務充当口座（償却口座）に移転する場合も同様とすること。 

 

（５）中小企業の省エネ対策の促進 

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。 

 

（６）「地球温暖化対策のための税」及び「地方環境税」の導入 

「地球温暖化対策のための税」及び「地方環境税」を導入する場合には、地方

自治体が地球温暖化対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。 

 

（７）省エネ対策に係る専門的人材の育成 

事業所が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。 

 

（８）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。 

 

（９）家庭部門等の強化 

① 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。 

② エアコンやテレビ等の家電に電力使用量及びＣＯ２排出量を表示する機能の

標準搭載や、電気・ガスにとどまらず、ガソリンや灯油などの領収書にＣＯ２

排出量を表示するなど、ＣＯ２の可視化の取組を促進すること。 

③ ライフスタイルやビジネススタイルの転換を促し、より一層の節電を図るた

め、不要な広告用照明や自動販売機の夜間消灯、デパート等の営業時間短縮、

テレビの深夜放送の自粛などを関連業界に働きかけること。 
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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、２０２

０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）太陽熱利用促進と施工にかかる国家資格制度の創設 

単位面積当たりでは太陽光発電より高いＣＯ２削減効果を有する太陽熱利用を

促進するため、本格的な補助制度の導入、グリーン熱証書の活用等に取り組むと

ともに、太陽光発電の施工に関する国家資格制度を早急に創設し、施工技術水準

を確保すること。 

 

（２）波力発電の新エネルギー法への位置づけ 

波力発電など新たな技術の有効性を検証し、国のエネルギー政策として法的に

位置づけるとともに、開発・導入が円滑に進むよう必要な支援策を講じること。 

 

（３）再生可能エネルギーの送電系統への優先接続 

自然エネルギーの豊かな地域とエネルギー需要が大きな地域とを結び付ける

低炭素型の新たなビジネスモデルを促進し、ＣＯ２排出係数の高い電力より再生

可能エネルギーによる電力が優先的に利用されるよう、送電系統への優先接続及

び優先給電を促進すること。 

 

 

（１）今まで十分活用されずにいた、我が国に豊富に存在する風力や地

熱などのエネルギーを活かした低炭素施策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、高い国費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）グリーン電力証書等の購入に係る税務上の取扱い 

   グリーン電力証書等の購入については、総量削減義務の履行手段の一つとなる

ことから、その活用が広がりつつある。総量削減義務の対象事業所がグリーン電

力証書等を購入する場合、通常の電気購入代金と同様、税務上の経費として認め、

損金処理ができるようにすること。 

 

（５）下水道施設の上部空間を使った太陽光発電の交付対象事業の採択要件を緩和す

るとともに、高い国費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を支援すること。 

 

（６）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、現行よりも高い国

費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。 

 

（７）省エネルギーや温室効果ガス排出抑制に係る新技術について交付対象の採択要

件を緩和するとともに、高い国費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、国費の返還を求めないこと。 
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参  考 

（５）～（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】 

○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」を

導入。 
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３ 建築物の低炭素化の促進  

 

（提案要求先 経済産業省・国土交通省） 

（都 所 管 局 環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

建築物におけるエネルギー消費は世界の全エネルギー消費の４０％にも達すると

試算されており、今後、ＣＯ２の大幅削減を実現する上で建築物の低炭素化は特に重

要である。今日建築される建物は３０年（現在の平均的建物寿命）以上も存続するた

め、２０２０年の中期削減目標はもちろん、２０５０年の長期削減目標の達成に関し

ても、現在建設される建築物のエネルギー性能の如何が大きな影響を与える。 

東京都は２００２年に建築物環境計画書制度を開始し、大規模建築物の環境性能評

価やマンション環境性能表示を義務付けるなど、環境都市づくり施策を展開してきた。

こうした都の実績を踏まえ、建築物の低炭素化に向け、以下のとおり提言する。 

 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）エネルギー性能を建築物の基本性能に位置づけること 

ドイツ、英国などのＥＵ諸国、アメリカの諸州、そして韓国でも、エネルギー

性能基準が建築規制と連動し、基準に満たない建物は建設または使用開始できな

い等の措置がとられている。我が国においても、早急にエネルギー性能を建築物

の基本性能に位置づけ、こうした規定を導入すべきである。 

 

（２）新築建築物の省エネ基準を引き上げ、地方政府に基準設定の裁量権を与えるこ 

と。 

現在の建築物・住宅の省エネルギー基準は１９９９（平成１１）年の基準であ

り、最近では、基準を大きく上回る例も多い。さらなる性能向上が早急に求めら

れている中で、こうした基準は即刻改定すべきである。基準の強化に際しては、

将来的な基準強化のスケジュールやそのレベルを予告的に早い段階で示すことが

必要である。 

また、建築物のエネルギー基準は地域・気候により異なるものであり、水準の

達成速度も地域により大きく異なるので、地域に応じた対策を推進し、水準をよ

り早く高めていくためには、地域ごとにエネルギー基準の上乗せを可能とすべき

（１）エネルギー性能を建築物の基本性能に位置づけること。 

（２）新築建築物の省エネ基準を引き上げ、地方政府に基準設定の裁量

権を与えること。 

（３）エネルギー性能の表示制度を義務化すること。 
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である。 

 

（３）エネルギー性能の表示制度を義務化すること。 

ＥＵではすでに、エネルギーの性能表示を指令し、多くの国が制度義務化して 

いる。また東京都では、エネルギー性能評価書の交付を２２年１月より義務付け 

ている。 

こうした制度を参考に、建築物の省エネルギー・カーボン排出に焦点を当てた

性能評価と、取引等での表示義務付けを全国で早急に実施すべきである。大規模

新築建築物については直ちに、既存や中小規模も含めたすべての建築物について

は近い将来の制度化にむけ、制度設計を開始するべきである。 
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４ 自動車からの温室効果ガス排出量削減対策の推進       

   

（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） 

 

＜現状・課題＞ 

自動車交通に起因して排出される温室効果ガスは、わが国の総排出量の約２割を占

めており、更にその半数以上は乗用車から排出されている。 

我が国においては、省エネ法に基づき車両重量区分別の燃費基準目標値が示され、

燃費性能の向上が図られてきた。この目標値は順次引き上げられてきており、２０２

０（平成３２）年に向けた新たな基準の検討が進められている。 

都は、これまで国に対し、自動車からの温室効果ガスの削減のため、特に都内全体で

排出される自動車からの温室効果ガス排出量に占める割合の高い乗用車の対策を強化

すべく、「欧米で既に実施されている平均燃費規制の追加導入」などを要求してきた

が、国内で求められる温室効果ガスの大幅削減を実現するため、新たな燃費制度が自

動車からの温室効果ガスの総排出量を削減する実効性のあるものとなる必要がある。 

さらに、現在、自動車交通から排出される温室効果ガスの大半が石油燃料の燃焼によ

るものであり、再生できない資源に依存している。 

このため都は、ガソリン車に比べ温室効果ガスの排出量が極めて少ない電気自動車

（ＥＶ）やプラグイン・ハイブリッド自動車（ｐＨＶ）といった次世代自動車の普及、

拡大に向けた導入補助制度や急速充電施設の設置補助制度に取り組んでいる。 

また、石油燃料からの代替燃料であるバイオマス由来の燃料等について、開発・情

報提供・使用に努めることを新たに条例で義務化するとともに、都自らバイオマス燃

料の実証走行を実施し、バイオマス燃料の使用等にあたっての課題の検証を行ってい

る。 

 

 

（１）燃費制度における重量区分の設定方法を改善すること。 

（２）自動車の燃費の評価にあたっては、カーエアコン等の電装品も含

めた自動車総体として評価すること。 

（３）自動車メーカー全体の燃費目標値の設定と、各メーカーの販売・

製造自動車の平均燃費を公表すること。 

（４）自動車の省エネルギー対策にあわせて、自動車における再生可能

エネルギーの利用拡大に向けた措置も講じていくこと。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）車両重量化の抑制や重量車の一層の燃費改善を図るとともに、実質的な燃費性

能の向上ではなく、自動車の重量のみの増加を行うことで「見た目」の燃費性能

をよくすることができる現行の燃費制度の問題点を改善するために、欧米で導入

されているように重量と燃費基準が直線的に変化する方法を採用するなど、抜本

的な改善を行うこと。 

 

（２）カーエアコンやカーナビなどの自動車にとって必要不可欠な標準装備となって

いる電装品を稼動させないで燃費の測定、評価を行う現行の制度を改め、自動車

本体だけでなく、電装品の省エネ性能を高め、メーカーの技術力の総動員を図っ

て燃費を向上させる制度とすること。 

 

（３）個々のメーカー全体あるいは日本全体で販売される自動車の総体として燃費が

改善され、自動車からの温室効果ガス排出量の確実な削減がなされる制度となる

よう、国内で販売されている自動車全体で達成すべき目標値、メーカーごとの目

標値を示すと共に、各メーカーが販売・製造している自動車の平均燃費を公表す

ること。 

 

（４）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。 

また、税制上の優遇措置を継続するとともに、実際に排出する温室効果ガスの

排出量がより少ない自動車ほど優遇される制度に再構築すること。 

 

（５）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。 

 

（６）平成２０年５月の揮発油等品質確保法改正に伴い、事業者の事前登録が義務化

されたが、軽油特定加工事業者数はあまり増えていない。このため、新規参入を

促進するための必要な措置を講じ、バイオディーゼル燃料の供給拡大を図ること。 

 

（７）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。 

 

（８）良好な交通流を確保するため、ＩＴＳ（高度道路交通システム）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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５ プラスチック起源ＣＯ２の削減を促進する制度の導入  

 

（提案要求先 環境省） 

（都 所 管 局 環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

廃プラスチック類のケミカルリサイクル、サーマルリサイクル及び単純焼却に伴っ

て、年間２,０００万トンの「プラスチック起源ＣＯ２」が排出されている。 

このプラスチック起源ＣＯ２の削減を抜本的に進めるには、まずプラスチックのフ

ロー量そのものを削減するとともに、使用済みプラスチックを 後まで徹底的に有効

利用することが重要である。すなわち、リユースやリサイクルを進めることはもちろ

ん、材料リサイクルに適さないものについては、ケミカルリサイクル、サーマルリサ

イクルを行っていく必要がある。 

現行の地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告・公表制度では、プラスチック起

源ＣＯ２は、 終的に廃プラスチックのケミカルリサイクルやサーマルリサイクルを

行った者が排出した量として算定されることになっているが、このような制度では、 

・プラスチック原料の使用の削減や、材料リサイクルによって再生された再生プラ

スチック原料の利用拡大などが適切に評価されない。 

・ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルによる温室効果ガス削減が適切に評価

されないばかりか、天然資源を有効利用せずに埋立処分することが奨励されかね

ない。 

「プラスチック起源ＣＯ２」の削減を抜本的に進めるには、製品の製造等の段階で、

①リデュース、②バイオマス等への素材の転換、③再生プラスチックの利用を進める

ことが必要である。 

 

（１）現行の温室効果ガス算定・報告・公表制度におけるプラスチック

起源ＣＯ２の算定方法を拡大生産者責任の考え方に則したものに見

直し、プラスチック製品等の製造・輸入段階で算定する制度とする

こと。 

（２）プラスチック起源ＣＯ２の削減に取り組んだ製造事業者に経済的

なインセンティブが働く仕組みを導入すること。 

（３）サーマルリサイクルにより外部に電気や熱を供給した場合には、

それに相当するＣＯ２排出量を控除する制度とすること。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）拡大生産者責任に基づくプラスチック起源ＣＯ２の算定等 

プラスチック使用製品等の製造・輸入事業者に、プラスチック起源ＣＯ２の算

定・報告を義務づけること。 

   なお、使用済み製品等から再生されたプラスチック及び持続可能性基準を満た

すバイオプラスチックは算定対象外とすること。 

 

（２）製造事業者等による取組の評価 

プラスチック使用量の削減、再生プラスチックやバイオマス素材への転換等に

よるプラスチック起源ＣＯ２削減の取組が適切に評価され、削減に取り組んだ事

業者に経済的なインセンティブが働く仕組みを検討し、導入すること。 

 

（３）ケミカルリサイクル、サーマルリサイクル等の適切な評価 

ケミカルリサイクル、サーマルリサイクル及び単純焼却に係るＣＯ２直接排出

量についても、参考値として、引き続き算定・報告を義務付けるとともに、外部

に電力・熱を供給した場合には、相当するＣＯ２量を控除する制度とすること。 
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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

変動の危機とも相まって、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、必要な交付金を措置するととも

に、現行よりも高い国費率を設定するなど財源を確保すること。 

 

環境先進都市の実現などに向け、都市開発の機会を捉えた先進的な

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みを誘導

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国費拡充 

⇒現在、交付金制度があるものの、国費率が１／２となっているため、下水道施

設と同等の国費率引上げを求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

排水開始 平成 9年 10 月 

  

芝浦水再生センター 

 

品川駅 
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（提案要求先 総務省・財務省・国土交通省・環境省） 

（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＞ 

（１）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。 

 

（２）下記の緑地については、土地所有者の理解と協力を得て、地域指定を円 

滑に進めるため、用地の買取りに伴う譲渡所得の特別控除額を現行の１， 

５００万円（特別緑地保全地区は２，０００万円）から引き上げること。 

① 都立自然公園特別地域 

② 都自然環境保全地域特別地区 

③ 都独自の保全緑地 

④ 特別緑地保全地区（都市緑地法） 

 

（３）都市緑地法に基づく緑地の保全を推進するため、下記の措置を講ずるこ 

と。 

① 市民緑地制度については、契約期間２０年未満であっても税の優遇措 

置を受けられるよう、契約期間に応じた段階的な相続税評価額の控除を

行うなど、現在の制度を拡充すること。 

② 特別緑地保全地区制度については、現行の相続税の８割評価減の優遇 

税制について、更なる拡充を図ること。 

 

（４）都市の緑地を保全していくためには、土地所有者の理解と協力が不可欠 

であることから、地方自治体が条例等に基づく独自の制度として契約・協 

３ 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。 
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定など締結した緑地の所有者に対し交付する緑地奨励金等について、非課 

税措置を講じること。 

 

（５）都市及び都市近郊の緑地保全を推進するため、下記の指定がなされた土 

地に関する固定資産税を地方税法上非課税とするとともに、それに伴う十 

分な財政支援を行うこと。 

① 都独自の保全緑地 

② 区市町村独自の保全緑地 

③ 都自然環境保全地域特別地区 

④ 都立自然公園特別地域 

⑤ 都市緑地法による特別緑地保全地区 

⑥ 鳥獣保護区特別保護地区 

⑦ 区市町村指定の保存樹林 

 

（６）宅地化農地を市街地における貴重な緑地として保全するため、自治体が 

当該土地を借り受け、都民が緑を育てる場として貸し出す「クラインガル 

テン＊」などは、新たな公共的緑地であることから、社会資本として永続 

的に担保できるよう必要な税制上の優遇措置を講じること。 

  ＊クラインガルテンとは、「小さな庭」の意で、ドイツで普及している緑

地。市民農園より区画が大きく、菜園に限らず、ガーデニングなど多様

な利用が可能。 

 

（７）ヒートアイランド現象（都市部気温上昇現象）の緩和や都市にうるおい 

をもたらす屋上や壁面、ベランダ等の緑化施設に対する固定資産税（償却 

資産）の特例措置拡大に伴う必要な財政措置を講じること。 

 

（８）市街地における緑の創出は、国や地方自治体、民間企業などあらゆる主 

体による取組みが重要であることから、国においても、国や独立行政法人 

が所有する施設の敷地及び屋上等の緑化を強力に推進するため、必要な財 

政措置を講じること。 
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４ 公園整備事業の推進 

 

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、あらゆる公園緑地やその関連施

設等の整備に十分な交付金を確保すること。 

 

（２）公園整備の用地取得に係る国費率を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。 

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

る必要な財源を確保し、東京に必要額を確実に配分すると共に、制

度の拡充を図ること。 
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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22年度 都予算に対する交付金の割合（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費率 

区 分 国費率 根拠法令 

公園整備 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 参 

考 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                           

補助事業,
14,822

用地会計返還
金等, 9,437

単独事業,
6,794

○ 都立公園整備事業全体

（31,053百万円）に占める

 補助事業費の割合は 

約４８％（14,822 百万円）

○ このうち、交付金は 5,415

百万円で、都立公園整備

事業全体に占める割合は

約１７．４％ 

○ 国費率は施設1/2、 

用地1/3 

都立公園整備事業  

全体計 31,053百万円 
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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必要な交付金を増額すること。 

 

（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、必要な交付金を確保すること。 

 

（３）公園整備の用地取得に係る国費率を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、必要な財源を確保し、東京に必要額を

確実に配分すると共に、用地取得に係る国費率を引上げること。 
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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費率 

区 分 国費率 根拠法令 

公園整備 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 参 

考 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 
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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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５ 都市再生推進のための国有財産の活用 

 

１ 国有財産の活用  

 

   （提案要求先 内閣官房・財務省・国土交通省） 

 （都所管局 都市整備局・知事本局・財務局・環境局・建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

国家公務員宿舎跡地やその他国有財産は、東京の都市再生のためにも貴重な

資源であり、防災、環境、基盤整備等といった課題の解決のためにも、計画的

な土地利用が望まれる。また、都市の公園確保のための貴重な資源であるとと

もに、敷地内の豊かな緑は、都市における良好な緑地として大きな役割を果た

している。 

昨年秋以降の、行政刷新会議において国家公務員宿舎建設事業については

“見直し”という方針が出されたが、その後、「国家公務員宿舎の在り方等に

関する検討会」を速やかに立ち上げ本年７月を目途に結論を得ることとされた。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）行政刷新会議で立ち上げが示された「国家公務員宿舎の在り方等に関す

る検討会」による結論を早期に明確にし、着実に国有財産の移転再配置を

進めるとともに、都の実施する基盤整備と密接に関連する国有地（議員宿

舎・国家公務員宿舎・庁舎などの跡地）を都市再生の貴重な資源として、

地元自治体が活用できるよう減額取得を可能にすること。 

 

（２）都市計画公園区域や隣接する国有地については、自治体が優先的に用地

を確保できる仕組みを充実するほか、自治体に対する無償貸付制度を継

続・拡充すること。                  

 

（３）国有地の利活用の検討にあたっては、既存樹林の保全や新たな緑地の創 

出などに努めること。  

（１）都市再生事業推進のため、国有財産の減額取得を可能にする

こと。 

（２）緑あふれる都市に再生するため、国有財産の公園確保の仕組

みづくりや緑の保全・創出に努めること。 
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２ 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の移転したこ

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。 

 

 

 

 

 

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

有地等の管理処分について 

 (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2.2ha 

・H22 年度廃止予定*1 

峰友寮（農林水産省） 

 ・面積 ： 約0.2ha 

  ・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１２．１ｈａ 

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１．８ｈａ 

湯島地方合同庁舎（財務省） 

 ・面積 ： 約1.2ha 

  ・H26 年度以降廃止･移転予定*1 

宿舎（最高裁判所） 

 ・面積 ： 約0.2ha 

  ・H23 年度以降廃止予定*1 

宿舎（最高裁判所） 

･ 面積 ： 約0.2ha 

･ 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 

－189－



                                

 

 

  （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２１（２００９）年度末までに、区市町村の取組とあわせ、

公立小中学校１５５校（都内全公立小中学校の８％）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

化を推進するよう、強く働きかけるとともに、国立大学法人に対して積極的に財政支

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に、校庭芝生化を推進するよう強く

働きかけるとともに、積極的に財政支援すること。 
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７ 都市農地保全のための制度の改善 

 

（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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】

4,751

6,064

0

1,000

2,000

3,000
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5,000
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－192－



                              

 

 

 （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＞ 

小笠原諸島の世界遺産登録手続きについては、平成２２年１月に推薦書が提

出され、平成２３年の世界遺産委員会で登録の可否が決定される予定である。 

推薦書の添付資料として、世界自然遺産推薦地を含む小笠原諸島全体の自然

環境の保全・管理に関する基本的な方針である「世界自然遺産推薦地 小笠原諸

島管理計画」が平成２２年１月に策定された。  

そこで、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、日本における国際的にも重要な自然環境を保全する立場であり、

小笠原諸島の大半を占める国有林野を所有している立場である国が、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

策や新たな外来種の侵入拡散予防措置、各種事業・調査での環境配慮の徹

底、自然と共生した島の暮らしの実現、適正利用・エコツーリズムの推進

などに取り組むこと。 

                             

（２）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の整備に取り組むこと。    

 

（３）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。     

 

（４）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。 

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＞ 

国は平成２０年３月、いわゆる「ポスト新長期規制」を制定し、昨年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 不正軽油対策  

（提案要求先 経済産業省・環境省） 

（都所管局 環境局・主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

不正軽油の使用に伴う大気汚染や不正軽油を製造する過程で副産物として発生す

る硫酸ピッチの不法投棄の問題などが生じている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）不正軽油の製造を根絶するため、関係省庁が一体となった実効性ある対策を講

じること。 

 

（２）生活環境や人の健康に影響が無く、除去の困難な新たな識別剤を早急に開発す

ること。 

不正軽油による環境悪化を防止するとともに、脱税・滞納などの問題 

に対処するため早急に対策を講じること。 
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５ 環境・保健対策の充実  

 

     （提案要求先 環境省） 

（都所管局 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、平成２１年９月に、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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６ 大気汚染による健康被害者に対する総合的な救済策の実施  

      

     （提案要求先 環境省） 

（都所管局 福祉保健局・環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

 健康被害者に対する救済では、平成１９年８月の東京大気汚染訴訟の和解を受

け、都は、平成２０年８月から気管支ぜん息の医療費助成を全年齢に拡大して実

施している。しかしながら、現在の大気汚染の根本的な原因は、国の自動車排出

ガス規制の遅れにあり、国は、健康被害防止に有効な対策及び総合的な健康被害

者救済策を、責任をもって講じていく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 大気汚染による健康被害者の早期救済のため、都は独自に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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１０ 道路環境対策の推進 

 

  （提案要求先 国土交通省）      

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 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）騒音対策としての低騒音舗装、新型遮音壁に必要な財源を確保すること。 

 

（２）ヒートアイランド対策としての環境対策型舗装（遮熱性舗装・保水性舗装）

に必要な財源を確保すること。 

 

（３）騒音対策としての防音工事助成に対して補助対象とすること。 

 

（４）自動車排出ガスによる大気汚染が特に著しく、重点的な対策を実施するこ

とが必要な地点について、国が主体となって、必要な調査と対策の検討を行

うこと。 

 

 

 

 

 

幹線道路の騒音対策やヒートアイランド対策等を推進し、沿道住民

の生活環境を改善するために必要な財源を確保すること。 
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参  考 

沿道環境対策事業 

平成２２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 

（国費） 

沿道環境改善事業 10,171  1,047 (542) 

 低騒音舗装 6,009  161 ( 89) 

 新型遮音壁 170  170 ( 85) 

 遮熱性舗装・保水性舗装 3,605  436 (218) 

 防音工事助成 107    0 (  0) 

 緩衝建築物一部負担 280  280 (150) 

 

区       分 事業費 国、首都高速㈱の負担金額

 局地汚染対策 64          41 

  都、国、首都高速㈱が負担比率に基づき負担している。 

 

（２）路面温度上昇を抑制する環境対策型舗装 

 

 

 

 

 

 

遮熱性舗装 

  

アスファルト 

  混合物 

遮熱材 

赤外線 

反射 

 
基  層 

・ 舗装表面に遮熱材を塗り、日射エネルギーを反射し

て熱吸収を防ぐ舗装。 

・ 舗装表面に塗るため、低騒音舗装に施工しても騒音

低減機能は損なわない。 

保水性舗装 

 

保水材

アスファルト 

  混合物 

吸水 蒸 発

 
基  層

路面の熱 

・ 舗装の空隙に注入した保水材によって、雨水など

の水分を吸収し、蓄えることができる舗装。 

・ この水分が晴天時に蒸発することで路面温度を

下げ、舗装から大気への放熱を少なくする。 
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（提案要求先 経済産業省・国土交通省・環境省） 

（都所管局 環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

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に対し、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。 

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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また、ＶＯＣ排出事業者へ製品製造を発注している事業者に対し、Ｖ

ＯＣ対策を盛り込んだ発注仕様の採用を促し、発注側からのＶＯＣ対策

の普及を図ること。 

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ＶＯＣ製品の開発・普及を図るとともに、排出量の管理が容易にで

きる測定機器を開発すること。 

 

（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。   

 

 

 

 

 

 

 

－203－



 

（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や会計制度における環境対策の促進策等を設け、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＞ 

（１） 都は、平成２１年１０月に全国で初めて、適正処理、資源化及び環境に与える 

負荷の少ない取組を行っている優良な産業廃棄物処理業者を、第三者機関が評価

・認定する制度をスタートさせた。その特徴は、処理事業の信頼度の高さや環境

に配慮したより高度な取組を、「遵法性」、「安定性」及び「先進的な取組」の

観点から書面審査と現地審査により総合的に評価する点である。 

今回の廃棄物処理法の改正では、産業廃棄物処理業者の優良化を推進するため、 

その許可の有効期間について、許可を受けた者の事業の実施能力及び実績を勘案

したものとすることができることとしている。しかし、都のように独自に創設し、

優良業者を認定している制度の扱いが明らかでない。 

 

（２）建材用断熱材には、発泡剤としてフロン類が大量に利用されてきた。これらの

フロン類は、建築物等の省エネに寄与してきたが、オゾン層を破壊する物質であ

り、また地球温暖化への影響がＣＯ２の1,000～10,000倍にもなる温室効果ガスで

ある。都内だけでも、解体時に年間１６万トン放散されていると推計されている。

都は平成２１年３月に、この分解処理を推進するルールづくりを行ったところで

あるが、このルールを全国的に広めていく必要がある。 

現在、建材用断熱材が廃棄物となった時に、それに含まれるフロン類の放散を

抑制するための仕組みは構築されていない。 

 

（３）現在、高濃度ＰＣＢ廃棄物を保管している中小零細業者に対する処理費用の補 

助制度があるが、対象要件が限定的であり、手当てが十分にされていない。 

１３ 廃棄物・リサイクル対策の拡充 

（１）国の優良性評価制度に限らず、地域特性を踏まえた独自の評価制 

度も考慮して、優良な廃棄物処理業者の育成を推進すること。 

（２）建材用断熱材に含有するフロン類の分解処理を推進する仕組みを 

検討すること。 

（３）ＰＣＢ廃棄物処理費用基金制度の弾力的な運用を図ること。 

（４）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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（４）電気・電子機器類の廃棄物からレアメタル資源を回収するための取組が国や自 

治体で進められてきているが、抽出技術は開発途上であり、合理的な回収手法に 

ついても検討中である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１） 現在、都を始めとした複数の許可権者（岩手県、盛岡市、徳島県）が、それぞ 

れの地域の特性などを踏まえ独自の評価制度を運営することにより、優良な処理 

業者の育成を通じて、産業廃棄物の適正処理の促進に努めている。 

   国は、こうした各許可権者の積極的な取組を促進させるためにも、これら独自 

の優良性評価制度であっても一定の基準を満たしたものについては、許可の更新 

期間を延長する特例の対象とすること。 

 

（２）オゾン層破壊物質であり、かつ、地球温暖化物質であるフロン類が建材用断熱 

材に含まれていることから、フロン類の分解処理の推進や、回収のための誘導策 

を検討し、フロン類を大気中に放散しない仕組みを推進すること。      

 

（３）倒産・廃業により処理費用の捻出が困難な事業者及びマンション管理組合など

を補助対象者に拡大するなど、ＰＣＢ廃棄物処理基金制度の弾力的な運用を図る

こと。                         

 

（４）電気・電子機器類の廃棄物からのレアメタル資源を効率的・効果的に回収する 

ため、抽出技術の開発を支援するとともに、経済的インセンティブを付与するな

ど、事業者回収の仕組みの構築を検討すること。 
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１４ 花粉症対策の推進 

 

１ 花粉発生源対策の充実  

      （提案要求先 農林水産省） 

（都 所 管 局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

花粉症は、今や国民の約４人に１人が患者であるとされ、特に都が平成１８年

度に実施した花粉症患者実態調査では、都民の約３．５人に１人が花粉症と推計

されるなど、その対策は、都民、国民の健康にかか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、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」に替わり、地形等地域の実

態を踏まえた新たな花粉対策事業を計画し実施すること。 

（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、本年５月に成立した「公共建築物等における木材の利用

の促進に関する法律」に基づく施策の充実はもとより、民間での利用拡大、

技術研究開発の推進など、施策を拡充すること。 

 

 

 

（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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参  考 

○ 花粉症患者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 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おおむね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りを行い、

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)

の定額で買取り 

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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○ 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律 

（１）目的 

木材の適切な供給及び利用の確保を通じた林業の持続的かつ健全な発展

を図る。 

（２）国 

① 木材の利用の促進に関する施策を策定し、実施する。 

② 自ら率先して整備する公共建築物に木材を利用する。 

③ 木材製造高度化計画を認定し、必要な措置を講ずるよう努める。 

（３）都道府県 

国の施策に準じて必要な施策を策定し、公共建築物における木材利用に

努める。 

（４）市町村 

都道府県の施策に準じて必要な施策を策定し、公共建築物における木材

利用に努める。 
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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、都は平成２１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。また、平成２２年３月には、民間の製薬会社

が、舌下減感作療法薬の承認申請に向けた治験の準備に着手した。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国においても臨床研究を着実に実施し、舌下減感作療法の保険診療として

の実用化を推進すること。 

 

（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。 

－211－





５　

福
祉
・
保
健
・
医
療

５　福祉・保健・医療

－213－



 

 

１ 生活・雇用に関するセーフティネットの強化  

 

  （提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局・産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

昨今の経済情勢の影響を大きく受け、雇用の場を失う非正規労働者が急増し

た。離職した非正規労働者が生活困難に直面した時に、生活に困窮してしまう

ことのないよう、住居等の生活基盤を支えるとともに就労支援を行うことが必

要である。 

このため、国は、第一のセーフティネットである雇用保険制度の強化に加え、

最後のセーフティネットである生活保護の間に、住居支援、生活支援などの第

二のセーフティネットを構築した。 

しかし、依然として非正規労働者や雇用保険受給者でない者には厳しい状況

が続いており、各セーフティネットを更に強化していく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

生活・雇用に関するセーフティネットが重層的に機能し、離職者等が早期に

安定した生活を確保できるよう、必要な制度の見直し、相談支援体制の整備に

向けた財政支援の拡充などに引き続き積極的に取り組むこと。 

１ 生活・雇用に関するセーフティネットの強化 

生活・雇用に関するセーフティネットは基本的に国の責任で対応

すべきであり、各種支援策の見直し等に引き続き積極的に取り組む

こと。 
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２ 非正規労働者に対する支援の強化  

 

  （提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成２０年秋以降の経営環境悪化の影響で、非正規労働者の中途解約や雇止

めなど、雇用調整が進められており、国は、平成２２年３月に雇用保険法を改

正し、非正規労働者に対する適用基準を「６か月以上の雇用見込み」から「３

１日以上の雇用見込み」に緩和し、セーフティネット機能を強化した。 

 また、労働者派遣法について、登録型派遣・日雇派遣の原則禁止や、派遣先

が違法を知りながら派遣労働者を受け入れている場合の「みなし雇用制度」の

創設など、派遣労働者の保護の強化を図る抜本的見直しを行う改正案を、現在

国会で審議中である。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１）改正雇用保険法における非正規労働者の適用基準が遵守されるよう、事

業主への指導を徹底すること。 

 

（２）派遣労働者の保護の強化を目的とした、今国会成立予定の改正労働者派

遣法が遵守されるよう、派遣元及び派遣先に対し周知徹底を図るとともに、

従来、登録型派遣等で働いていた派遣労働者の雇用の安定や適正な雇用環

境の確保が図られるよう措置を講ずること。 

（１）雇用保険の適用基準が遵守されるよう、指導を徹底すること。

（２）今国会成立予定の改正労働者派遣法が遵守されるよう、周知

徹底を図るとともに、法改正により影響を受ける派遣労働者の

雇用の安定が確保されるよう必要な措置を講ずること。 
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参  考 

国の動向 

（１）雇用保険法の改正（第 174 回通常国会で法案成立：平成 22 年３月 31 日） 

 主な改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

（２）労働者派遣法の改正（第 174 回通常国会で審議中） 

 主な改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都の現状 

（１）20 年度の労働相談 54,933 件のうち、雇用保険未加入に関する相談は 767

件(構成比 1.4%)あり、非正規労働者(契約・パート・派遣)では、16,296

件のうち 381 件(構成比 2.3%)の相談を受けている。 

 ○雇用保険に関する労働相談件数の推移 

 平成 16年度 平成 17年度 平成18年度 平成19年度 平成 20年度

相談件数 
44,737 件 

（△9.0） 

48,792 件 

（9.1） 

55,700 件 

（14.2） 

54,669 件 

（△1.9） 

54,933 件 

（0.5） 

うち、雇用 

保 険 関 連 相

談 

 2,903 件 

（△8.7） 

 3,980 件 

（37.1） 

 3,579 件 

（△10.1）

 3,422 件 

（△4.4） 

 3,938 件 

(15.1) 

 注： ( )内は、対前年度比 

１ 非正規労働者に対する適用範囲の拡大 （施行：22 年４月１日） 

 ○雇用保険の適用基準を、「６か月以上雇用見込み」(業務取扱要領に規定）から

「３１日以上雇用見込み」（雇用保険法に規定）に緩和 

２ 雇用保険の未加入者に対する遡及適用期間の改善（施行：公布日から９月以内）

 ○未加入者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが、給与明細等

の書類により確認された者は、２年（現行）を超えて遡及適用 

１ 事業規制の強化 

 ○登録型派遣の原則禁止（専門 26 業務等は例外）（施行：公布日から３年以内）

 ○製造業務派遣の原則禁止（常用雇用(１年を超える雇用)の労働者派遣は例外） 

  （施行：公布日から３年以内） 

 ○日雇派遣（日々又は２か月以内の期間を定めて雇用する労働者派遣）の原則禁止

２ 派遣労働者の待遇の改善 

 ○派遣労働者の賃金の決定等にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との

均衡を考慮 

 ○いわゆるマージン率などの情報公開を義務化 

 ○雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示 

３ 違法派遣に対する迅速・的確な対処 

 ○違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れて

いる場合には、派遣先が派遣労働者に労働契約を申し込んだものとみなす 

 ○処分逃れを防止するため、労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備 

 

施行日は、公布の日から６か月以内
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３ 雇用保険受給者でない者への職業訓練と生活保障の充実  

 

  （提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

 国は、雇用保険受給者でない者(非正規労働者等)に対する第二のセーフテ

ィネットとして、緊急人材育成・就職支援基金を設立し、平成２１年７月よ

り、ハローワークが中心となって行う、職業訓練（基金訓練）と訓練期間中

の生活保障のための給付制度（訓練・生活支援給付金）を創設した。訓練・

生活支援給付金については、一定の要件を満たせば、基金訓練受講者だけで

はなく、公共職業訓練受講者にも支給される。 

この制度については、平成２２年度までは基金による緊急人材育成支援事

業として実施されるが、平成２３年度以降は、基金事業に替わる新たな制度

が検討されることとなっており、速やかな制度構築が求められる。 

また、事業の実施に当たっては、雇用保険受給者でない者の希望や状況等

を踏まえ、職業訓練のあっせんを適切に行うほか、訓練期間中も安定した生

活が送れるよう配慮し、内容の見直しや充実を図っていく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）雇用保険受給者でない者に対する職業訓練と訓練期間中の生活保障につ

いては、平成２３年度以降も継続して実施するよう制度化を図ること。 

 

（２）職業訓練については、基金訓練や公共職業訓練の単独受講だけでなく、

一定の要件のもと、基金訓練の連続受講や基金訓練受講後の公共職業訓練

受講が可能となっており、訓練申請者の希望を踏まえ、就職に向け必要な

基金訓練及び公共職業訓練の受講あっせんを適切に行うこと。 

 

（３）訓練・生活支援給付金については、対象者要件に関して、例えば収入要

件の認定にあたり賃貸住宅の家賃を一定額控除するなど緩和を図るとと

もに、訓練期間中の生活にも配慮し、適切な給付金額となるよう額を引き

上げること。 

雇用保険受給者でない者に対して、安定的な生活が実現できる 

よう、職業訓練と訓練期間中の生活保障を一層充実すること。 
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参  考 

 

○国の緊急人材育成支援事業の概要 

ア 職業訓練（基金訓練） 

〔訓練の内容〕 

 ・ＩＴスキル等基礎的な能力を習得する訓練（３か月程度） 

 ・医療、介護・福祉、ＩＴ等の分野における基本能力から実践能力を習得す

る訓練（３か月から１年程度） 

 ・社会的事業等分野における技能を習得する訓練（３か月から１年程度） 

 〔受講対象となる要件〕 

 ・ハローワークに求職申込みを行っている者 

 ・ハローワークにおいてキャリア・コンサルティングを受けて、基金訓練の

あっせんを受けた者 

・訓練を受けるために必要な能力等がある者 

・過去に公共職業訓練を受講したことがある者は、訓練修了後１年以上経過

し、かつ、平成２１年６月８日以降に受講を修了した公共職業訓練の期間

と、新たに受講しようとする訓練の期間が合計して２４か月を超えない者 

  

イ 生活保障のための給付制度（訓練・生活支援給付金） 

〔支給額〕 

 ・扶養者のいる者 １２万円（月額） 

 ・それ以外の者  １０万円（月額） 

〔支給対象となる要件〕 

・ハローワークに求職登録し、ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金

訓練または公共職業訓練を受講する者 

・雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受

給できない者（受給を終了した者を含む）  

・世帯の主たる生計者である者  

・申請時点で年収見込みが２００万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが 

３００万円以下の者 

・世帯全体で保有する金融資産が８００万円以下の者  

  ・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない者 

・過去３年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない者 

※訓練・生活支援給付を受けた月数が合計して２４か月を超えると支給は終

了する。 

 

 

○生活扶助基準額の例（平成２１年１２月１日現在） 

  東京都区部等 標準３人世帯 １６７，１７０円 
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４ 職と同時に住まいを失った者への支援策の充実  

 

  （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１０月から雇用施策の対象とならない離職者の就職活動と住居費

・生活費を支援するため、住宅手当の創設、生活福祉資金の抜本的見直し、臨

時特例つなぎ資金貸付の創設など第二のセーフティネットが構築された。 

また、今般、第二のセーフティネットがより機能するための方策として、ハ

ローワークへの住居・生活支援アドバイザーの配置、生活福祉・就労支援協議

会の設置、住宅手当の要件緩和が実施された。 

しかし、依然として厳しい経済雇用情勢の中、働く意欲がありながらも、就

職できず、生活に困窮している方に対し、一刻も早く就職し、生活を安定させ

るよう、支援を更に強化していく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）第二のセーフティネットについて、再出発に当たりマイナスからのスタ

ートにならないよう配慮するなど、必要な見直しを図ること。 

特に、住宅手当は、家賃のみを対象とし、敷金・礼金等の初期費用は借

入金で賄う仕組みとなっているが、自立を支援するという趣旨から、こう

した一時金についても住宅手当の対象とすること。 

 

（２）「住居・生活支援アドバイザー」が、雇用施策と福祉施策の橋渡し役と

して十分に機能するよう、確保・育成に更に努めること。 

住居を失った離職者に対する支援が一層機能するよう、必要な見

直しを図ること。 
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参 考 

 

 

○ 第二のセーフティネット（平成２２年１０月～）の実施 

 ・「住宅手当緊急特別措置事業」、「臨時特例つなぎ資金貸付」、「生活福祉資金貸

付事業の抜本的見直し及び総合支援資金の創設」といった新たなセーフティネット

の構築。 

 

○ 政府内「緊急雇用対策本部」が「緊急雇用対策」を公表（１０月２３日） 

 

○ ワンストップサービスデイの実施（１１月３０日・１２月２１日） 

 

○ 年末年始の生活総合相談（平成２１年１２月２８日～平成２２年１月１８日） 

 ・宿泊及び食事の提供 ・総利用者 ８６０名 

【区役所・市役所等による支援の状況】 （１月１８日現在） 

  相談者数 申請者数 決定者数 

生活保護 ５４２名 ４９７名 ４８２名 

住宅手当 ４３名 ２９名 １０名 

 

○ 住宅・生活支援アドバイザー（平成２２年３月～） 

住居等困窮離職者が、第二のセーフティネット支援施策及び生活保護その他の関連支

援施策を利用して、早期に安定就職できるようにするために、都内全ハローワーク(１

７か所)に住居・生活・就労の支援に関する相談・助言と各支援施策の担当窓口への誘

導を専門的に担当するアドバイザーを配置 

 

○ 生活福祉・就労支援協議会（平成２２年４月～） 

各都道府県及び地域において、福祉部門及び雇用部門の各機関間において連携・協力

を図るための具体的な協議や調整等を実施 

 

○ 住宅手当の要件緩和等（平成２２年４月～） 

住宅手当が利用者にとって使いやすいものとなるよう、要件緩和等を通じて利用者を

拡大するとともに、就職活動要件を強化し、受給者の自立支援・就労促進を図る。 
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５ 居住地のない者等に係る生活保護費の国庫負担の見直し  

  （提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

生活保護制度は、憲法の理念に基づき国が自らの責任の下で実施すべきもの

であり、現在は国４分の３、地方４分の１の負担割合となっている。２０年秋

以降の経済状況の急激な悪化を受け、保護率が急上昇し、各自治体での保護費

の負担が増大してきている。特に人口の流動性が高い現在において、「年末年

始の生活総合相談事業」に象徴されるように、職と住まいを失った求職中の貧

困・困窮者が、都道府県を超えて全国から大都市に集中する傾向があり、居住

地のない者の保護にあたって地方負担を求める制度は実態にそぐわないものと

なっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

国民の生存権的基本権を守るのは国の責務であることから、生活保護費を

全額国の負担とすること。 

特に、居住地のない者等に係る生活保護費については、都道府県を越えて

移動する者もおり、居住地を得た後も一定期間は安定した生活を送るための

支援を要することから、早急に全額国の負担とすること。 

居住地不定者等に係る生活保護費について全額国の負担とする

ことなどの見直しを図ること。 

－221－



参  考 

 

○都内保護の動向 

 都の生活保護の動向は、平成２１年１２月現在、１７９，７９４世帯、２３

６，１２１人、保護率１８．２‰となっている。保護率の対前年同月伸び率は、

平成２０年夏季まではおおよそ０．２ポイント増であったが、同年１２月以降

０．４、０．５と増加傾向に拍車がかかり、２１年４月以降は対前年同月比１

ポイント以上と急増している。 

 

 

    平成１９年４月からの保護率対比           （単位：‰） 

区分 １９年度 ２０年度 増加ポイント 

４月 15.6 15.8 0.2 

５月 15.6 15.8 0.2 

６月 15.6 15.8 0.2 

７月 15.6 15.9 0.3 

８月 15.7 15.9 0.2 

９月 15.7 16.0 0.3 

10 月 15.8 16.1 0.3 

11 月 15.8 16.1 0.3 

12 月 15.8 16.2 0.4 

１月 15.9 16.4 0.5 

２月 15.9 16.5 0.6 

３月 15.9 16.8 0.9 

 ２０年度 ２１年度 増加ポイント 

４月 15.8 16.8 1.0 

５月 15.8 17.0 1.2 

６月 15.8 17.2 1.4 

７月 15.9 17.4 1.5 

８月 15.9 17.5 1.6 

９月 16.0 17.6 1.6 

10 月 16.1 17.8 1.7 

11 月 16.1 18.0 1.9 

12 月 16.2 18.2 2.0 

１月 16.4 18.4 2.0 

２月 16.5 18.6 2.1 
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２ 新興・再興感染症対策の充実 

 

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。 

 

 

 

 

 

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。 
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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・病院経営本部・知事本局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２１年４月に発生した新型インフルエンザ（Ａ/Ｈ１Ｎ１）について、平

成２１年７月から国の運用指針の改定を受けて、都は、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。昨年秋に都内でも感染が拡大したが、医療

機能は破綻することなく、大きな混乱は生じなかったところである。しかしな

がら、医療資源が限られる中で、患者の重症度や流行状況に応じた病床確保の

あり方、病院の機能に応じた医療機関の役割分担、診療所と病院の連携体制な

ど、解決すべき課題が残されている。   

 小児用の抗インフルエンザウイルス薬については、感染拡大時に使用量が増

大し、一部の医療機関に行き届かず、タミフルの脱カプセルで対応するなどの

事態が発生したが、流通段階で在庫がひっ迫した場合などの安定的供給にかか

る対応策が示されていない。 

 また、平成２１年１０月から開始された新型インフルエンザワクチン接種に

ついて、希望者が殺到した接種開始当初におけるワクチン供給量不足、使い勝

手の悪い大容量製剤の供給、接種回数の見直しや接種開始時期が遅かったこと

などにより、接種を希望する都民が円滑に接種を受けられなかったこと、また、

ワクチンの返品が認められなかったことにより医療機関が過剰な在庫を抱えて

しまったことなど、様々な課題が明らかになった。 

 今後、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（Ａ／Ｈ１Ｎ１）への対応を検証し、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。また、地域の流行状況等に応じて各自治体が的確

（１）新型インフルエンザ（Ａ/Ｈ１Ｎ１）への対応を検証し、病原

性の強さや流行状況等に応じて的確に対応できるよう行動計画

やガイドラインに見直すこと。 

（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、併せて進めること。 
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に対応できるようにすること。 

 

（２）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。 

 

（３）重症患者等が多数発生した場合にも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、許可病床以外の場所に臨時病床

を設け医療提供を行う場合の法令適用の明確な基準を示すとともに、診療

を継続するために必要な医療機関の運営に対する支援や診療継続に伴い発

生する各種リスクへの対応、医療需要の増大に伴うスタッフの確保などに

ついて基本的方針を示し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。 

 

（４）抗インフルエンザウイルス薬について、新薬が開発されている状況で、

薬剤耐性ウイルスへの対応の必要性を踏まえて備蓄計画を見直すととも

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。 

 

（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、

ワクチンの接種対象者や具体的な接種計画を、国民に対して十分説明する

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。 

   ワクチンの接種については、国の責任において必要な財源措置を講じる

こと。また、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

整備するとともに、接種予約への対応や診療との両立といった医療機関の

負担を軽減し、経済的損失を負うことのない接種方式とすることにより、

ワクチン接種が円滑かつ確実に行える仕組みを構築すること。   

 

（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。 

 

－225－



 

３ 保育所制度の抜本的改革 

 

（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。 

現在、国は「子ども・子育て新システム検討会議」において検討中であるが、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、次の改革を早急に進めること。 

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仕組みとすること。 

（１）現行の認可保育所が利用者本位の制度となるよう、抜本的な改革を早

急に進めること。 

（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。 
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⑤ 保育所の設備・運営基準については、都道府県等が制定する条例に委任されることと

なったが、大都市に見合った面積基準や、保育士以外の資格を持つ人材の有効活用を図

るなど、運営上の様々な創意工夫が可能となるよう自治体の裁量の余地を拡大すること。 

 

（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。 
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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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４ 社会的養護施策の充実 

 

 （提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状・課題＞ 

 児童養護施設等においては、近年、児童虐待の急増などを背景に、情緒面や行

動面で問題を抱えた児童等の入所が増加している。こうした状況に対して、都に

おいては、入所児童の心理的ケアに重点を置き手厚い支援を行う専門機能強化型

施設の設置促進や、虐待により特に重いケアニーズを抱える子供に対応するた

め、教育・生活・治療的ケアが一体化して適切な治療的ケアを行う新たな施設の

あり方について検討を行っている。国においても、今後は、実態を十分に調査し

た上で専門的ケアが十分に行えるよう、施設のあり方や３０年にわたり見直され

ていない職種別職員定数等を抜本的に改善し、児童等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供たちは、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）新たな社会的養護の需要に対応できるよう、児童養護施設等のあり方を見

直すこと。また、専門的ケアを十分に行うことができるよう、配置職種別職

員定数、施設の最低基準等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。 

 

（１）児童養護施設等のあり方を見直すこと。また、職員配置や施設

の最低基準等を抜本的に改善すること。 

（２）社会的養護の下で育つ子供への支援を充実すること。 
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参  考 

 

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。
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５ 少子社会対策の推進 

 

 次世代育成支援対策の推進  

 

（ 提案要求先 厚生労働省）       

（ 都所管局 福祉保健局・産業労働局） 

 

 

 

 

＜現状・課題＞ 

日本の将来に大きな影響を与える少子化の進展に対応するためには、地域にお

ける子育て環境の整備や仕事と家庭生活の両立（ワーク・ライフ・バランス）の

実現などが急務である。 

このため、国が平成２２年１月に発表した「子ども・子育てビジョン」を踏ま

えた少子化対策を総合的に推進することが求められている。 

また、子育て支援施策の中核をなす保育所の整備については、「安心こども基

金」を財源にした補助制度となっているが、基金による保育所整備事業が平成２

２年度末までの時限措置であること、認可外保育施設が開設準備経費の補助を受

けるためには、認可保育所の基準を満たす必要があるなどの制約もある。 

待機児童解消のための取組を実効性のあるものとするため、「安心こども基金」

を柔軟な仕組みとすることが求められる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）社会保障制度全般の在り方を見直し、子育て支援のための財源を十分確保

すること。 

 

（２）平成２３年度以降の保育所整備事業に対する補助について、早急に方針を

示すとともに、必要な財源を確保すること。 

 

（３）待機児童の解消に資する地方単独施策について、各自治体の判断により基

金を充当可能とするなど、柔軟な仕組みとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）子育て支援のための財源を十分確保すること。 
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＜現状・課題＞ 

待機児童の解消を図るためには、待機児童の保護者の３分の２を占めるパート

タイム労働者や求職者に対する保育サービスの充実も不可欠である。 

しかし、これらの方々を対象とした国の特定保育事業は、実施主体が認可保育

所等に限定されていることなどから、整備が進んでいない。 

このため、パートタイム労働等で保育を必要とする保護者は、やむを得ず一時

預かり事業を繰り返し利用することになり、その結果、継続的な保育の利用枠を

確保できず、安定的な就労が困難となっている。 

 また、一時預かり事業には保育料の上限設定がないため、認可保育所の保育料

基準額を超える負担が発生する場合も生じている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）事業主体や職員配置の要件を緩和して、既存の一時預かり事業実施施設や

認証保育所など地方独自の保育施策において柔軟に展開できるようにするこ

と。 

 

（２）パートタイムの就労実態に合った保育料の設定が可能な補助単価とするな

ど、社会実態に即した見直しをすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）特定保育事業の拡充に向けて制度を抜本的に改善すること。 
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＜現状・課題＞ 

学童クラブは、就学後も安心して過ごせる生活の場を提供するとともに、保護

者の就労支援のために欠かせないサービスになっている。しかし、１８時を過ぎ

て開所している学童クラブはわずかであり、小学校入学とともに、仕事と子育て

の両立が困難となる、いわゆる「小１の壁」が問題となっている。 

また、学童クラブの運営実態を見ると、現在の運営費補助は総事業費を大きく

下回るため、民間事業者の参入が進まない一因となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

放課後児童指導員の質の向上を図るとともに、保護者ニーズが高い学童クラブ

の時間延長等に積極的に対応することが可能となるよう、学童クラブの運営実態

に即した制度の改善を行うこと。 

 

 

 

 

 

（３）開所時間の延長や放課後児童指導員の質の確保を基本とした学

童クラブの設置促進に向けて、制度を改善すること。 
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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、子ども手当制度の創設に当たり、地方に協議や説明も行わずに、児童手当

との併給方式とし、地方負担を残した。 

国は、平成２３年度以降の制度のあり方については、今後検討するとしており、

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。 

制度の本格実施に向けて、国は、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、国の責任において確実に財源を確保すること。 

 

（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。また、手当の支給対象など様

々な課題があることを踏まえた検討を行うこと。 

 

（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

期の情報提供を行い、円滑な事業実施が図れるよう配慮すること。 

６ 子ども手当創設に伴う確実な財源の確保等 

（１）子ども手当は、国策として創設され、実施することから、その

費用については、平成２３年度以降、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、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。 

－234－



 

７ 高齢社会対策の推進                 

 

１ 大都市にふさわしい施設基準と介護報酬水準の設定  

 

  （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、介護保険施設は慢性的な介護人材不足により、施設運営が極めて厳し

い状況にある。また、特別養護老人ホームの設置要件をはじめ、国が画一的な

基準を定めていることから、事業者は創意工夫しながら施設運営を行うことが

妨げられ、健全な施設運営に深刻な影響を及ぼしている。  

  

＜具体的要求内容＞ 

国の定める様々な基準の見直しを行い、弾力的な施設運営を可能とするこ

と。 

（１）特別養護老人ホームについて、施設建物の賃借により設置することがで

きるよう要件を緩和すること。 

 

（２）平成１５年４月１日以降創設された特別養護老人ホーム等についても、

一部ユニット型施設を認めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）良質な介護サービスの提供と健全な施設運営が行えるよう、 

施設基準等の見直しを行うこと。 
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（２）介護報酬について、介護事業者が介護人材の定着・確保を図

り、健全な事業運営を行うことができるものとすること。 

 

＜現状・課題＞ 

現在、東京における介護保険事業者は、慢性的な介護人材不足により、運営

が極めて苦しい状況にある。平成２１年４月の介護報酬改定において、都が提

案していた事項の一部は実現したものの、物価水準の地域差については考慮さ

れず、また、都が重点的な整備に取り組んでいる認知症高齢者グループホーム

や小規模多機能型居宅介護では、都が把握している実態とは逆に、人件費比率

を大幅に引き下げられたことにより都内のほとんどの地域で報酬単価が引き下

げられるなど、不十分な内容となっている。 

 また、国においては、平成２１年度から介護職員処遇改善交付金事業を実施

し、介護職員の賃金引上げに取り組んでいるところであるが、交付金事業は平

成２３年度までの臨時的な措置であり、介護事業者が職員の基本給の改善に踏

み切れない状況にあるとともに、交付を受けるための申請手続きが小規模な事

業者にとって負担となっている。さらに、対象が介護職員に限定されており、

病院と比較して給与水準が低い介護施設等の看護職員の給与改善に活用するこ

とができない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）介護報酬について、介護事業者が長期的なビジョンにより介護人材の定

着・確保を図り、良質な介護サービスの提供と、健全な事業運営を行うこ

とができるものとすること。また、賃金水準や物価水準の地域差を適正に

反映したものとすること。 

 

（２）小規模事業所である認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅

介護について、人件費比率の見直しを含め介護報酬体系を抜本的に見直す

こと。 

また、小規模多機能型居宅介護における事業開始時支援加算については、

介護サービスと直接関係の無い加算であり、利用者負担を求めることは妥

当性を欠くため、全額保険給付で行うこと。 

 

（３）平成２３年度については、人材確保が困難な看護職員についても介護職

員処遇改善交付金事業の対象にすること。 
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２ 専門人材の確保及び育成  

 

  （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、平成１９年８月に「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措

置に関する基本的な指針」を改正し介護人材確保の基本的な考え方を示したも

のの、将来的な介護人材の需給見通しに基づく体系的・統一的な取組策が十分

に図られていない。     

福祉・介護サービス分野における労働の需給状況はひっ迫しており、高い離

職率と相まって常態的に求人募集が行われ、東京をはじめとする大都市の介護

施設では人手不足が慢性的に生じている。 

特に、新規採用者等への訓練指導やサービスの質の向上に欠くことのできな

い中核となる人材が育たないため、せっかく確保した職員も定着せず、更に残

った職員も業務の多忙さや困難性などを理由に離職するという悪循環に陥って

いる。 

これを断ち切り、今後とも増大する介護ニーズに対応できる質の高い人材を

安定的に確保していくことは喫緊の課題である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）人材不足が深刻な介護施設・事業所における人材の確保及び介護労働に

関する実態と将来的な需給見通しに基づき、介護人材の計画的な確保対策

を確立すること。 

 

（２）サービスの質の向上や新たなニーズに的確に対応できる多様な専門的人

材の育成を図るため、資格や研修の在り方を体系的に整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護にかかわる人材の育成・確保及び専門性の向上を図るため、

総合的な人材対策を確立し、着実に推進すること。 
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３ 介護サービス情報の公表制度の見直し  

 

 （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１８年度に導入された介護サービス情報の公表制度は、介護サービス事

業者への便宜を供与するために必要な調査及び公平な情報の公表の機会を提供

する事務を行うものであることから、事業者から手数料を徴収できるものとさ

れており、事業者からの手数料で運営が行われている。 

また、同一所在地で複数のサービスを提供している事業者にあっては、介護

サービスの種類ごとに報告、調査、公表を行うこととされている。 

このため、介護サービス事業者から事務的、経済的負担が過重であるとの苦

情や意見が多く、厳しい経営状況にある事業者の状況を踏まえて、制度の抜本

的見直しを行うよう要望がなされている。 

さらに、利用者の利活用をより一層進めるためには、利用者の視点に立った

公表システムの検索機能などの充実が必要である。 

なお、平成２１年度の介護報酬改定は、介護従事者の処遇改善を図るため３

％の引上げがされたものであり、介護従事者の処遇改善にどのように結びつい

たのかを事業者が公表する仕組みとして本制度を活用すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）調査情報を確認する訪問調査については、事業者の事務的、経済的負担

の軽減を図るよう見直すこと。 

 

（２）複数の介護サービスを運営している事業者については、公表単位を同類

型の介護サービスごとから同一所在地ごとに改めるなど、事業者の負担を

軽減することができる環境を整備すること。 

 

（３）公表システムについては、利用者の利便性の向上の観点から、項目に係

る検索機能などの充実を図ること。 

 

（４）基本情報の項目に、従事者の職種、年齢及び勤続年数別の処遇や人件費

比率等を加えることにより、事業者が介護従事者の給与等を自主的、積極

的に公表できるようにすること。 

 

 

介護サービス情報の公表制度の見直しを図ること。 
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４ 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。 

医療においては、認知症の人が通常の身体疾患を発症した際に入院可能な医

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。 

国は新たに認知症の人の入院治療を行う空床を確保する基幹型認知症疾患医

療センターを制度化したところであるが、空床の確保について、必要となる病

床数と一床当たりの補助単価を示していない。 

また、地域において医療と介護が連携し、医療とケアを一体として提供する

必要があるが、現状では不十分な状況にある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）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。 

 

（２）平成２１年度に新設された「認知症対策連携強化事業」は、原則として

認知症疾患医療センターが設置されている区市町村が実施できるとされて

いるが、当該区市町村以外でも認知症疾患医療センターとの連携体制が確

（１）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。 

（２）地域包括支援センターが、地域の実情に応じた医療と介護の

連携を推進できるよう、認知症対策連携強化事業の対象の拡大

を図ること。 

（３）認知症疾患医療センターにおける周辺症状や身体合併症の入

院治療が機能するために必要な財源措置を行うこと。 
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保されるように事業内容の見直しを図ること。 

 

（３）国が新たに示した基幹型認知症疾患医療センターにおける周辺症状や身

体合併症の入院治療を行う空床の確保について、地域の実情に応じて必要

となる数を十分確保できる財源措置を行うこと。 
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参  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○都内の全病院及び認知症関

連学会所属医師が勤務する

一般診療所のうち、認知症

患者への対応をしていない

医療機関が約半数。 

○そのうち、身体合併症につ

いて入院対応が可能な医療

機関のうち、７割弱の医療

機関が一般病床で受入れ。

      

○身体合併症の入院体制を確

保するには、一般病床での

受入促進が必要。 

認知症患者へ対応している医療機関 

対応
あり,
53.4

対応
なし,
46.6

総数
764
か所

東京都「認知症専門医療機関実態調査」（平成 19 年 12 月）

東京都「認知症専門医療機関実態調査」（平成 19 年 12 月）
身体合併症の入院治療に使用する病床区分 

66.1

17.2

38.2

0.0

2.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

一般病床

精神病床

療養病床

結核・感染

症病床

無回答

(%)総数186か所

（複数回答）
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５ 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。 

国においては、介護療養病床を廃止し、介護療養型老人保健施設や特別養護

老人ホームなどに転換することとしているが、これまで都内の医療機関で転換

した例はなく、平成２１年１１月に都が実施した療養病床転換意向等アンケー

ト等調査結果では、介護老人保健施設に転換する予定は８．４％に止まってい

る。 

また、介護療養病床の廃止方針凍結の動きがあり、療養病床に関する方針も

明らかにされていないことから、医療機関は今後の運営方針を決めかねている。 

さらに、都が実施した療養病床の患者調査結果では、介護療養病床に入院し

ている高齢者の約 7 割に、なんらかの医療処置が行われていること、認知症高

齢者日常生活自立度がⅣ及びＭの高齢者が５割をこえるなど、医学的管理のも

とでの療養が必要な患者が増加している。 

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。 

国からは、特別養護老人ホームにおいて医師・看護職員との連携の下、介護

職員が口腔内のたんの吸引等を実施することについて、一定の条件のもとでは

やむを得ないとする通知が発出されたところであるが、そのために必要な研修

の具体的内容については何ら示されていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）医療療養病床の充実 

 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

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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方針を国の責務として速やかに明示すること。 

 

（２）介護療養病床の入院患者の実態に即した対応 

 ① 介護療養病床廃止方針の凍結について、早急に今後の方針を明らかに

すること。 

 ② 療養病床から介護療養型老人保健施設等への転換が進まない現状を

踏まえて、在宅療養が困難で医療と介護を必要とする高齢者の受入れ先

を明らかにすること。 

 ③ 介護療養病床の入院患者で、医療処置が必要な重度の要介護高齢者を

特別養護老人ホーム等に入所させるにあたって、適切な医療を提供でき

る体制のあり方を示すこと。 

   なお、特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて、

早急に具体的な研修内容を明確にすること。 
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６ 高齢者向け住宅等の適正な運営  

 

  （提案要求先 厚生労働省）      

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

有料老人ホームについては、老人福祉法第２９条に基づき、法令に定める事

項について、都道府県知事への届出が義務付けられている。 

近年、有料老人ホームと同様な介護等のサービスを高齢者へ提供しているに

もかかわらず、住宅の提供者と介護等のサービス供与者が契約上異なるため、

有料老人ホームに該当しない施設が増加している。 

しかし、未届の有料老人ホームに該当しうる施設の中には、防災設備もない

劣悪な居住環境下で、不十分なサービスしか提供していない事業者も存在して

おり、高齢者の尊厳が大きく損なわれている。 

また、国は平成２１年５月に「未届の有料老人ホームの届出促進及び指導等

の徹底について」により、未届施設への指導等を示しているが、老人福祉法上

に指導等を行う根拠が無いことから、事業者の同意がない場合は実施するのが

困難となっている。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１）届出を行っていない施設についても立入り調査に加え、改善勧告、命令

等が行うことができるよう、法改正を行うこと。 

 

（２）住宅の提供者と介護等サービスの供与者が契約上異なるため、非該当と

なる施設についても老人福祉法第２９条第１項に規定する「有料老人ホー

ム」と同様な指導等が行えるよう、直ちに必要な措置を講じること。 

 

（３）法令に違反する事業者に対し、事業停止など、実効性のある措置を講じ

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

未届の有料老人ホームに該当しうる施設の適正な運営を確保する

ための法令上の仕組みを整備すること。 
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７ 介護施設等への防火設備の設置促進  

 

  （提案要求先 厚生労働省）      

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

都では独自の補助制度により、認知症高齢者グループホームなどへのスプリ

ンクラー設備の設置促進に取り組んでいるが、法令上の規定がないことや設置

に係る事業者の費用負担が大きいことなどから、すべての施設には設置されて

いない。 

 また、高齢者向け住宅の建設にあたっては、消防法上、寄宿舎、下宿又は共

同住宅となり、スプリンクラー等の設置を求められない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）消防法施行令で規定されていない延べ面積２７５㎡未満のグループホー

ムを設置対象とすること。 

 

（２）都市型軽費老人ホームや適合高齢者専用賃貸住宅等を設置対象に加える

こと。 

 

（３）事業者の負担軽減を図るため、補助単価（現行９千円／㎡）を引き上げ

ること。 

 

（４）既存施設だけでなく、新設や地方独自の制度による整備についても補助

の対象とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護施設等への防火設備の設置促進を図ること。 
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８ 事業の円滑な実施に向けた助成制度の実現   

 

（提案要求先 厚生労働省）      

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

介護基盤の整備は、介護基盤緊急整備等臨時特例交付金を活用し、小規模特

別養護老人ホームや小規模多機能型居宅介護などの整備について、区市町村が

策定した第４期介護保険事業計画約１２万人分の拠点整備の目標に１年分の４

万人分を上乗せし、約１６万人分の拠点整備を目標としている。 

 しかし、広域型特別養護老人ホームについては、入所希望者が依然として多

いために引き続き整備していく必要があるが、地方財政措置の拡充はされたも

のの、本事業の対象外となっている。 

  

＜具体的要求内容＞ 

広域型施設についても介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の対象とすると

ともに、平成２３年度までの時限となっている本事業について延長を検討する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の補助対象を拡充するこ

と。 
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＜現状・課題＞ 

本事業を活用するためには、区市町村が地域の特性に応じた土地活用により、

民間事業者の意欲の喚起と参入を促進していくことが重要である。 

 また、本事業の助成条件については存続期間を５０年以上として借地権を設

定することとされているため、民間の契約体系に馴染まず、本制度が活用され

る例が少ない。 

 さらに、定期借地権設定に伴い授受される一時金に対する助成額は、路線価

の２分の１に対して、その２分の１（実質４分の１）となっているため、利用

の見込みも少ない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）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

合も助成対象とするなど、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。 

 

（２）定期借地権の利用について、存続期間５０年以上を３０年程度と基準を

緩和するとともに、普通借地契約も利用可能とすること。 

 

（３）定期借地権設定に伴い授受される一時金の助成について、充実を図るこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「定期借地権利用による整備促進特別対策事業」の助成条件

の緩和を図るなど、制度を充実させること。 

－247－



 

８ 保健医療施策の推進 

 

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３６０名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。平成 22 年度診療報酬改定においては、病院勤務医の負担の軽減が重

点課題として評価された。今後、診療報酬改定の評価検証を行うとともに診療

科偏在の解消に向けた施策による支援を行う必要がある。 

 平成２１年度補正予算により、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

援を行っているが、都道府県における対策には限界があるため、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）各職種が専門性を発揮し、業務を分担しつつも連携・協働することで、

安全・安心・良質な医療を効率的に提供するチーム医療を支援する施策を

推進すること。 

 

（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。 

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

酬の評価検証を行い、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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（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。 
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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、看護職員確保

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。同計画では、医療法で規定する基準病床数制度に基づき、基準病床数

を定めているが、同制度は都道府県の裁量の余地がなく、特定機能病院などの

高度医療を行う病院に全国から患者が集まる都の実態など、地域医療の実態を

反映することができない。 

また、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ている。 

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

（１）基準病床数制度について、都道府県が地域の実情を反映でき

るような仕組みとすること。 

（２）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。 

（３）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。 

（４）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。 

（５）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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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。 

また、あわせて、必要な機能を担う医療機関等の確保にあたっては、指定二

次救急医療機関の半数以上を占め、救命救急センター等からの早期転院受入れ

や在宅療養患者の緊急入院受入れを担うなど、急性期から亜急性期まで地域ニ

ーズに柔軟に対応し、医療連携を支えている中小病院の機能の充実が必要であ

る。 

さらに、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）基準病床について、都道府県が地域医療の実情を踏まえて設定できるよ

う、全国一律の算定方式を見直すこと。 

 

（２）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、対象疾患に心

疾患及び糖尿病を加えること。 

 

（３）脳卒中医療連携の推進に資するよう、施設基準の緩和を図る等、引き続

き診療報酬の改善を図ること。 

 

（４）地域医療支援病院など、地域の医療機関との紹介、逆紹介をはじめとす

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。 

 

（５）中小病院が担っている地域医療における役割を踏まえ、今回の診療報酬

の改定の影響を、経営面だけでなく機能の変化等の影響も含めて検証する

こと。 

 

（６）患者が円滑に療養生活を送るためには、転退院調整も含め、入院患者や

その家族が療養上抱える心理的、社会的、経済的な問題に対する専門的な

調整援助が重要なことから、各医療機関において、ＭＳＷによる調整援助

部門が整備されるよう、対策を講じること。 

 

（７）在宅医療の現場では、在宅療養支援診療所以外の多数の診療所医師が、

訪問診療を行っている。このような実態を踏まえ、在宅療養生活を地域全

体で支える観点から、２４時間の往診体制など、在宅療養支援診療所の要

件を緩和すること。 

 

（８）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、リハビリテーション医療従事者等を養成する施策を推進する

こと。 

－252－



 

 

（９）在宅療養患者に対する口腔ケア、摂食・嚥下リハビリテーションなどに

おいて多職種スタッフによるチーム医療･ケアの効果を最大限発揮できる

よう、医師や歯科医師からの指示等を職種を越えて関係スタッフ全体で円

滑に共有するなどチーム全体での柔軟で効果的な対応を可能にするような

多職種連携の促進策を検討すること。 

 

（１０）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

保する旨の方針を国の責務として速やかに明示すること。 

 

（１１）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、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）がん予防対策の充実  

 

（提案要求先 厚生労働省） 

 （都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 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

村の検診受診率向上に加えて、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

合致しないことなど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しているが、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等から、早急な機器整備と読影

医師等の人材育成が必要である。 

（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」は、今後も継続して実施す

るとともに、効果検証を行うこと。 

（５）ヒトパピローマウイルスワクチンを子宮頸がん予防対策の一

環として明確に位置付け、必要な財政措置を講じること。 
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 子宮頸がんについては、子宮がん検診受診とヒトパピローマウイルスワクチ

ン接種を併せて促進することで、死亡率減少効果が期待できることから、ワク

チン接種をがん予防対策として明確に位置付け、接種促進を図ることが必要で

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

働きかけるとともに、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。また、がん検診受診促進企業連携事業については、

継続して実施すること。 

 

（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 ２３年度以降も事業を継続して実施すること。  

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、マンモグラフィ検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。   

④ 事業の受診率向上効果について検証を行い、事業の有効性が認められる

なら、他のがん検診にも同様の事業を行うなど、検診受診率の向上に効果

的な取組を行うとともに、自治体が受診率向上に向けて積極的に事業を行

えるよう、財政支援を行うこと。 

 

（５）ヒトパピローマウイルスワクチンについて、子宮頸がん予防対策の一環

として明確に位置付け、接種促進のため、正しい知識の普及啓発を行うと

ともに、接種費用の公費による助成等、必要な財政措置を講じること。 
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（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。 

都は、都民の高いがん医療ニーズに応えるため、国制度であるがん診療連携

拠点病院の他に、同等の機能を有する病院を独自に「東京都認定がん診療病院」

として認定し、高度ながん医療の提供など都全体のがん医療水準の向上及び療

養生活の質の向上を図っている。 

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、拠

点病院がその機能を十分果たすためには、人口、がん患者数、患者の受療動向

等に見合った規模が必要であり、都の認定がん診療病院の取組などを踏まえた

地域の実情に応じた整備が求められる。 

また、都内共通の 5 大がん地域連携パスの作成など、拠点病院及び認定病院

を中心とした取組を進めているところであるが、更なる地域連携の推進が必要

である。 

 このほか、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。 

 

＜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。 

（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補助事業の拡充を図ること。 

（３）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。 

（４）専門医や医療従事者の養成・確保策の拡充を図ること。 

（５）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。
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(２）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。 

 

(３) 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。 

 

(４) 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。 

 

(５) 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。 
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（３）がん登録の推進  

 

（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＞ 

 がん登録は、がんの発生状況・がん医療の実態を把握し、がん対策の評価や

企画を行う際の基礎資料となるものであり、がん対策の推進にあたって重要な

役割を担う。 

 がん登録には、医療機関が実施する「院内がん登録」と、都道府県が実施す

る「地域がん登録」があるが、いずれも、法律上の位置付けが明確ではなく、

実施にあたっての財政措置が十分でないこと、人口動態統計の情報利用に制約

があることや、自治体により個人情報の取扱いが異なっていることなど、取組

の促進に向けての課題は多い。 

 また、がん登録について周知が図られておらず、その重要性と必要性につい

て国民及び医療機関の理解が十分得られていない現状がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）がん登録について、法律上明確に位置付け、国として推進を図ること。 

 

（２）がん登録を実施するための都道府県及び医療機関における実施体制の整

備や、情報収集のための経費について、実態を踏まえた必要な財政措置を

講じるとともに、精度向上、内容の充実に向けた取組を進めること。 

 

（３）人口動態統計の情報利用や個人情報の取扱いなどについて、がん登録に

必要な情報が確実に提供されるよう、制度面での整備を図ること。 

 

（４）がん登録の必要性について、国民及び医療機関の理解と協力を求めるた

めの積極的な普及啓発を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

がん登録について、法律上明確に位置付け、必要な財政支援を講

じるなど積極的に推進すること。 
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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。 

 こうした中、都では昨年８月から「救急医療の東京ルール」を開始し、地域

全体で救急患者を受け止める体制の確保に努めている。 

 平成２２年度の診療報酬改定では、重点課題の一つとして救急医療に関して

救命救急センターや二次救急医療機関の評価の充実が図られたが、対象患者の

要件が厳しい等、まだ十分なものとはいえない。 

 今後とも、迅速・適切な救急医療を確保するため、診療報酬の改善や医師確

保対策の推進、補助の充実などの国の取組を更に進めていく必要がある。 

 

＜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、更なる充

実策を講じること。 

（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、更なる充実策を講じること。 

（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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（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。 

 

（５）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。 

 

（６）救急患者の受入れに伴って発生する未収金の発生などによる不利益を被

らないよう、国の責任において補助制度を創設すること。 
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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２２年度から国は、周産期母子医療センターの運営費補助につい

て、ＮＩＣＵやＧＣＵについても算定基準とし、赤字の改善が図られてきてい

る。しかし、医師の確保という面では、実際に現場で働く医師等への処遇改善

には、まだ充分とはいえない。 

 本年１月に示された周産期医療体制整備指針において、「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、都としても２６年度末までにＮＩＣＵ３２０床

まで整備する必要がある。 

また、ＮＩＣＵを効率的に活用するためには、ＮＩＣＵ退院に向けたコーデ

ィネーターの配置や、地域において円滑に在宅生活を送れるようなレスパイト

病床の確保、訪問看護ステーションの拡充など、環境整備を図ることにより、

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の改定について、新生児特定集中治療室管理

（１）周産期医療に係る診療報酬について、改定の評価検証を行う

とともに、引き続き実態に応じた改善に努めること。 

（２）周産期母子医療センター等で働く医師等の確保を含め、安定

的な運営を図れるよう、補助制度のしくみについて改善を図る

こと。 

（３）ＮＩＣＵ長期入院児に対する在宅移行にむけた施策に対する

財政支援を図ること。 
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料の基準や算定評価、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の検証を行うとともに、引き続き実態に応じた

改善に努めること。 

 

（２）周産期母子医療センター等で働く、産科医や新生児科医を確保するため

の補助制度など、仕組みについて改善を図ること。 

 

（３）一次から三次までの医療機関が連携を強化し、リスクに応じた役割分担

のもとで、効果的・効率的に医療を提供できる体制づくりやネットワーク

の構築などに対して、実効性のある支援策を講じること。 

 

（４）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。 

 

（５）ＮＩＣＵ退院児の地域における在宅療養に必要なコーディネーターの配

置や、レスパイト病床の確保、訪問看護ステーションの拡充など、円滑な

退院支援や、在宅生活に必要な財政支援を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－262－



 

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、平成２２年度診療報酬改定において、小児救急医療に係る改定がなされた

が、小児救急医療の提供に係る不採算性の解消のためには、引き続き診療報酬

の改善が図られる必要がある。 

限りある医療資源を有効に活用するには、医療機関が連携を強化し、効果的

・効率的に医療を提供できる体制づくりが必要である。 

 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、医療提供体制施設整備交付金や医療提供体制推進事業費補助金につ

いて、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・小児救急医療体制を確保するため、実効性のある医師確保策

を緊急に講じるとともに、小児医療・小児救急医療にかかる不採算性を解

消するため、診療報酬の改善に引き続き努めること。 

 

（１）小児救急医療体制を確保するため、医師確保策を緊急に講じ

るとともに、小児救急医療にかかる診療報酬の改善等に引き続

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

ること。 

（３）小児救急医療対策に係る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の一層の充実に努めるとともに、

補助対象を拡充・改善すること。 
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（２）一次から三次までの医療機関が連携を強化し、効果的・効率的に医療を

提供できる体制づくりなどに対して、実効性のある支援策を講じること。 

 

（３）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

を進めるため、院内研修など実施のための体制整備を支援すること。 

 

（４）小児救急医療対策に係る医療提供体制施設整備交付金及び医療提供体制

推進事業費補助金の一層の充実に努めるとともに、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。 
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９ ウイルス肝炎対策の強化 

 

（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２２年度にお

いても継続することとなったが、２３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。 

   また、検査を医療機関に委託する場合の補助基準単価については、実態に

見合った額にすること。 

 

（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）肝疾患診療や患者への相談支援に係る体制整備については、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。 

（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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（５）肝炎患者の治療については、働きざかり世代に確実に行われるよう、地域

への正しい知識の普及とともに、家庭、職場における支援体制を確保するた

めの必要な措置を講じること。 

 

（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。 
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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及びＢ型ウイルス肝炎の核酸アナログ製

剤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 235,000 円未満 月額１万円まで① 

世帯の区市町村民税課税年額 235,000 円以上 月額２万円まで

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。 

 

 

  参考 
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１０ 障害者施策の推進  

 

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＞ 

 国においては「障がい者制度改革推進本部」及び「障がい者制度改革推進会

議」が設置され、障害者制度に関する議論が行われているが、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。 

 地域生活支援事業は、個別給付と相まって障害者を支える重要なサービスで

あるが、事業の充実に取り組む都道府県や区市町村に超過負担が大きく生じて

いる。また、利用者負担について、福祉サービス等と同様に無料化の検討が求

められている。 

 

＜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、平成２２年度から、低所得（住民税非課税）の

障害者等につき、福祉サービス及び補装具に係る負担が無料化されている

が、今後とも必要に応じた軽減措置を検討するとともに、法律上明確化す

ること。 

 

（３）地域生活支援事業について、事業の充実に取り組む都道府県や区市町村

に超過負担が大きく生じている実態を踏まえて、低所得者に係る利用者負

担の無料化も考慮した上で、十分な予算措置を行うこと。 

   また、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。 

なお、平成２１年度からの「特別支援事業」については、自治体におい

て柔軟な形態で効率的・効果的な事業展開が可能となるよう特別支援事業

以外の地域生活支援事業と一体的に配分すること。 

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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（４）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。 

 

（５）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。 

 

（６) 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。 
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参  考 

 

（１）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） 

 

（２）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決定額は、約１３４億円（うち「福祉

・介護人材の処遇改善事業」約１１０億円）。 

○  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、平成２２年度より、

通所施設における短期入所及び単独型短期入所が「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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）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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＜現状・課題＞ 

 障害者グループホーム・ケアホームの防火安全体制整備については、平成２

１年４月１日から改正消防法施行令が施行されている。法令改正に早期に対応

するとともに、より一層の安全体制の確保を図るためにも、防火安全体制整備

の強化が急務となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

グループホーム・ケアホームにおける防火安全体制整備について、都では、

法令の規定以上の設備を整備する際、国の補助制度に加え、都独自の補助制度

を活用し、整備促進を図っている。しかしながら、事業者の自発的な取組によ

るところが大きいことから、防火安全体制整備の一層の推進を図るため、以下

の事項について早急に対応すること。 

① 消防法施行令で規定されていない延べ面積２７５㎡未満の障害者ケア

ホームについても、スプリンクラー設備の設置が可能となるよう必要な措

置を講じること。 

② 障害者の地域での生活の場となる障害者グループホーム・ケアホームの

設置促進を妨げることがないよう配慮しつつ、利用者の安全が確保される

よう、消防用設備の整備のための必要な措置を講じること。 

③ 消防用設備等の整備を行う場合は、事業者や利用者の負担とならないよ

う、補助基準額（上限１８千円／㎡）の引き上げや、グループホーム・ケ

アホームの報酬の改善など国として実効性のある支援策を講じること。 

④ 地方独自の制度による整備についても、補助対象とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）障害者グループホーム・ケアホーム利用者の安全確保の観点

から、防火安全体制の整備の一層の推進を図るために必要な措

置等を講じること。 
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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 

１９，９００千円 

（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２２年度分）

 国：ヒアリング日程 

  平成２２年３月  

１９日 

 

   (国内示：平成

２２年５月～６月） 

（平成２２年度分） 

 国：書類提出日 

   平成２２年３月 

３１日 

 

  （国内示：平成 

２２年５月～６月） 

（平成２２年度分） 

予定 

 都：書類提出日 

   平成２２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。 

 さらに、訪問系サービスについては政令で国庫負担の上限を定めているため、

超過負担を強いられる自治体が生じている。 

 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）訪問系サービスについては、重度障害者の地域での自立生活を保障する

ために長時間サービスを提供している自治体が超過負担を強いられること

のないよう、区市町村が支弁した費用額の２分の１を国が負担すること。 

   また、区市町村の超過負担額の解消策として、平成２１年度から、基金

を活用した「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」が創設さ

れたが、都道府県地域生活支援事業である「重度障害者に係る市町村特別

支援事業」を優先適用する規定を見直すとともに、事業の継続に必要な財

源を措置すること。 

   従前の補助実績に基づいて国庫負担を行う経過措置については、今後と

も継続すること。 

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等を行うこと。 
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（４）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。 

 

（５）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。 

 

（６）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。 

 

（７）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。 

 

（８）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。 

 

（９）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。 

 

（10）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、景気の低迷など、障害者の雇用・就労を巡る状況は依然として厳しい

が、障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、雇用率制度の見直し等

が行われた状況もあることから、今後も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２４７か所（平成２１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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１１ 健康危機管理体制の充実 

 

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＞ 

一昨年発生した輸入冷凍餃子による健康被害やメラミン混入事件等を契機と

する輸入食品に対する消費者の不安は未だ解消されておらず、輸入食品の監視

体制を更に充実・強化することが必要である。また、国内で製造される食品の

原材料にも、多くの輸入食材が使用されており、消費者庁において原料原産地

表示の拡大について検討がなされているが、制度構築には至っていない。 

  期限表示の改ざん等、組織的な不正行為等に対し、現行の関係法令の下では、

迅速な違反食品の排除や未然防止に限界があり、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はじめ、食品に係る関係法令について必要

な見直しを行うこと。 

 

 

（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＞ 

日本の結核り患率（人口１０万対）は１９．４で、依然として「中まん延状

態(１０を超える）」にあるため、結核根絶に向けたきめ細かい予防対策をより

一層推進する必要がある。 

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、良質かつ適切な結核医療の提供体制を確保し

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、診療報酬制度については、平均在院日数要件の見直しやユニット化の

ルールが明確化されたが、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。 

 さらに、抗結核薬として公費の対象となる薬剤は１０種類に限られており、

多剤耐性結核など、専門的かつ多様な医療が必要とされる患者の治療に支障が

生じている。 

＜具体的要求内容＞ 

（１）結核対策特別促進事業の対象事業の多様化など、地域の実情に応じたき

め細かい予防対策をより一層推進し、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、結核医療の実情に見合うよう、

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を改善し、

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。 

（３）ニューキノロン剤の適応症に結核を含めるなど、薬剤耐性に対する適切

な結核医療の提供体制を確保すること。 

 

（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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３ 予防接種施策の充実  

 

  （提案要求先 厚生労働省）      

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞  

高齢者や乳幼児の健康と生命を守るためには、予防接種による感染症予防策

の一層の充実が重要である。 

しかしながら、昨年のワクチン株由来ポリオの国内発生や、日本脳炎新ワク

チンの第２期使用の承認の遅れなど、定期接種において様々な課題がある。ま

た、任意接種として広がりつつある Hib ワクチンや肺炎球菌ワクチン接種等に

ついて、ワクチンの安定供給や高額な接種費用等多くの課題がある。 

こうした現状を踏まえ、国は、厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会に

おいて予防接種制度のあり方について検討を開始した。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）今後行われる予防接種制度の検討に当たっては、感染症対策における予

防接種の位置づけを明確にした上で、予防接種法の対象となっていない疾

病・ワクチンの評価や位置づけ、ワクチンの安定供給方法や国民の予防接

種に対する理解促進など、予防接種全般のあり方について早急に検討を行

うこと。 

 

（２）経口生ポリオワクチンから不活化ポリオワクチンへの移行を早急にすす

めること。 

 

（３）乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを、第２期の定期接種にも位置づけると

ともに、平成１７年の積極的勧奨の中止以降、定期接種の対象年齢を超過

した未接種者に対する経過措置について、接種機会が確保されるよう十分

配慮すること。また、その際に、ワクチン不足等の混乱が起きないよう対

策を講じること。 

 

（４）乳幼児の細菌性髄膜炎の主要菌であるインフルエンザ菌ｂ型（Hib）感染

症及び肺炎球菌感染症を予防するため、Hib ワクチン及び小児用肺炎球菌

ワクチンの安定供給を確保するとともに、定期接種化に向けた必要な検討

を行い、ワクチン接種体制の整備を進めること。 

 

（５）高齢者の肺炎の予防に効果があるとされている肺炎球菌ワクチンの有効

感染症の拡大を防止するため、予防接種対策をより一層充実する 

こと。 
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性、安全性、費用対効果等に関する十分な調査研究を行い、定期接種化に

ついての検討を早急に進めること。 
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１２ 医療保険制度の改革等 

 

  （提案要求先 厚生労働省）      

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 昨年１１月に発足した「高齢者医療制度改革会議」では、後期高齢者医療制度

の廃止に向け、新たな制度検討を行い、併せて区市町村国保の広域化等を含めた

見直しを行うとされている。 

 後期高齢者医療制度の受入先として検討されている区市町村国保は、医療費が

高く所得の低い高年齢の者や、失業者・非正規雇用等の低所得者の占める割合が

高く、保険料の確保が困難であるため、多額の一般会計繰入れによってようやく

制度が成り立っており、厳しい財政状況のもとでの制度運営を余儀なくされてい

る。 

 今回の見直しにおいては、世代間の負担ルールや制度の運営責任が明確なこと

等、後期高齢者医療制度における理念を踏まえるとともに、区市町村国保のこう

した構造的課題も併せて解決できるものとすべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）新たな高齢者医療制度は、高齢化などによる更なる医療費の増大が見込ま

れていることなどから、将来に渡って、公平かつ安定的に運営される持続可

能な制度とすること。 

 

（２）国民健康保険制度の見直しに当たっては、その構造的問題から生じる医療

保険制度間における保険料負担の不公平や財政運営上の課題等について、抜

本的な解決策を講じること。 

 

（３）新たな制度の検討に当たり、財政負担の将来推計を明示するとともに、公

費と保険料の負担割合等の財源構成や保険者間の財政調整の仕組みについ

て、考え方や問題点を整理し、地方や他の保険者に財政負担を転嫁すること

がないよう、必要な財源を確保すること。 

 

(１) 新たな高齢者医療制度については、将来に渡って公平かつ安定

的に運営される持続可能な制度とすること。 

（２）新たな制度設計に伴う国民健康保険制度の見直しに当たって

は、国民健康保険制度の構造的な課題の解決を図ること。 

（３）これらの検討においては、地方公共団体の意見を反映すること。

－282－



（４）制度の検討過程において、地方公共団体の意見を反映すること。 
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１「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化 
 
(提案要求先 内閣官房・総務省・外務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省) 

  (都所管局 水道局・知事本局) 

 

「国際貢献ビジネス」が着実に実施できるよう、体制及び

法制度の整備等の必要な措置を図ること。 

＜現 状 ・課 題 ＞ 

東 京 都 水 道 局 は、どのような水 質 にも対 応 できる浄 水 処 理 技 術 を持 ち、

漏 水 率 ３％、料 金 徴 収 率 ９９．９％など、ハード、ソフトともに、世 界 有 数 の事

業 体 である。 

世 界 的 な水 問 題 への対 応 など、我 が国 の技 術 に対 する期 待 が高 まる中 、

民 間 ベースでのビジネス展 開 が求 められていることを踏 まえ、水 道 局 所 管 の

出 資 法 人 である東 京 水 道 サービス株 式 会 社 を活 用 した「国 際 貢 献 ビジネ

ス」に取 り組 んでいる。 

今 後 、「国 際 貢 献 ビジネス」を着 実 に推 進 するためには、各 国 のニーズや

事 業 に係 るリスクを十 二 分 に把 握 しつつ、海 外 での事 業 展 開 のための戦 略

と戦 術 を練 り上 げていく。 

ついては、国 において更 なる連 携 の強 化 、海 外 情 報 の提 供 、現 地 活 動 の

支 援 や障 害 発 生 時 の対 処 、政 策 金 融 支 援 の拡 充 など、戦 略 的 に体 制 及

び法 制 度 の整 備 等 に取 り組 むことが必 要 である。 

なお、「国 際 貢 献 ビジネス」の取 組 の一 環 である「東 京 水 道 国 際 貢 献 ミッ

ション団 」の効 果 をより高 めていくためは、相 手 国 に、国 一 丸 となったバックア

ップの用 意 があることを示 せることが重 要 である。 

 

＜具 体 的 要 求 内 容 ＞ 

（１）  水 に関 する関 係 省 庁 の更 なる連 携 の強 化 及 び窓 口 の一 元 化 を図 るこ

と。 

（２） 海 外 情 報 の収 集 ・提 供 を行 うこと。 

（３） 事 業 展 開 にかかる現 地 活 動 の支 援 、障 害 発 生 時 における調 整 ・対 処 を

行 うこと。  

（４） 政 策 金 融 支 援 の拡 充 ・強 化 、財 政 措 置 及 び公 的 保 証 制 度 の拡 充 を図

ること。 

（５） 地 方 公 営 企 業 附 帯 事 業 の対 象 範 囲 の明 確 化 及 び財 政 支 援 策 の確 立

を図 ること。 
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１ 国際貢献ビジネスに係る取組状況

２ 東京水道国際貢献ミッション団

参　　考

(1) 目的　 
  　　　派遣対象国のニーズや実情等を把握するとともに、東京水道の技術・
  　　ノウハウなどをアピールして、ビジネスベースでのニーズの掘り起こしを
  　　行う。
　　 
(2) 派遣対象国選定の考え方

  　　　当面アジア地域を中心に、今後水道の需要が高まると考えられる国など
  　　から派遣対象国を選定する。

(3) 派遣対象国選定の時期 
  　　　６月中　　ヒアリング等によって得られた情報に基づき派遣対象国を選定 
  　　　夏頃　　　ミッション団を派遣

(4) ミッション団の構成
　　　　原則として、団長以下数名の職員で構成し、数名の東京水道サービス
　　　株式会社の社員が同行する。

　１月２２日（金）　○「東京水道経営プラン２０１０」策定、公表 
　　　　　　　　　　　　東京水道サービス株式会社を活用した国際貢献を
　　　　　　　　　　　初めて公表

　２月１０日（水）　○「東京水道サービス株式会社を活用した
　　　　　　　　　　　国際貢献の新たな取組（実施方針）」公表 

　３月　８日（月）　○株式会社産業革新機構と協定を締結
　　　　　　　　　　○同機構及び東京水道サービス株式会社と覚書を締結 

　３月２６日（金）　○国際貢献ビジネスのベースモデルの設定 

　４月１２日（月）　○第１回海外事業調査研究会開催
　　～１６日（金）　  活動方針決定 など
　    ２７日（火）
　　　　（６日間）　○国内企業等を対象にヒアリングを実施
　　　　　　　　　　　対象：東京水道サービス株式会社と共同した海外事業 
　　　　　　　　　　　　　　展開に参加意向のある企業
　　　　　　　　　　　　　　（商社、メーカー等） 
　　　　　　　　　　（研究会は４月以降、月１回程度開催予定） 

　５月１４日（金）　○追加ヒアリングの実施
　　　１７日（月）

　５月２０日（木）　○「東京水道国際貢献ミッション団の派遣における支援
　　　２１日（金）　　要請」を実施
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 公益的な法人に対する寄附に係る税制優遇の拡充  

  （提案要求先 内閣府・総務省・財務省・文部科学省） 

（都所管局 生活文化スポーツ局） 

 

＜現状・課題＞ 

１ 国における検討の現状 

   民間が担う公共を促進するため、平成２０年１２月から新公益法人制度が施行

され、税制優遇策がとられてきた。 

これに対して、ＮＰＯ法人については、平成２２年４月８日に発表された「市

２ 公益的な法人に対する寄附に係る税制優遇の拡充 

民間が行う公益事業を推進するため、公益的な法人に対する寄附に係

る税制優遇を、以下のとおり拡充すること。 

（１）認定ＮＰＯ法人に対する寄附税制の検討にあたり、団体の自主性

・自律性等の特徴を尊重するとともに、検討段階から地方自治体を

参画させ、その意見を反映すること。 

（２）認定ＮＰＯ法人よりも厳しい基準により認定等をされている公益

法人等に対する寄附税制について、法人制度の内容に応じた支援策

となるよう、 

①公益認定等審議会の答申に基づき公益認定されている公益法人に

ついて、認定ＮＰＯ法人よりも手厚い税制優遇策をとること。 

②学校法人について、認定ＮＰＯ法人よりも手厚い税制優遇策をと

ること。 

（３）民間が行う文化芸術支援の一層の促進のため、文化振興に関わる

公益的な法人に対する寄附の税制優遇策の拡充を図ること。 
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民公益税制ＰＴ」の中間報告書で、認定ＮＰＯ法人に対する税制優遇策が検討さ

れている。 

  現在、所得税については、個人が公益的な法人へ寄附金を支出する場合、寄附

金の額の合計額のうち２，０００円を超える部分の金額（総所得(※)の４０％が

上限）が寄附金控除として所得から控除されている。（所得税法第７８条第１項） 

これに対して、従来からの所得控除制度に加え、寄附金額の一定割合を所得税

から控除する税額控除制度を導入し、両者の選択制とすることが検討されている。 

  また、地方税については、現在、寄附金の額の合計額のうち５，０００円を越

える部分の金額(総所得(※)の３０％が上限)の一定割合（１０％）が個人住民税

から税額控除されている。（地方税法第３７条の２第１項） 

これに対して、控除対象寄附金の適用下限額を、現行の５，０００円から２，

０００円に引き下げ、また、地方自治体がその対象を決めることができるように

することも検討されている。 

    学校法人についても、寄附を行った者に対する現行税制措置として、一定の範

囲内で控除が認められているが、今後、私立学校における教育・研究を一層充実

させるとともに、学校法人経営の安定化・健全化を図るためにも、寄附金にかか

る税制を改正し、個人及び法人の学校法人に対する寄附を一層促進していくこと

が必要である。 

   

※総所得とは、いわゆる年収から給与所得控除額等を差し引いたもの（扶養控

除額等を差し引く前のもの） 

 

２ 東京芸術文化評議会での検討   

民間芸術文化団体の経済的基盤等は脆弱であるが、行政の助成制度などの支援

だけでは限界がある。そのため、民間資金によるＮＰＯ法人等民間芸術文化団体

の活動の支援策を促進することが急務となっている。 

現在、東京芸術文化評議会（会長：（社）企業メセナ協議会会長 福原義春―東

京の文化振興に関する基本的な方針・施策に関する事項について、専門的な見地

から調査・審議するために東京都に設置された知事の附属機関）では、公益財団

法人等特定公益増進法人に対する寄附金の税制優遇を活用した新たな寄附促進の

仕組みづくりを検討している。効果的に寄附を促進するためには、税額控除の導

入にあたっては、認定ＮＰＯ法人のみならず公益法人についてさらなる税制優遇

策の拡充が必要である。 

 

３ 問題点 

現在検討されている改正が実施されると、認定ＮＰＯ法人よりも厳しい基準に

より認定等をされている公益社団法人・公益財団法人や学校法人等の公益的な法

人に対する寄附税制が、認定ＮＰＯ法人に対する制度に比べ、寄附促進という観

点からすると劣る可能性がある。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）ＮＰＯ法人について 

認定ＮＰＯ法人に対する寄附税制の検討に当たっては、法律の基本的精神であ

る、団体の自主性・自律性のもとに自己責任において行動するといった特徴を最

大限尊重すること。 

また、現在、国税庁が行なっている認定事務を地方自治体へ移管することが検

討されているが、その際には、検討段階から地方自治体を参画させ、その意見を

十分に聞き、施策に反映させること。 

 

（２）公益社団法人・公益財団法人について 

   認定ＮＰＯ法人への寄附に対して検討されている税額控除等について、少なく

とも同等以上の制度を公益認定等審議会の答申に基づき公益認定されている公益

社団法人・公益財団法人に対しても導入すること。 

 

（３）学校法人について 

認定ＮＰＯ法人への寄附に対して検討されている税額控除等について、少なく

とも同等以上の制度を学校法人に対しても導入すること。 

 

（４）文化振興について 

 民間が行う文化芸術支援の一層の促進のため、文化振興に関わる公益社団法人

・公益財団法人、認定ＮＰＯ法人に対する寄附の税制優遇策の拡充を図ること。 
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（提案要求先 内閣官房・総務省・外務省・財務省・文部科学省・

文化庁・経済産業省・観光庁） 

（都所管局 生活文化スポーツ局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状・課題＞ 

文化芸術は人々に楽しさや感動、生きがいや精神的安らぎを与え

るものであると同時に、その創造力は、創造産業や、観光振興、地

域の活性化、新たな雇用の創出、国際交流など様々な分野において、

国や都市の国際競争力の向上や成長発展にも大きく寄与する。しか

し、文化に関わる政策は、これまで各省庁別に連携なく取組が進め

られ、国と地方自治体、民間の役割分担も不明確なままであり、文

化政策が効果的に推進されていない。  
都も「東京文化発信プロジェクト」を平成 20 年度から開始し、

世界に向けて東京の文化的魅力の発信を行っている。  
日本の活力を取り戻すための成長戦略として、創造産業、観光、

地域活性化、国際交流などと関連した、広い意味での文化政策を再

構築し、これを支える人材育成や文化芸術の支援を促進する必要が

ある。 

３ 文化政策の推進  

（１）文化を成長戦略の軸として、「文化政策」を再構築す

るとともに、日本の経済社会文化の牽引役として重要な

役割を果たす首都東京の役割を国の文化政策に明確に位

置づけること。 

（２）成長戦略としての文化を担う、次世代の人材の幅広

い育成と民間が主体となった文化芸術支援を促進するこ

と。 

（３）国と地方、官民が協働して政策形成に取り組むこと

ができる仕組みづくりを行うこと。 
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また、文化審議会における今後の文化振興の基本的なあり方の検

討や寄附税制優遇措置など文化政策にも関わる諸制度のあり方の議

論が進められているが、新たな文化政策の展開において、国、地方、

官民が協働して取り組む仕組みづくりが急務となっている。  
 

＜具体的要求内容＞ 

(1)  文化を日本の活力を取り戻すための成長戦略の軸として、所管

する省庁、部門等が連携して、文化に関わる政策を再構築するこ

と。 

 

(2) 東京に集積する人材や文化資源を最大限に活用し、ソフトパワ

ーの戦略的形成に集中投資を図るなど、東京の果たす役割の重要

性を、国の文化政策の中で明確にすること。  

 

(3) 成長戦略としての文化を支える総合的な人材育成制度の設計

や、官民双方において、文化政策及び事業の立案と実行を担う実

践的な人材の育成に、国の文化政策として取り組むこと。 

専門的立場から継続して戦略を立案、実行していく文化振興の

専門機関の設置を検討すること。  

文化に関わる公益法人やＮＰＯが主体となった文化芸術の支

援の促進のため、国は、寄附促進に関わる制度設計を図ること。   

 

(4) 文化政策の効果的な推進のため、文化政策における国、地方自

治体、民間の役割分担を明確にするとともに、東京を代表する文

化芸術フェスティバルを国、都、民間が共同開催するなど、政策

形成や事業実施に協働して取り組む仕組みを整えること。 
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４ 外国人旅行者の受入体制整備の拡充 

 

 羽田空港の国際化などを踏まえた受入体制整備の拡充について  

 

  （提案要求先 観光庁） 

（都所管局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

 本年１０月に羽田空港が国際化され、昼夜間６万回の国際定期便が就航する予

定でアジア諸都市に加え、欧米地域を結ぶ２４時間利用可能な空港となる。 

今後、より一層外国人旅行者の増加が見込まれる中、確実に東京に外国人旅行

者が訪れるよう、受入体制の整備が必要不可欠である。 

これまでも、都は、活力と風格ある世界都市・東京の実現を目指し「東京都観

光産業振興プラン」を策定し、外国人が安心して旅行できるよう、わかりやすい

サイン案内板を７６５基設置するなど、外国人旅行者の受入体制整備に向けた具

体的な施策を推進してきているところであるが、未だ十分な状況とは言えない。 

一方、国は、訪日外国人旅行者数３，０００万人を新たな目標としているとこ

ろであり、外国人旅行者の利便性向上に向け、受入体制整備の促進、支援を積極

的に図っていく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）外国人旅行者がよく訪れる観光施設やその周辺地域において、施設案内や

施設内展示物、周辺地域の観光案内表示などの多言語化が進むよう、国施設

での導入はもとより、地方自治体や民間施設での導入が促進されるよう、早

急かつ積極的な対策を講ずること。 

 

（２）鉄道やバスなどの公共交通機関、道路標識、歩行者用案内標識等について、

統一化されたピクトグラム（絵文字）を活用するなど、国自ら外国人旅行者

にとって分かりやすい案内標識の整備を進めるとともに、各地域での普及促

進が図られるよう支援を行うこと。 

（１）外国人旅行者の利便性向上に向け、観光施設や施設周辺の外国

語表示が早急に整備されるよう、積極的な施策を講じること。 

（２）外国人にとっても分かりやすい統一化された案内標識の整備を

促進、支援すること。 
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５ 国産ジェット旅客機の開発支援 

 

（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、これについても引き続き国を挙げて支援を

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）、ＸＣ－２（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。 

 

 

 

 

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。 
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参  考 

 

平成１３年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。 

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」との結論を得た。その後も、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、東京及びバン

ガロールで開催し、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ＭＲ

Ｊ（三菱リージョナルジェット）の事業化が決定された。 

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。 

平成２１年１月には、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。 

また、平成２１年１０月にベトナム・ハノイで開催した国際会議では、アジア

の航空機メーカー等によるさらなる生産参画の実現に向けて、アジア全体の航空

機関連技術を育成するため、特に情報共有や人材交流の面で、アジアがより一層

連携を深めることが重要との認識で一致した。 
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６ 沖ノ鳥島の利活用の推進 

 

 

（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

に取り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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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７ ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

  （提案要求先 内閣府・厚生労働省） 

（都所管局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成１９年１２月に公表された「仕事と生活の調和憲章」及び「仕事と生

活の調和推進のための行動指針」では、国民一人ひとりのワーク・ライフ・

バランスの実現に向け、週６０時間以上働く雇用者の割合や年次有給休暇の

取得率などの５年後、１０年後に達成すべき数値目標を設定している。 

数値目標の多くは、企業に働き方の見直しを求めるものとなっているが、

その進め方については、個々の企業の自主的な取組を基本とするとして、具

体的な方法、手順などが示されていない。さらに、両立支援や働き方の見直

しを進めるための企業内外の専門人材が不足している。 

  また、女性は未だ「出産・子育て」と「仕事」の二者択一を迫られている

のが現実であり、国際比較では、日本は子育て期に離職する女性の割合が高

い。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）憲章や行動指針の普及啓発を行うとともに、育児休業取得率の向上、と

りわけ男性の取得の推進や、企業における短時間正社員制度の導入・定着

といった、行動指針の数値目標が達成できるよう、企業の取組の標準的な

方法や手順を示すなど、企業の自主的な取組を促進する各種の支援策を講

じること。 

また、企業内で両立支援や働き方の見直しを進める専門人材を増やして

いくため、国として、人材育成プログラムの開発や専門家の養成等を充実

させること。 

 

（１）仕事と生活の調和のための憲章や行動指針を普及啓発すると

ともに、行動指針に掲げられた目標を達成できるよう、企業へ

の各種の支援策を講じること。 

（２）ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、企業自らが実施す

る先駆的な取組に対して、積極的な支援を行うとともに、抜本

的な対策を検討すること。 
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（２）働きながら安心して子供を産み、育てられる雇用環境を整備するために、

企業の創意工夫と意識改革による、仕事と生活の両立支援に向けた先駆的な

取組を促す新たな仕組みを、国自ら構築すること。 
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参  考 

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（２００７年策定）数値目標（抜

粋） 

数値目標設定指標 現状 
５年後 

(２０１２年) 

１０年後 

(２０１７年) 

労働時間等の課題に

ついて労使が話し合

いの機会を設けてい

る割合 

41.5% 60% 全ての企業で実施

週労働時間 60時間以

上の雇用者の割合 
10.8% ２割減 半減 

年次有給休暇取得率 46.6% 60% 完全取得 

メンタルヘルスケア

に取り組んでいる事

業所割合 

23.5% 50% 80% 

テレワーカー比率 10.4% 
20% 

（２０１０年まで）
― 

短時間勤務を選択で

きる事業者の割合(短

時間正社員制度) 

(参考)8.6%以下 10% 25% 

第一子出産前後の女

子の継続就業率 
38.0% 45% 55% 

男女の育児休業取得

率 

女性：72.3% 

男性：0.50% 

女性：80% 

男性：  5% 

女性：80% 

男性：10% 

自己啓発を行ってい

る労働者の割合 

46.2%(正社員) 

23.4%(非正社員)

60%(正社員)  

40%(非正社員) 

70%(正社員)  

50%(非正社員) 
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８ 障害者の就業支援策の一層の充実 

 

    （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２１年６月１日現在の

障害者雇用率は１．５６％となったが、依然として法定雇用率を下回ってい

る。 

引き続く厳しい雇用情勢に加え、職業準備性や地域生活支援について解決

すべき課題が多い障害者が増加していることから、都内の就職件数は前年実

績を下回る水準で推移している。また、都内の障害者解雇者数は高止まりの

傾向にあり、更なる増加も懸念される。 

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の確保に加え、就職後の定着率を向上させ

ていくことが喫緊の課題となっているが、既存の施策の内容は十分とはいえ

ない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）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、

支援のさらなる拡充を図ること。 

 

（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、ジョブコーチ養成研修の充実を図るとともに、ジ

ョブコーチ数の大幅な拡充に努めること。 

 

（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）ジョブコーチ養成研修の充実を通じて、ジョブコーチの質を

高めるとともに、ジョブコーチ数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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（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。 
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参 考 

 

○東京都内の障害者の解雇状況 (21 年度は 22 年３月末現在) 

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 30 32

第３四半期 11 30 18 21 32 41

第４四半期 9 25 40 120 28 46

年 度 計 40 99 90 205 131 190

 

 

○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 

 

 

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 

 

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 
5 1 6 231 179 206

アイー 

キャリア 

平成 16 年 

4 月 1 日 
2 1 3 229 172 187

オープナー 
平成 18 年 

4 月 1 日 
3 1 4 154 87 129

ＷＥＬ’Ｓ 

ＴＯＫＹＯ 

平成 19 年 

4 月 1 日 
2 1 3 138 66 106

ＴＡＬＡＮ

Ｔ 

平成 20 年 

7 月 1 日 
2 1 3 64  40

 センター

計 
 14 5 19 816 504 668
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○国ジョブコーチの実績            【参考】東京ジョブコーチ 

 ※21 年度は 2 月末日現在 

 

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 
67 239
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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・厚生労働省・文部科学省） 

（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＞ 

東京都は、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、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。 

ひきこもり等の社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、実効

的な対策を講じる上で不可欠なのは、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、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、地方自治体の協働相手として優良なＮＰＯ法人等が育成されることで

ある。 

国においては、ひきこもり対策推進事業（補助事業）等を実施しており、平

成２２年４月から子ども･若者育成支援推進法が施行されたが、区市町村を含め

た各地方自治体において、ひきこもり等の社会生活を円滑に営む上での困難を

有するものに対し、そ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

を促進する施策や、ＮＰＯ法人等の育成支援策は不十分である。 

 

 

 

１ 総合的な青少年健全育成施策の拡充 

ひきこもり等の社会生活を円滑に営む上での困難を有するもの

に対し、そ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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＜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、ひきこもり等の社会生活を円滑に

営む上での困難を有するものに対し、そ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、各地方自治体の体制整

備やＮＰＯ法人等の育成等を支援する、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２１年中に都内で検挙された犯罪少年（刑法犯）は 8,653 人で、６年ぶり

に増加に転じたほか、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２７．５％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することとしているが、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・警察庁・総務省・法務省・文部科学省・経済産業省）

（都所管局 青少年・治安対策本部、教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

（１）ネット・ケータイに関する青少年の健全育成については、平成２１年４

月に青少年インターネット環境整備法が施行され、民間の自主的な取組を

国、自治体が支援するという基本理念のもとに各種取組が行われている。

しかし、その間にもコミュニティサイトやプロフィールサイト等の非出会

い系サイトを通じて青少年が犯罪被害に遭う例が増加している。 

（２）児童ポルノの「単純所持」については、国際的要請に対する対応が求め

られている問題であり、インターネット上の氾濫を効果的に規制するため

には都内のみの規制では実効性が薄いことから、意図せざる所持が処罰の

対象とならないよう、また、規制の対象が現行法よりも狭まることのない

よう配慮したうえで、政府及び国会における迅速な取組を進める必要があ

る。 

（３）いわゆる「ジュニアアイドル誌」のうち、幼児や小学生が半裸・水着姿

でポーズを取らされた悪質なものについては、露出度の高い水着を着用さ

せ、陰部に食い込ませる、撮影スタッフが少女の胸部を揉む等した、極め

て悪質なもの（いわゆる「着エロ」にあたるもの）以外は、現行児童ポル

ノ法第２条第３項には該当しない。さらに、保護者が積極的に製造・出版

に関与している場合が多く、このような場合は保護者・撮影者等に児童福

祉法の有害支配罪を適用することは困難なため、児童福祉法違反による立

件もできない。 

 

これらについて、都においては、平成２２年１月１４日、第２８期東京都青

（１）青少年がコミュニティサイト等で被害に遭わないようにする

ため、民間団体や事業者が実効性ある取組を行うよう必要な措

置を講ずること。 

（２）児童ポルノの、いわゆる「単純所持」の処罰化実現に向けた

迅速な取組を講ずること。 

（３）いわゆる「ジュニアアイドル誌」のうち悪質なものについて、

規制のあり方を検討すること。 
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少年問題協議会が「メディア社会が拡がる中での青少年の健全育成」について、

都知事に対し行った答申において、都から国等に対し要望すべきとの言及がな

されている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）青少年がコミュニティサイト等で被害に遭わないようにするため、被害

実態を踏まえたフィルタリングがなされるよう事業者に要請するととも

に、被害が多発しているサイト事業者に対し改善を求める等、被害防止に

向け必要な措置を講ずること。 

（２）児童ポルノのいわゆる「単純所持」の処罰化について、対象となる行為

等の検討に当たって、意図せざる所持が処罰の対象とならないよう、また、

規制の対象が現行児童ポルノ法よりも狭まることのないよう配慮しつつ、

実現に向けた迅速な取組を講ずること。 

（３）いわゆる「ジュニアアイドル誌」のうち悪質なものについて、児童ポル

ノ法や児童福祉法の改正、その他の法律の制定等も含めて、規制のあり方

を検討すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－310－



参  考 

 

（１） コミュニティサイト等における青少年の被害 

  平成２１年の都内におけるインターネットを利用した福祉犯罪被害児童数

は前年比４２％増の１８４人であるが、このうち出会い系サイトによるもの

が前年比２５％減の３６人であったのに対し、非出会い系サイトによるもの

が前年比８０％増の１４８人であり、その６４％をコミュニティサイト・プ

ロフィールサイト・ゲームサイトという子供が利用しやすいサイトが占めて

いるなど、規制が強化された出会い系サイトから非出会い系サイトへの、被

害の実態の移行が進んでいるとみられる。非出会い系サイトを運営する事業

者のうち一部では年齢認証システムを導入する等しているが、業界全体の取

組とはなっておらず、被害者の減少にはつながっていない。 

 

（２） 児童ポルノ対策に関する動向 

児童を性の対象として取り扱うメディアについては、平成２１年の１年間

に全国の警察が児童ポルノ法違反容疑で摘発した件数は９３５件で、平成１

２年に統計を取り始めてから最も多かった。うち５４％がインターネットを

利用した事案であり、一旦ネット上に画像が掲載されるとそれが次々に別の

掲示板に連鎖していき、二次被害、三次被害を生み出している。 

 児童ポルノ法の改正については、自民党・公明党による修正案、民主党に

よる修正案のそれぞれが国会に提出された後、修正協議において自・公、民

が単純所持の規制に合意した旨の報道もなされたが、平成２１年７月に衆議

院が解散したため、最終合意に至る前に廃案となっている。その後、平成２

２年１月に、自民党・公明党から単純所持の禁止を盛り込んだ改正法案が衆

議院法務委員会に付託されているが、国会における議論は進んでいない。一

方、同年２月には政府の犯罪対策閣僚会議が「児童ポルノ排除対策ワーキン

グチーム」を設置し、民間のブロッキングを含む流通・閲覧防止対策を検討

の柱の一つに据える方針を決定し、同年６月までに、政府として総合的な児

童ポルノ対策をまとめるとした。また、同年３月、民間団体の「安心ネット

づくり促進協議会」から、児童ポルノサイトのブロッキングについて「緊急

避難の場合のみ導入可能である」との見解が示されたが、警察庁の小委員会

は、ブロッキングと電気通信事業法上の「通信の秘密」との関係につき、そ

の違法性の阻却に係る論点について検討を行ったものの、引き続き議論して

いくとする等、対策が進まない状況にある。 
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（提案要求先 文部科学省） 

（都所管局 教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

国は、平成２２年度から、公立高等学校の授業料を不徴収とし、地方公共団体に

対して授業料収入相当額を国費により負担する制度を導入する。 

公立高等学校の授業料不徴収は、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。 

また、本来受益者負担で賄うべき経費が増えた場合にも、将来にわたって自治体

の負担とするものであり、早期に是正すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）不徴収制度創設以前に地方で実施していた授業料減免分に相当する金額につ

いても、国の責任において財源を確保し、公立高等学校授業料不徴収交付金と

して地方に交付すること。 

 

（２）不徴収制度創設以前に地方が各条例の規定により徴収していた授業料額を尊

重し、政令で定める交付金の標準額との差額を地方が負担することのないよ

う、国の責任において財源を確保し、公立高等学校授業料不徴収交付金として

地方に交付すること。 

 

（３）今回の国の措置は、本来受益者負担で賄うべき経費が増えた場合にも、将来

にわたって自治体の負担とするものであり、早期に是正すること。 

２ 公立高校授業料不徴収に要する経費の全額国費 

負担 

（１）公立高校の授業料不徴収は、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

おいて全額負担すること。 

（２）今回の国の措置は、本来受益者負担で賄うべき経費が増えた場

合にも、将来にわたって自治体の負担とするものであり、早期に

是正すること。 
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３ 幼稚園就園奨励費補助の拡充 

 

（ 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＞ 

国の平成２２年度幼稚園就園奨励費補助は、子ども手当の支給を理由に、低所

得者への給付の重点化を図る観点から、補助単価のあり方が抜本的に見直された。

その結果、階層区分が市町村民税所得割課税額３４，５００円超１８３，０００

円以下世帯のみが、対前年度比で補助単価が減額（１８，６００円）された。  

今回補助単価が減額となった階層区分は、都内補助対象園児の７割を超える最

大の階層であり、補助単価の減額は、現下の経済状況の中、多くの保護者にとっ

て大きな負担増となり、深刻な影響を与えるものである。 

都は、私立幼稚園関係者や都議会からも、激変緩和措置の要望が寄せられたこ

とから、平成２２年度限りの緊急的・臨時的措置として私立幼稚園等就園奨励特

別補助を創設し、減額された補助単価の２／３に相当する金額（１２，４００円）

を都独自に補助することにより激変緩和を図ることとした。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国の制度変更による保護者の負担増については、本来、国の責任において

是正すべきものであり、国は、すべての階層区分において補助単価を減額す

ることのないよう幼稚園就園奨励費補助を拡充すること。 

 

（２）今回補助単価が減額された階層区分は、他の階層区分に比べ、著しく年収

幅が広く、対象者数が多くなっている。年収に応じたきめ細かな補助制度と

なるよう当該階層区分を分割すること。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）すべての階層区分において補助単価を減額することのないよう

幼稚園就園奨励費補助を拡充すること。 

（２）市町村民税所得割課税額３４，５００円超１８３，０００円以

下の階層区分を分割すること。 
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参  考 

 

○ 都の現状 

・私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助 

私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対して、区市町村が行う保護者負

担軽減事業の経費の一部を都が補助する。 

21 年度予算     5,322,931 千円 

22 年度予算     5,490,943 千円 

 

・私立幼稚園等就園奨励特別補助 

幼稚園就園奨励費補助金（国）の単価改定によって保護者負担増となる年

収約 360～680 万円の世帯について、激変緩和措置として保育料の一部を

補助する。 

 22 年度予算（新規）  924,408 千円 

 

 

○ 国の予算及び施策の現状 

  ・幼稚園就園奨励費補助 

保育料等を軽減する「就園奨励事業」を実施している地方公共団体に対し

て、国が所要経費の一部を補助する。（補助率１／３以内） 

     21 年度予算    20,397 百万円 

     22 年度予算    20,417 百万円 

 

【補助単価（私立幼稚園の第１子補助単価）】 

階層区分 21 年度 22 年度 

生活保護世帯 153,500 円 220,000 円 

市町村民税非課税世帯 153,500 円 190,000 円 

市町村民税所得割課税額 34,500 円以下 

（年収 360 万円以下） 
88,400 円 106,000 円 

市町村民税所得割課税額 183,000 円以下 

（年収 680 万円以下） 
62,200 円 43,600 円 

 

※ 年収は夫婦と子ども２人の場合を参考までに掲げている。（出典：文部科学

省資料） 
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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・総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

国は、平成２２年度から、公立高校に係る授業料の不徴収及び私立高校生等への

就学支援金の支給制度を導入した。 

就学支援金については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就

学支援金の支給に関する法律」において、都道府県が就学支援金を受給権者に支給

することとなっており、その就学支援金の支給に要する費用については、国が都道

府県に全額相当を交付するとしている。しかし、就学支援金の事務執行に要する費

用については、予算の範囲内で交付するとしているにすぎない。国は、就学支援金

の支給制度を国策として実施することから、その事務の執行に要する費用について

も、都道府県に対し全額措置するべきである。 

また、就学支援金の支給の事務手続については、例えば生徒一人ひとりから申請

書を提出させるなど、公立高校には全くない手続が必要とされており、学校及び都

道府県の事務負担軽減の観点から、手続の簡素化を図るべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国は、就学支援金の事務の執行に要する費用についても、都道府県に対し全

額措置すること。 

 

（２）就学支援金の支給に必要な事務手続を簡素化すること。 

４ 高等学校等就学支援金制度の導入に伴う必要経費

の確保 

（１）高等学校等就学支援金制度は、国策として実施することから、

その費用については、国の責任において全額を措置すること。 

（２）就学支援金の支給に必要な事務手続を簡素化すること。 
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５ 私立学校助成の拡充 

 

 私立学校助成の拡充  

 

（提案要求先 文部科学省） 

（都所管局 生活文化スポーツ局） 

 

＜現状・課題＞ 

公教育に果たす私立学校の役割は大きく、その振興にあたっては、学校及び保

護者に対して補助を多面的に行い、学校経営の健全化と保護者の経済的負担の軽

減を図る必要がある。 

このため、都は、保護者負担の軽減だけでなく、私立学校の経営の安定化を図

ることも重要であると認識し、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。 

都の経常費補助は、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て行っている。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。 

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２２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。 

これに加えて、平成２２年度の国の予算において、経常費助成費補助金が前年

度に対して４０億円（率にして、３．９％）も大幅に削減された。地方交付税が

前年度に対して約２％増額されたとはいえ、地方交付税の不交付団体である都に

とっては、ただでさえ低い水準にある国庫補助がさらに低くなるといった事態が

生じることになる。 

 

＜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

削減することなく一層充実すること。 

 

 

 

 

 

私立高等学校等経常費助成費補助金を削減することなく一層充実 

すること。 
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参  考 

 

（１）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】 

(22.3.19 現在) 

学  種 平成 21 年度交付額 平成 22 年度予算額 

高等学校 63,715,401 千円 66,012,758 千円 

中 学 校 26,911,365 千円 27,093,745 千円 

小 学 校 6,614,964 千円 7,149,292 千円 

幼 稚 園 16,680,896 千円 16,679,612 千円 

計 113,922,626 千円 116,935,407 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２２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 253,400 円 20.8% 17.2% 

中 学 校 45,772 円 253,100 円 18.1% 15.3% 

小 学 校 44,116 円 253,100 円 17.4% 14.8% 

幼 稚 園 22,587 円 146,800 円 15.4% 13.3% 

 

 

【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

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% 17,118,072 千円  6.0%  15.0% 

22年度  99,850百万円 △3.9% － －  － 
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【国の経常費助成費予算額の項目別、学種別内訳】 

 

金  額 （百万円） 

区      分 21 年度 

予算額 

22 年度 

予算案 

比較増 

△減額 

増減率

高 等 学 校 50,797 49,592 △1,205 △2.4%

中 等 教 育 学 校 368 382 14 3.8%

中 学 校 11,366 10,979 △387 △3.4%

小 学 校 3,312 3,207 △105 △3.2%

幼 稚 園 26,196 24,372 △1,824 △7.0%

一

般

補

助 

小    計 92,039 88,532 △3,507 △3.8%

幼 稚 園 特 別 支 援 教 育 経 費 2,720 2,946  226 8.3%

教 育 改 革 推 進 特 別 経 費 5,703 5,245  △458 △8.0%

過 疎 高 等 学 校 特 別 経 費 260 260  0 0%

授業料減免事業等支援特別経費 677 252  △425 △62.8%

特

別

補

助 

小    計 9,360 8,703  △657 △7.0%

特 定 教 育 方 法 支 援 事 業  2,451  2,615     164   6.7%

計 103,850 99,850 △4,000 △3.9%
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６ スポーツ振興事業の推進 

 

（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。 

 なお、スポーツ施設の改修・改造については、平成２２年度から独立行政法

人日本スポーツ振興センター所管の「スポーツ振興くじ助成金」による助成対

象事業として措置されたところであるが、安定的な財源の確保のためには、引

き続き国の交付金対象事業とされることを要望する。 

 

＜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、

（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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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 
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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） 

 

（３）独立行政法人 日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金交付実施要   

   領（抄） （最近改正 平成２２年１月２０日平成２１年度要領第６号） 

   

＜助成金名称＞ 

   スポーツ振興くじ助成金 

 

  ＜助成対象団体＞ 

   都道府県又は市町村（特別区含む）等 

 

  ＜交付対象事業・主な要件＞ 

   地域スポーツ施設整備助成 

   ①スポーツ競技施設（学校体育施設を除く。）の大規模な改修又は改造を行う

事業で以下のいずれか 

    ア 建築後２０年以上経過している施設で、全面的に改修又は改造するもの 

    イ スポーツ競技施設の高機能化のために施設を改造するもの 

   ②１件当たりの助成対象経費が３０，０００千円以上のもの 

   ③平成２３年３月３１日までに事業が完了するもの 

    ※ただし、以下の事業は含まない。 

     ・施設の新設（改築含む。）事業 

     ・グラウンドの芝生化、屋外夜間照明、防球フェンス・ネット等の設置又  

     は改修 

     ・その他定期的な保守、修繕 

 

  ＜助成金の額＞ 

   助成対象事業経費の３分の２（ただし、１００，０００千円が限度額） 

   なお、１件あたりの助成金の確定額は、上記により算出した額と実支出額に係 

  る当該助成対象経費限度額に３分の２を乗じて得た額（１，０００円未満切捨て） 

  のいずれか低い額。 
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８　

治

安

対

策

８　治安対策
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１ 首都東京を守るテロ対応力の強化 

 

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）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、１１月に開催されるＡＰＥＣ時には、世界

の要人が東京に滞在するなど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・管理を徹底するとともに、

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Ｎ

ＢＣ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） 

※平成２１年度は平成２２年２月末現在 

 

② 爆発物原料の管理強化の動き 

（平成２１年１１月２５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 ７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 １０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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２ 総合的な治安対策の充実・強化 

 

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。 

 

 

 

首都警察特別補助金を増額すること。 
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２ 外国人犯罪対策の推進 

（１）不法滞在者の退去強制の促進と出入国・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。 

 また、出入国管理及び難民認定法（いわゆる「入管法」）が改正され、平成２

１年７月１５日から３年以内の政令で定める日から新たな在留管理制度が導入

されることとなった。 

 

＜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) 新たな在留管理制度の導入にあたっては、適正な在留管理を図るため、国

の関係機関と地方公共団体との間で外国人の在留に係る情報を相互に照会・提

供ができる仕組みを着実に構築すること。 

 

 

 

 

 

(1) 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。 

(2) 適正な在留管理を図るため、国と地方公共団体との間で外国人

の在留情報の照会・提供ができる仕組みを着実に構築すること。 
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（２） 留学生・就学生を受け入れる教育機関への指導強化  

 

  （提案要求先 外務省・文部科学省・法務省） 

（都所管局 青少年･治安対策本部・生活文化スポーツ局・警視庁） 

 

 

＜現状・課題＞ 

 留学生・就学生の中には、不法就労等、本来の入国目的から逸脱する者が依然

として多く、一部教育機関の中には、不法滞在を手助けしていると疑われかねな

い状態も生じている。 

 今後、「留学生３０万人計画」の推進状況も踏まえ、今まで以上の適正な受け

入れ体制を図る必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

(1) 留学・就学希望者に対し、厳正かつ的確な事前調査を行い、本来の留学・

就学のための入国が徹底されるような措置を講じること。 

(2) 改正された入管法に基づき、留学生・就学生の在留管理を確実に行うとと

もに、留学生・就学生の受入れ校に対し、適正な受入れ及び在籍管理を義務付

ける実効性のある法律を整備すること。 

(3) 学校教育法上の学校の認可を受けていない日本語教育機関に対し、適正な

受入れ及び在籍管理を行うよう義務付けをし、国において指導監督できるよう

法律を整備し、実態調査等を徹底すること。 

 

 

本来の留学・就学希望のための入国が徹底されるよう措置を講じる

とともに、留学生・就学生の受入れ校に対し、適正な受入れ及び在籍

管理を義務付ける法律を整備すること。 
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（３）不法就労に対する防止策の強化  

 

（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、警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 不法滞在外国人の多くが不法就労に従事していると言われているが、外国人を

低廉な労働力として利用するなど不法就労を助長する悪質な雇用主も存在する。 

 不法就労を防止し、適正な雇用を推進するため、以下の対策を講じる必要があ

る。 

 

＜具体的要求内容＞ 

雇用状況届出の提出を怠たることや在留資格等の虚偽記載などの不正な届出

を防ぐため、外国人を雇用する事業主等に対し、関係機関が連携して届出制度の

周知を徹底するとともに、悪質な違反者に対しては厳正に対応するなど実効力の

ある対策を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

雇用状況報告の実効性を高めるため、関係機関が連携して実効性の

ある対策を行うこと。 
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省庁名 項目名
都市整備 20 公共事業推進のための行政代執行法の改正
都市整備 29 米軍基地対策の推進

環境 5 都市再生推進のための国有財産の活用
福祉・保健・医療 2 新興・再興感染症対策の充実

生活・産業 1 「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化
生活・産業 3 文化政策の推進
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 1 用途地域等を活用した、東京における一体的な都市づくりの推進
都市整備 2 帰宅困難者の一時待機施設の確保
都市整備 7 減災対策の推進
都市整備 11 災害時の広域連携に向けた防災情報通信網の整備
生活・産業 2 公益的な法人に対する寄附に係る税制優遇の拡充
生活・産業 7 ワーク・ライフ・バランスの推進

スポーツ・青少年・教育 1 総合的な青少年健全育成施策の拡充

消費者庁 福祉・保健・医療 11 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
行財政改革 1 法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃
行財政改革 2 都区財政調整の財源に係る過誤納還付金の取扱いの見直し
行財政改革 3 自動車関連諸税の税率水準の維持
行財政改革 4 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
行財政改革 5 財政上の不合理な措置の是正
行財政改革 6 地方税収納金整理資金制度の創設
行財政改革 7 法人事業税の分割基準の適正化等
行財政改革 8 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 減災対策の推進
都市整備 27 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
環境 3 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充

福祉・保健・医療 6 子ども手当創設に伴う確実な財源の確保等
生活・産業 1 「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化
生活・産業 2 公益的な法人に対する寄附に係る税制優遇の拡充
生活・産業 3 文化政策の推進

スポーツ・青少年・教育 1 総合的な青少年健全育成施策の拡充
都市整備 9 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 30 羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進

福祉・保健・医療 2 新興・再興感染症対策の充実
スポーツ・青少年・教育 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 29 米軍基地対策の推進

福祉・保健・医療 2 新興・再興感染症対策の充実
生活・産業 1 「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化
生活・産業 3 文化政策の推進
生活・産業 5 国産ジェット旅客機の開発支援
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
行財政改革 1 法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃
行財政改革 3 自動車関連諸税の税率水準の維持
行財政改革 4 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
行財政改革 5 財政上の不合理な措置の是正
都市整備 30 羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進

環境 1 地球温暖化防止対策の推進
環境 3 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 6 子ども手当創設に伴う確実な財源の確保等
生活・産業 2 公益的な法人に対する寄附に係る税制優遇の拡充
生活・産業 3 文化政策の推進

文化庁 生活・産業 3 文化政策の推進
地方分権改革 1 地方分権改革の推進

都市整備 10 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

生活・産業 2 公益的な法人に対する寄附に係る税制優遇の拡充
生活・産業 3 文化政策の推進

スポーツ・青少年・教育 1 総合的な青少年健全育成施策の拡充
スポーツ・青少年・教育 2 公立高校授業料不徴収に要する経費の全額国費負担

外務省

財務省

省庁別提案要求項目一覧

内閣官房

内閣府

区分

文部科学省

総務省

法務省
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省庁名 項目名

省庁別提案要求項目一覧

区分
スポーツ・青少年・教育 3 幼稚園就園奨励費補助の拡充
スポーツ・青少年・教育 4 高等学校等就学支援金制度の導入に伴う必要経費の確保
スポーツ・青少年・教育 5 私立学校助成の拡充
スポーツ・青少年・教育 6 スポーツ振興事業の推進

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

地方分権改革 2 雇用の分野における地方分権改革の推進
都市整備 8 病院の耐震化対策に係る補助制度の拡充
都市整備 30 羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進

環境 14 花粉症対策の推進
福祉・保健・医療 1 生活・雇用に関するセーフティネットの強化
福祉・保健・医療 2 新興・再興感染症対策の充実
福祉・保健・医療 3 保育所制度の抜本的改革
福祉・保健・医療 4 社会的養護施策の充実
福祉・保健・医療 5 少子社会対策の推進
福祉・保健・医療 6 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 7 高齢社会対策の推進
福祉・保健・医療 8 保健医療施策の推進
福祉・保健・医療 9 ウイルス肝炎対策の強化
福祉・保健・医療 10 障害者施策の推進
福祉・保健・医療 11 健康危機管理体制の充実
福祉・保健・医療 12 医療保険制度の改革等

生活・産業 1 「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化
生活・産業 7 ワーク・ライフ・バランスの推進
生活・産業 8 障害者の就業支援策の一層の充実

スポーツ・青少年・教育 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
都市整備 30 羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進

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

生活・産業 6 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 7 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 「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化
生活・産業 3 文化政策の推進
生活・産業 5 国産ジェット旅客機の開発支援

スポーツ・青少年・教育 1 総合的な青少年健全育成施策の拡充
行財政改革 3 自動車関連諸税の税率水準の維持

地方分権改革 1 地方分権改革の推進
都市整備 1 用途地域等を活用した、東京における一体的な都市づくりの推進
都市整備 4 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 5 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進
都市整備 6 木造住宅密集地域の整備促進
都市整備 7 減災対策の推進
都市整備 9 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 12 大都市海岸の緊急高潮対策の推進
都市整備 13 総合的な治水対策の推進
都市整備 14 水の有効利用の促進
都市整備 15 下水道事業に対する交付制度の拡充
都市整備 16 市街地の開発に係る諸事業の推進
都市整備 17 ユビキタス技術を活用したまちづくりの推進
都市整備 18 不法係留船対策の推進
都市整備 19 公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正
都市整備 20 公共事業推進のための行政代執行法の改正
都市整備 21 外かく環状道路の整備促進
都市整備 22 高速道路網の整備促進及び有効活用
都市整備 23 国道等の整備促進
都市整備 24 道路・橋梁事業の推進
都市整備 25 連続立体交差事業の推進

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

国土交通省

文部科学省
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省庁名 項目名

省庁別提案要求項目一覧

区分
都市整備 26 踏切対策推進のための制度の創設・拡充
都市整備 27 都市高速鉄道整備の充実・強化
都市整備 28 ＪＲ中央線の複々線化の早期実現
都市整備 29 米軍基地対策の推進
都市整備 30 羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進
都市整備 31 国際コンテナ戦略港湾への選定
都市整備 32 首都圏新空港の事業化の促進
都市整備 33 小笠原諸島への航空路開設の推進
都市整備 34 物流機能の強化に向けた東京港整備の推進

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 3 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充
環境 4 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 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 2 新興・再興感染症対策の充実
生活・産業 1 「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化
生活・産業 5 国産ジェット旅客機の開発支援
生活・産業 6 沖ノ鳥島の利活用の推進
生活・産業 3 文化政策の推進
生活・産業 4 外国人旅行者の受入体制整備の拡充
都市整備 33 小笠原諸島への航空路開設の推進

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 3 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充
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 29 米軍基地対策の推進
生活・産業 5 国産ジェット旅客機の開発支援

スポーツ・青少年・教育 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
都市整備 3 大規模災害時における消防活動体制等の充実強化
治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化

防衛省

観光庁

環境省

国土交通省

消防庁

警察庁
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局名
地方分権改革 1

行財政改革 1

都市整備 29

環境 5

福祉・保健・医療 2

生活・産業 1

生活・産業 5

スポーツ・青少年・教育 1

治安対策 2

地方分権改革 1

行財政改革 2

行財政改革 6

都市整備 2

都市整備 7

都市整備 11

都市整備 33

福祉・保健・医療 2

治安対策 1

スポーツ・青少年・教育 4

地方分権改革 1

行財政改革 1

行財政改革 2

行財政改革 3

行財政改革 4

行財政改革 5

行財政改革 6

行財政改革 8

都市整備 20

環境 5

福祉・保健・医療 6

地方分権改革 1

行財政改革 1

行財政改革 3

行財政改革 5

行財政改革 6

行財政改革 7

環境 1

環境 9

都市整備 10

生活・産業 2

生活・産業 3

スポーツ・青少年・教育 3

スポーツ・青少年・教育 4

スポーツ・青少年・教育 5

スポーツ・青少年・教育 6

地方分権改革 1

都市整備 1

都市整備 4

都市整備 5

都市整備 6

都市整備 7

都市整備 9

都市整備 14

都市整備 16

都市整備 17

都市整備 19

都市整備 21

都市整備 22

都市整備 23

都市整備 24

都市整備 25

都市整備 26

都市整備 28

都市整備局

公益的な法人に対する寄附に係る税制優遇の拡充

財政上の不合理な措置の是正

地方税収納金整理資金制度の創設

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）

幼稚園就園奨励費補助の拡充

高等学校等就学支援金制度の導入に伴う必要経費の確保

自動車関連諸税の税率水準の維持

財政上の不合理な措置の是正

地方税収納金整理資金制度の創設

用途地域等を活用した、東京における一体的な都市づくりの推進

八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の促進等

木造住宅密集地域の整備促進

減災対策の推進

法人事業税の分割基準の適正化等

法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃

都市再生推進のための国有財産の活用

新興・再興感染症対策の充実

都市再生推進のための国有財産の活用

国産ジェット旅客機の開発支援

総合的な青少年健全育成施策の拡充

総合的な治安対策の充実・強化

「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化

新興・再興感染症対策の充実

地方税収納金整理資金制度の創設

地方分権改革の推進

地方分権改革の推進

都区財政調整の財源に係る過誤納還付金の取扱いの見直し

都区財政調整の財源に係る過誤納還付金の取扱いの見直し

法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃

減災対策の推進

小笠原諸島への航空路開設の推進

災害時の広域連携に向けた防災情報通信網の整備

帰宅困難者の一時待機施設の確保

公共事業推進のための行政代執行法の改正

法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃

自動車関連諸税の税率水準の維持

私立学校助成の拡充

道路・橋梁事業の推進

文化政策の推進

青少年・治安対策本部

総務局

主税局

生活文化スポーツ局

ＪＲ中央線の複々線化の早期実現

米軍基地対策の推進

地球温暖化防止対策の推進

連続立体交差事業の推進

市街地の開発に係る諸事業の推進

自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化

マンション耐震化及び適切な更新による都市再生

高等学校等就学支援金制度の導入に伴う必要経費の確保

公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正

外かく環状道路の整備促進

高速道路網の整備促進及び有効活用

踏切対策推進のための制度の創設・拡充

国道等の整備促進

私立学校の耐震化対策に係る助成の拡充

スポーツ振興事業の推進

地方分権改革の推進

ユビキタス技術を活用したまちづくりの推進

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進

水の有効利用の促進

首都東京を守るテロ対応力の強化

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

所管局別提案要求項目一覧

知事本局

財務局

区分 項　　目　　名

子ども手当創設に伴う確実な財源の確保等

地方分権改革の推進

地方分権改革の推進
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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 29

都市整備 30

都市整備 32

環境 2

環境 3

環境 4

環境 5

環境 7

都市整備 33

環境 1

環境 2

環境 3

環境 5

環境 6

環境 7

環境 8

環境 9

環境 11

環境 12

環境 13

都市整備 8

環境 9

環境 14

福祉・保健・医療 1

福祉・保健・医療 2

福祉・保健・医療 3

福祉・保健・医療 4

福祉・保健・医療 5

福祉・保健・医療 6

福祉・保健・医療 7

福祉・保健・医療 8

福祉・保健・医療 9

福祉・保健・医療 10

福祉・保健・医療 11

福祉・保健・医療 12 医療保険制度の改革等
スポーツ・青少年・教育 1

治安対策 1

福祉・保健・医療 2

福祉・保健・医療 8

地方分権改革 1

地方分権改革 2

都市整備 17

環境 7

環境 14

福祉・保健・医療 1

生活・産業 4

生活・産業 6

生活・産業 7

生活・産業 8

スポーツ・青少年・教育 1

地方分権改革 1

行財政改革 3

都市整備 4

都市整備 6

都市整備 7

都市整備 13

都市整備 16

都市整備 17

都市整備 18

都市整備 19

都市整備 20

都市整備 21

都市整備 22

健康危機管理体制の充実

ユビキタス技術を活用したまちづくりの推進

木造住宅密集地域の整備促進

都市農地保全のための制度の改善

緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充

公園整備事業の推進

小笠原諸島への航空路開設の推進

都市再生推進のための国有財産の活用

国による緑の創出・保全への率先行動

緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充

ヒートアイランド対策の推進

米軍基地対策の推進

地球温暖化防止対策の推進

ヒートアイランド対策の推進

首都東京を守るテロ対応力の強化

総合的な治水対策の推進

自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化

子ども手当創設に伴う確実な財源の確保等

生活・雇用に関するセーフティネットの強化

病院の耐震化対策に係る補助制度の拡充

都市農地保全のための制度の改善

高齢社会対策の推進

保健医療施策の推進

新興・再興感染症対策の充実

雇用の分野における地方分権改革の推進

新興・再興感染症対策の充実

少子社会対策の推進
社会的養護施策の充実

障害者施策の推進

自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化

保育所制度の抜本的改革

保健医療施策の推進
ウイルス肝炎対策の強化

微小粒子状物質(PM2.5) ･光化学オキシダント対策の推進

市街地土壌汚染対策の推進

総合的な青少年健全育成施策の拡充

花粉症対策の推進

病院経営本部

廃棄物・リサイクル対策の拡充

外国人旅行者の受入体制整備の拡充

産業労働局

小笠原諸島世界自然遺産登録実現の推進

都市再生推進のための国有財産の活用

羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進

首都圏新空港の事業化の促進

都市農地保全のための制度の改善

沖ノ鳥島の利活用の推進
ワーク・ライフ・バランスの推進
障害者の就業支援策の一層の充実

ユビキタス技術を活用したまちづくりの推進

不法係留船対策の推進

八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の促進等

公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正

外かく環状道路の整備促進

減災対策の推進

高速道路網の整備促進及び有効活用

公共事業推進のための行政代執行法の改正

市街地の開発に係る諸事業の推進

自動車関連諸税の税率水準の維持

総合的な青少年健全育成施策の拡充

地方分権改革の推進

地方分権改革の推進

花粉症対策の推進

生活・雇用に関するセーフティネットの強化

都市整備局

建設局

福祉保健局

環境局
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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 23

都市整備 24

都市整備 25

都市整備 26

環境 4

環境 5

環境 10

生活・産業 6

都市整備 12

都市整備 23

都市整備 24

都市整備 30

都市整備 31

都市整備 33

都市整備 34

福祉・保健・医療 2

会計管理局 行財政改革 8

地方分権改革 1

都市整備 27

都市整備 4

生活・産業 1

都市整備 13

都市整備 15

環境 1

スポーツ・青少年・教育 1

スポーツ・青少年・教育 2

治安対策 1

治安対策 2

都市整備 3

治安対策 1

建設局

連続立体交差事業の推進

総合的な青少年健全育成施策の拡充

首都東京を守るテロ対応力の強化

「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化

物流機能の強化に向けた東京港整備の推進

都市高速鉄道整備の充実・強化

下水道事業に対する交付制度の拡充

道路・橋梁事業の推進

都市再生推進のための国有財産の活用

国道等の整備促進

道路・橋梁事業の推進

総合的な治安対策の充実・強化

新興・再興感染症対策の充実

道路環境対策の推進

公園整備事業の推進

大都市海岸の緊急高潮対策の推進

公立高校授業料不徴収に要する経費の全額国費負担

沖ノ鳥島の利活用の推進

地球温暖化防止対策の推進

地方分権改革の推進

羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進

小笠原諸島への航空路開設の推進

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）

首都東京を守るテロ対応力の強化

水道局

交通局

港湾局

東京消防庁

警視庁

教育庁

下水道局

大規模災害時における消防活動体制等の充実強化

八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の促進等

総合的な治水対策の推進

踏切対策推進のための制度の創設・拡充

国道等の整備促進

国際コンテナ戦略港湾への選定
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1 【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）　　
　　　　 地域主権戦略室事務局
総務省自治財政局財政課、調整課、自治税務局企画課
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）
　　　　 地域主権戦略室

総務省自治財政局財政課、自治税務局企画課

財務省主計局主計官、主税局総務課
【3】 内閣府地域主権戦略室

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、行政経営支援室、自治財政局財務調査課

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

【5】 総務省自治財政局財政課、交付税課、調整課
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
　　　　　　　道路局国道・防災課

2 【(1)】 厚生労働省職業安定局公共職業安定所運営企画室
【(2)】 厚生労働省職業能力開発局総務課、能力開発課
【(3)】 厚生労働省大臣官房地方課
【(4)】 厚生労働省大臣官房地方課、職業安定局公共職業安定所運営企画室

　　　　　　　 職業能力開発局総務課、能力開発課
1 総務省自治税務局企画課

財務省主税局総務課
2 総務省自治財政局財政課、自治行政局行政課
3 【(1)～(4)】 総務省自治財務局財政課、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
【(5)】 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

4 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

5 【(1)①】 総務省自治財政局交付税課、自治税務局企画課
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
財務省主計局主計官

【(2)】 総務省自治税務局固定資産税課
財務省主計局主計官

6 総務省自治財政局財政課、自治税務局企画課
7 総務省自治税務局都道府県税課
8 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）
1 内閣府地域主権戦略室

国土交通省都市・地域整備局都市計画課、公園緑地・景観課
2 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（地震・火山対策担当）
3 消防庁国民保護・防災部参事官
4 国土交通省河川局総務課、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

5 国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室
6 【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
【2】 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

7 【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・火山対策担当）

総務省総合通信基盤局電気通信技術システム課
経済産業省大臣官房総務課（国会防災担当）
国土交通省道路局国道・防災課、環境安全課

8 厚生労働省医政局指導課
9 法務省（参事官室）民事局

国土交通省住宅局市街地建築課
10 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

　　　　　　　 生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室
11 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（災害応急対策担当）
12 国土交通省港湾局海岸･防災課
13 【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)(2)】 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、
　　　　　　　 都市・地域整備局下水道局下水道事業課

【2(3)】 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

14 国土交通省土地･水資源局水資源部水資源政策課、水資源計画課
15 【1】 国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課

【2】 国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課
【3】 国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課
【4】 国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課

提案要求先省庁所管課一覧

用途地域等を活用した、東京における一体的な都市づくりの推進

私立学校の耐震化対策に係る助成の拡充

災害時の広域連携に向けた防災情報通信網の整備
大都市海岸の緊急高潮対策の推進

帰宅困難者の一時待機施設の確保

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進
木造住宅密集地域の整備促進

減災対策の推進

大規模災害時における消防活動体制等の充実強化
八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の促進等

地方自治体における会計制度改革の推進

行
財
政
改
革

項目名 所管課

地方税収納金整理資金制度の創設
法人事業税の分割基準の適正化等

法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃

自動車関連諸税の税率水準の維持

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

財政上の不合理な措置の是正

地
方
分
権
改
革

地方分権改革の推進

雇用の分野における地方分権改革の推進

都区財政調整の財源に係る過誤納還付金の取扱いの見直し

病院の耐震化対策に係る補助制度の拡充
マンション耐震化及び適切な更新による都市再生

下水道事業に対する交付制度の拡充
水の有効利用の促進

総合的な治水対策の推進

都
市
整
備
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提案要求先省庁所管課一覧

項目名 所管課
16 【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】 国土交通省都市･地域整備局街路交通施設課、まちづくり推進課

17 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

18 国土交通省河川局水政課
19 国土交通省総合政策局総務課、土地・水資源局総務課
20 内閣官房行政改革推進室

国土交通省土地・水資源局総務課
21 国土交通省道路局企画課、環境安全課、国道・防災課、高速道路課

 　　　　　　　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

22 【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

　　　　　　　 道路局 総務課高速道路経営管理室、高速道路課、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
　　　　　　　道路局 高速道路課、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 高速道路課、企画課

【2】 国土交通省都市・地域整備局 都市・地域政策課
　　　　　　　 道路局 高速道路課、企画課、環境安全課

23 【1】 国土交通省道路局企画課、国道・防災課
　　　　　 　　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
24 【1】 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、国道・防災課、環境安全課
【2】 国土交通省道路局国道・防災課、環境安全課
【3】 国土交通省道路局環境安全課
【4】 国土交通省道路局国道・防災課、環境安全課
【5】 国土交通省道路局環境安全課
【6】 国土交通省道路局国道・防災課、環境安全課
【7】 国土交通省道路局国道・防災課、環境安全課
【8】 国土交通省港湾局計画課

25 【(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 街路交通施設課、市街地整備課

　　　　　　　道路局 企画課
26 国土交通省道路局路政課、都市・地域整備局街路交通施設課、

　　　　　　　鉄道局都市鉄道課、鉄道局施設課
27 【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
【3】 国土交通省鉄道局都市鉄道課、施設課、技術企画課

28 国土交通省鉄道局都市鉄道課　　
29 【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

30 【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、
　　　　　　　　　　　 空港部首都圏空港課、計画課、環境・地域振興課、
　　　　　　　　　　　 技術企画課、管制保安部保安企画課、管制課
　　　　　　　港湾局計画課

【2】 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
【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
31 国土交通省港湾局港湾経済課、計画課
32 国土交通省航空局監理部総務課、空港部計画課　　　
33 国土交通省航空局空港部計画課、都市・地域整備局特別地域振興官

環境省自然環境局国立公園課
34 国土交通省港湾局計画課
1 【1(1)】 経済産業省産業技術環境局環境政策課

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

経済産業省産業技術環境局環境政策課
環境省地球環境局地球温暖化対策課

【1(3)】 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
環境省地球環境局地球温暖化対策課

【1(4)】 財務省大臣官房地方課
【1(5)】 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

環境省地球環境局地球温暖化対策課

都市高速鉄道整備の充実・強化

国際コンテナ戦略港湾への選定

ＪＲ中央線の複々線化の早期実現
米軍基地対策の推進

羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進

市街地の開発に係る諸事業の推進

公共事業推進のための行政代執行法の改正

ユビキタス技術を活用したまちづくりの推進

不法係留船対策の推進
公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正

首都圏新空港の事業化の促進
小笠原諸島への航空路開設の推進

物流機能の強化に向けた東京港整備の推進
地球温暖化防止対策の推進

都
市
整
備

外かく環状道路の整備促進

国道等の整備促進

連続立体交差事業の推進

踏切対策推進のための制度の創設・拡充

高速道路網の整備促進及び有効活用

道路・橋梁事業の推進

環
境
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提案要求先省庁所管課一覧

項目名 所管課
1 【1(6)】 総務省自治税務局企画課

環境省地球環境局地球温暖化対策課
【1(7)】 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

環境省地球環境局地球温暖化対策課
【1(8)】 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

環境省地球環境局地球温暖化対策課
総務省自治行政局行政課

【1(9)】 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
環境省地球環境局地球温暖化対策課

【2(1)】 経済産業省産業技術環境局環境政策課
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
環境省地球環境局地球温暖化対策課

【2(2)】 経済産業省産業技術環境局環境政策課
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
環境省地球環境局地球温暖化対策課

【2(3)】 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(4)】 財務省大臣官房地方課

【2(5)～(8)】 国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課
【3(1)】 経済産業省産業技術環境局環境政策課

資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁省ｴﾈﾙｷﾞｰ・新ｴﾈﾙｷﾞｰ部省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課
環境省地球環境局地球温暖化対策課

【3(2)】 経済産業省産業技術環境局環境政策課
資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁省ｴﾈﾙｷﾞｰ・新ｴﾈﾙｷﾞｰ部省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課
環境省地球環境局地球温暖化対策課
国土交通省総合政策局環境政策課

【3(3)】 経済産業省産業技術環境局環境政策課
資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁省ｴﾈﾙｷﾞｰ・新ｴﾈﾙｷﾞｰ部省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課

【4(1)～(4)】 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課、省エネルギー対策課

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地球温暖化対策室

【4(5)(6)】 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー対策課
経済産業省資源・燃料部燃料政策企画室

【4(7)】 環境省水・大気環境局自動車環境対策課

【4(8)】 国土交通省道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室
【5】 環境省地球環境局地球温暖化対策課

2 【1】 環境省水・大気環境局大気生活環境室
【2】 国土交通省総合政策局環境政策課、都市・地域整備局下水道部下水道事業課

3 【(1)(6)】 総務省自治税務局固定資産税課
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

【(2)(3)】 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

【(4)】 財務省主税局税制第一課
【(5)】 総務省自治税務局固定資産税課

国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課
環境省自然環境局野生生物課（鳥獣保護対策室）

【(7)】 総務省自治税務局固定資産税課
国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課

【(8)】 国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課
4 国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課
5 【1】 内閣官房地域活性化統合事務局

財務省理財局国有財産業務課
国土交通省都市・地域整備局都市計画課

【2】 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 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課
7 【(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 【(1)】 林野庁国有林野部経営企画課　  
          森林整備部研究・保全課　　
環境省自然環境局自然環境計画課、野生生物課

【(2)】 環境省自然環境局自然環境計画課
【(3)】 環境省自然環境局野生生物課
【(4)】 国土交通省都市・地域整備局特別地域振興官

9 【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

自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化

小笠原諸島世界自然遺産登録実現の推進

都市再生推進のための国有財産の活用

ヒートアイランド対策の推進

緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充

公園整備事業の推進

都市農地保全のための制度の改善

環
境

地球温暖化防止対策の推進

国による緑の創出・保全への率先行動
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提案要求先省庁所管課一覧

項目名 所管課
9 【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

【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

【3(1)】 国土交通省道路局環境安全課道路環境調査室
【3(2)】 国土交通省道路局環境安全課道路環境調査室

環境省水・大気環境局自動車環境対策課
【4】 資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課
【5】 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
【6】 環境省総合環境政策局環境保健部企画課

10 国土交通省道路局企画課、国道・防災課、環境安全課
11 【(1)】 環境省水・大気環境局大気環境課

【(2)①】 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
【(2)②】 環境省水・大気環境局土壌環境課、環境省水・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・大気環境局土壌環境課
【(2)④】 環境省水・大気環境局土壌環境課
【(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

【(2)⑥】 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 【(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 【(1)】 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
【(2)】 経済産業省製造産業局化学物質管理課

環境省地球環境局環境保全対策課
【(3)】 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
【(4)】 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
14 【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
厚生労働省健康局疾病対策課
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 【1】 厚生労働省社会・援護局保護課、地域福祉課
　　　　　　　職業安定局就労支援室

【2(1)】 厚生労働省職業安定局雇用保険課　
【2(2)】 厚生労働省職業安定局需給調整事業課
【3】 厚生労働省職業能力開発局総務課、能力開発課
【4】 厚生労働省社会・援護局保護課、地域福祉課

　　　　　　　職業安定局就労支援室
【5】 厚生労働省社会・援護局保護課

2 【1】 内閣官房副長官補新型インフルエンザ等対策室
法務省入国管理局警備課
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省医薬食品局
国土交通省港湾局総務課

【2】 外務省北米局日米安全保障条約課
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省医薬食品局血液対策課

3 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課
4 厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課
5 【(1)】 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課少子化対策企画室

【(2)】 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課
【(3)】 厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課

6 厚生労働省雇用均等・児童家庭局子ども手当管理室
総務局自治財政局財政課、調整課
財務省主計局主計官

7 【1(1)】 厚生労働省老健局高齢者支援課
【1(2)】 厚生労働省老健局老人保健課
【1(3)】 厚生労働省老健局振興課
【2】 厚生労働省老健局振興課
【3】 厚生労働省老健局振興課
【4】 厚生労働省老健局認知症・虐待防止対策推進室

【5(1)】 厚生労働省保険局医療課
　　　　　　　医政局総務課

【5(2)(3)】 厚生労働省老健局老人保健課
　　　　　　　老健局高齢者支援課

社会的養護施策の充実

新興・再興感染症対策の充実

保育所制度の抜本的改革

少子社会対策の推進

高齢社会対策の推進

微小粒子状物質(PM2.5) ･光化学オキシダント対策の推進

市街地土壌汚染対策の推進

廃棄物・リサイクル対策の拡充

生活・雇用に関するセーフティネットの強化

花粉症対策の推進

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

環
境

自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化

道路環境対策の推進
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提案要求先省庁所管課一覧

項目名 所管課
7 【6】 厚生労働省老健局高齢者支援課

【7】 厚生労働省老健局高齢者支援課
【8】 厚生労働省老健局高齢者支援課

8 【1】 厚生労働省医政局総務課、指導課、医事課
　　　　　　　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、指導課、医事課、歯科保険課

厚生労働省保険局医療課
【4(1)～(3)】 厚生労働省健康局総務課がん対策推進室

【4(2)】 厚生労働省保険局医療課
【5】 厚生労働省医政局指導課

　　　　　　　保険局医療課
【6】 厚生労働省医政局指導課

8 　　　　　　　保険局医療課
【7】 厚生労働省医政局指導課

　　　　　　　保険局医療課
9 厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室
10 【1(1)(5)】 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

【1(2)(4)】 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
【1(3)(6)】 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室
【1(4)】 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室

【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)～(7)(10)】 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
【3(8)(9)】 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
11 【1】 消費者庁食品表示課

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課
【2･3】 厚生労働省健康局結核感染症課

12 厚生労働省保険局総務課
　　　　　　　　　　　 国民健康保険課
　　　　　　　　  　　 高齢者医療課

1 内閣官房国家戦略室
総務省自治財政局、自治行政局
外務省国際協力局、経済局
厚生労働省健康局
経済産業省製造産業局
国土交通省土地・水資源局

2 総務省自治税務局企画課
文部科学省高等教育局私学部私学行政課
財務省主税局税制第三課
内閣府大臣官房市民活動促進課

3 内閣官房国家戦略室
文化庁長官官房政策課
外務省広報文化交流部
文部科学省初等中等教育局教育課程課
財務省大臣官房地方課
総務省大臣官房政策評価広報課
観光庁観光地域振興部地域資源課
経済産業省通商政策局アジア大洋州課

4 観光庁総務課企画室
5 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

6 【(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

7 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官（高齢社会対策担当）
付仕事と生活の調和推進室

 厚生労働省都道府県労働局雇用均等室  
8 【(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
1 【1】 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官(青少年支援担当)　　 

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
厚生労働省職業安定局若年者雇用対策室、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

 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）　 

警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課、少年課
総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
法務省刑事局公安課
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
経済産業省商務情報政策局情報経済課

総合的な青少年健全育成施策の拡充

健康危機管理体制の充実

医療保険制度の改革等

生
活
・
産
業

福
祉
・
保
健
・
医
療

沖ノ鳥島の利活用の推進

「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化

公益的な法人に対する寄附に係る税制優遇の拡充

ワーク・ライフ・バランスの推進

保健医療施策の推進

ウイルス肝炎対策の強化

高齢社会対策の推進

保健医療施策の推進

文化政策の推進

外国人旅行者の受入体制整備の拡充
国産ジェット旅客機の開発支援

障害者施策の推進

障害者の就業支援策の一層の充実

ス
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提案要求先省庁所管課一覧

項目名 所管課
2 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課

3 文部科学省初等中等教育局幼児教育課

4 文部科学省初等中等教育局財務課高校修学支援室

5 文部科学省高等教育局私学部私学助成課

6 文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課

1 【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・防災部参事官

【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

文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課

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

厚生労働省大臣官房厚生科学課

2 【1】 警察庁長官官房会計課

【2(1)】 法務省入国管理局総務課

【2(2)】 法務省入国管理局総務課

外務省領事局政策課、外国人課

文部科学省高等教育局学生・留学生課

【2(3)】 法務省入国管理局総務課

厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課

首都東京を守るテロ対応力の強化

高等学校等就学支援金制度の導入に伴う必要経費の確保

私立学校助成の拡充

スポーツ振興事業の推進

総合的な治安対策の充実・強化

公立高校授業料不徴収に要する経費の全額国費負担

幼稚園就園奨励費補助の拡充

治
安
対
策
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