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平成２４年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求

１ 提案要求事項選定の考え方 

 東日本大震災後の都政の大きな方向性を示した「都政運営の新たな戦略」や、

「東京緊急対策２０１１」の取組、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２０１１」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、特に国に対して強く要求する事項を最重点事項とし、

主な重点事項とともに、予算編成に対し、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 

１ 東日本大震災を踏まえた提案要求 

２ 政府主導による官民連携インフラファンドの創設 

３ ２０２０年オリンピック・パラリンピック競技大会日本招致【新規】

４ 法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃 

５ 地方分権改革の推進 

６ 首都移転の白紙撤回 

７ 首都圏の再生に向けた交通ネットワーク・物流機能の整備強化 

８ 八ッ場ダム建設事業の本体工事の早期着手 

９ 地下鉄一元化の推進 

10 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく介護福祉士候補者の受入体制の充実

【新規】

11 公会計制度改革の推進 

12 総合的な治水対策の推進 

13 水と緑にあふれ防災性の向上に寄与するまちづくりの推進 

14 連続立体交差事業の推進 

15 米軍基地対策の推進 

16 地球温暖化防止対策の更なる推進 

17 子育て支援の拡充 

18 高齢者の安心できる暮らしへの支援拡大 

19 医療保険制度の改革等 

20 生活・雇用に関するセーフティネットの強化 

21 「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化 

22 効果的で実効性のある総合特区制度の運用 

23 ＮＰＯ法人新認定制度の導入に係る対応 

24 豊洲新市場整備等に対する交付金の確実な措置 

25 あらゆる有害な情報・環境から青少年を守る施策の充実 

３ 件数 

区  分 今 回 今年度前期 

重点事項 １２２件（新規７件） １２９件（新規３８件）

- 1 -



　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、１３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１３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２４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）の早期事業化など

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 外かく環状道路の早期完成

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

13 2020年オリンピック・パラリンピック競技大会日本招致

「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１３項目
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１　東日本大震災を踏まえた対策
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（提案要求先 内閣官房・厚生労働省・経済産業省・国土交通省） 

（都 所 管 局 環境局） 

１ 低炭素でかつ安定的な電力確保等に向けた抜本

的対策の強化 

（１）首都圏及び東日本全体並びに日本全体での低炭素でかつ安定

的な電力確保に向けて、東京電力の発電所の増設・リプレース

における民間事業者の積極的な活用や高効率な火力発電を有

効活用するための卸入札制度の復活、各電力会社間の広域連携

・融通体制の強化等を早急に実施すること。 

（２）まちづくりにおける自立分散型エネルギー設備の設置促進に

より電気と熱エネルギーの有効利用を推進するため、電気事業

法と熱供給事業法との連携を図るとともに、特定電気事業にお

ける自己電源比率の低下や特定供給の枠組みの柔軟な運用な

どを推進すること。また、民間事業者等による自立分散型電源

等の設置促進を図るための支援策を講じること。 

（３）国として、天然ガスの安価かつ安定的確保に向けた戦略を構

築すること。 

（４）低炭素でかつ安定的な電力供給体制の抜本的強化に向けて、

高効率な火力発電や再生可能エネルギーの利用拡大とともに、

多様な供給主体による参加を促し競争の促進を通じたコスト

低下を図る観点から、発送電分離の早期検証や電力自由化の更

なる推進、電力料金制度のあり方など、電力制度全般の見直し

を図ること。 

（５）国として、今冬・来夏以降の電力需給状況に関する具体的か

つ詳細な情報公開を行うとともに、適切な電力需給想定を設定

すること。 

（６）過度な負担がかからない「賢い節電」を継続的に推進してい

くため、過度の便利さや過剰に電力を消費する生活様式の見直

しに向けた取組を強化すること。 

（７）スマートメーターの導入や電気料金メニューの多様化など、

効果的かつ持続的な節電・省エネを推進するための措置につい

て法制的対応も含めた検討を実施すること。 

（８）家庭や中小企業等の節電を促進するため、省エネ設備・創エ

ネルギー設備等の大胆な大量導入を図るための補助制度など

支援策を講じること。 
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＜現状・課題＞   

本年３月１１日に発生した東日本大震災の影響等に伴う電力供給力の減少によ

り、計画停電という系統電力からの送電が途絶えるという事態に直面し、医療機関

等の人の命に関わる施設やライフライン施設の機能に大きな影響が生じるなど事

業継続や都民生活に支障をきたすケースが発生した。 

また、電力需要が増大する夏季においては大規模な需給ギャップが見込まれたが、

電気事業法に基づく大口需要家への電力使用抑制など、小口需要家、家庭、地方自

治体等も含めた社会全体での節電への果敢な取組により、今夏の電力供給不足を乗

り越えることができた。しかしながら今夏の経験は、首都圏及び東日本、更には日

本全体での電力需給に関するこれまでの体制の脆弱性を浮き彫りにした。 

電力会社では、電力供給力の回復に向け、老朽化した火力発電所の再稼動や発電

設備の増強を実施しているが、当面、火力発電への依存度が高い状態が続くことが

見込まれている。また、高効率に発電を行い街区内に供給する特定電気事業者の取

組が注目されたが、このように系統電力に頼らない分散型エネルギーを有する施設

等は未だ限られている。更に、電力供給力の不足は、今冬・来夏にも及び、かつ、

東日本だけではなく日本全体に及ぶことが見込まれている。 

このため、国として、自立分散型エネルギーの確保も含め低炭素で安定的な電力

確保を図るための措置を早急に講ずる必要がある。加えて、火力発電の比率増がＣ

Ｏ２排出量の増加のみに帰結しないよう、再生可能エネルギーの利用拡大を図ると

ともに、今夏の節電対策の適切な総括のもと、過度に負担のかからない、合理的で

「賢い節電｣対策を更に推進させていくことが必要である。 

国においては、国民生活の安定化と国際競争力の維持・強化を図るためにも、気

候変動対策推進の観点も加えた、低炭素でかつ安定的な電力確保等に向け、電力制

度改革を含む抜本的措置を講じる必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１) 電力事業への多様な民間事業者の参入促進 

首都圏・東日本全体及び日本全体での電力の安定供給や災害時にも強い電力

供給体制を早急に強化するため、電力事業への民間事業者の参入促進を図るこ

と。 

このため、東京電力の発電所の増設・リプレースにおける民間事業者の積極

的な活用や高効率な火力発電を有効活用するための入札制度の復活、卸電力取

引所の活性化、託送料金やルールのあり方の見直し、送電網整備計画の見直し

と透明性の向上（送電容量に余裕のあるエリアの公表等）を図ること。 

（２）電力供給の広域連携・融通体制の強化 

地域間連系線の増強や周波数変換装置の増設を図るとともに、高効率な天然

ガス発電や東北・北海道地域で供給ポテンシャルの高い再生可能エネルギーを

東日本全体で有効活用できるよう、電力会社毎の電力系統の運用ではなく複数

の電力会社の系統を包括的に運用する方法への見直しを実施すること。 

（３）自立分散型電源等の設置促進 

地域冷暖房事業者等による電気と熱エネルギーの有効活用を促進するため、

電気事業法と熱供給事業法の連携や円滑な運用を推進すること。 

また、特定電気事業における熱エネルギーの有効利用を推進するため、自己

電源保有比率の引き下げを検討すること。更に、地域における柔軟な電力融通

を確保するため、特定供給の枠組みの柔軟な運用を実施すること。 
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加えて、民間事業者等によるコージェネレーションなど自立分散型電源等の

設置促進をはかるための支援策を講じること。 

（４）天然ガスの安価かつ安定的な確保に向けた戦略の構築 

現在、民間事業者の個別の取組に委ねられている天然ガスの国外からの確保

について、国としての関与を強めるなど、資源・エネルギーの安価かつ安定的

確保に向けた戦略を強化すること。 

（５）電力自由化の更なる推進と電力制度改革の実施 

ＰＰＳやＩＰＰ、再生可能エネルギーや自家発電・コジェネレーションシス

テムなど多様な供給主体の参加を促し、電気の安定的な供給体制の確保や競争

の促進を通じたコストの低下を図る観点から、総括原価方式による料金制度の

あり方や発送電分離の早期検証など、電力制度全体にわたる抜本的な見直しを

行うこと。また、多様かつ柔軟な電気料金メニューの設定や節電に寄与する取

組を促進するためにも、小売自由化範囲の家庭部門への拡大など電力自由化の

更なる推進を図ること。 

（６）電力需給想定の適切な設定と具体的かつ詳細な情報公開 

今後の電力供給力の見通しについては、確定後の数値だけではなく発電設備

毎にどのような想定のもとで推計したのかなども含め、国として、具体的かつ

詳細な情報公開を行うこと。また、電力需要の見通しについても、 大需要量

だけではなく、気温との相関や主体別のロードカーブとの関係等、具体的かつ

詳細な情報を提供するとともに、国として、今冬・来夏以降の電力需給想定の

適切な設定を行い、無理のない賢い節電を促すこと。 

（７）店舗・オフィスなどの照度に関する基準等の見直し 

   オフィスビルや店舗などで、明るすぎる照明による無駄な電力の消費を防ぐ

ため、建物の照明設計の段階から適切な照度となるよう、省エネルギーや節電

の視点を加えて見直しが行われたＪＩＳの基準等について、建築設備設計基準

へ反映させるなど定着化を図ること。また、外気取り入れによる空調設備の無

駄な稼動を防ぐためにも、室内空気中のＣＯ２濃度の一律的な管理基準の緩和

について、省エネルギー・節電の観点から見直しを行うこと。 

（８）家電製品等の省エネモードの標準化 

  家電製品等の製造事業者に対して、製品の工場出荷時の初期設定を省エネモ

ードとするとともに、省エネモードの設定方法を消費者にわかりやすく情報提

供するよう求める仕組みを構築すること。 

（９）明らかに無駄なエネルギー利用の見直し 

扉を開け放したまま冷暖房を行っている店舗営業など、明らかに無駄なエネ

ルギー利用と考えられる行為に対して、エネルギー使用の合理化を求める仕組

みを構築すること。 

（10）需給の状況に対応する形のデマンドレスポンス型の総合的なエネルギー利用

を促進するため、柔軟な電気料金メニューやスマートメーターの導入など、供

給側のインフラ設備を促すこと。更に、こうしたピークシフトや省エネにもつ

ながる節電の取組を促進するため、法制的対応も含めた検討を行うこと。 

（11）中小企業や家庭、自治体等における更なる節電の促進に向けて、ＢＥＭＳ（ビ

ルエネルギーマネジメントシステム）やＨＥＭＳ（ホームエネルギーマネジメ

ントシステム）、蓄電池、家庭用太陽光発電・太陽熱利用機器、燃料電池、Ｌ

ＥＤ照明、高効率空調・給湯・照明設備、高断熱化に関する大胆な大量導入を

図るため、補助金制度などの支援策を講じること。
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２ 医療機関に対する電力不足対策への支援 

 

（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＞ 

 東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故に起因した電力不足は、都

民生活や経済活動に様々な影響を与えている。 

 医療機関では、様々な検査機器、生命維持装置が稼動しており、そのエネル

ギーの大部分は電力が担っている。 

 医療機関にとって電力不足による診療機能の低下は、患者の生命維持そのも

のを脅かす事態に直結するものである。 

 実際に本年３月の計画停電は、一方的、地域一律に実施したため、停電地域

の医療機関においては、手術や検査の停止、延期など、診療機能を縮小、停止

せざるを得なかった。また、計画停電の実施時間、具体的かつ詳細な地域の情

報が正確に伝わらないことにより、患者や医療機関が混乱し、診療に大きな支

障が生じた。 

 電力不足は長期化することが予想され、また、首都直下地震の発生も危惧さ

れることから、医療機関の電力消費量の縮減対策を支援するとともに、国の責

任において、診療機能の維持に必要な電力を確保するための具体的かつ実効性

のある支援策を講じるべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）今後予想される電力不足に医療機関が的確に対応できるよう、国は適切

・正確な情報を提供すること。 

（２）各地で実施している省エネルギー対策の事例を紹介するなど、医療機関

が実施している電力消費量の縮減対策を支援すること。 

（３）災害拠点病院や救命救急センターを有する病院のほか、自家発電装置の

設置や増設などを検討する全ての医療機関に対する支援制度を早急に創設

すること。また、全ての医療機関の自家発電装置等の燃料については、国

の責任において確保するとともに、確実に供給するための体制を整備する

こと。 

電力需給の逼迫が長期化することや首都直下地震など大規模災害

の発生が懸念される中、医療機関が診療機能に支障を来たさないよ

う、具体的支援策を講じること。 
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３ 今後の電力供給の状況に対応する中小企業への

支援 

 

  （提案要求先 財務省・経済産業省） 

（都所管局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

東日本大震災に起因する東京電力株式会社福島第一原子力発電所や火力発電

所の運転停止により、今夏、都内の中小企業は、電力抑制下での事業活動を余

儀なくされたが、来夏も気候の状況により同様の状況が生じるおそれがある。 

このような状況下において、国は、エネルギーの安定的供給を確保するとと

もに、今後の電力供給の状況に中小企業が対応できるよう、電力不足に対応す

る機器（省エネ機器・自家発電機等）の導入支援など、引き続き支援に取り組

む必要がある。 

 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）中小企業の事業活動に支障がないよう、エネルギーの安定的供給体制を

確保するため、あらゆる対策を講じること。 

（２）自家発電設備、高効率ガス空調への導入補助金などの電力需給対策を引

き続き実施すること。 

 

 

 

 

 

電力を安定的に供給するための対策を講じるとともに、今後の電

力供給の状況に中小企業が対応できるよう引き続き支援に取り組む

こと。 
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４ 電力需給対策期間中における水道事業等への電

力供給 

 

（提案要求先 経済産業省・厚生労働省） 

（都所管局 水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

今年３月に発生した未曾有の大震災により、電力の供給力が大幅に減少し、

国民生活や産業活動に大きな影響を与えた。こうした状況の中、今年の７月１

日から９月９日まで、電気事業法第２７条に基づく電力使用制限が実施された。 

水道事業は、約１，３００万人の都民生活や首都機能を維持するために必要

不可欠なものであり、電力の使用制限は、安定給水に甚大な影響を及ぼすこと

が考えられる。 

また、浄水場で使用する薬品（次亜塩素酸ナトリウム、液体塩素、苛性ソー

ダ）の多くは、塩化ナトリウムの電気分解等により製造されており、その製造

には安定的な電力供給が不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）電気事業法第２７条に基づく電力使用制限を実施する際は、水道事業を

対象から除外すること。 

（２）浄水薬品の安定供給体制が確保できるよう、薬品製造メーカーについて

も電力使用制限対象から除外すること。 

 

 

（１）電力需給対策を実施する際は、水道事業を電力使用制限対象

から除外すること。 

（２）水道事業の維持に不可欠な浄水薬品を確保するため、薬品製

造メーカーについても電力使用制限対象から除外すること。 
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５ 水道施設における自然エネルギー等（太陽光、小

水力発電）導入のための財源の確実な措置 

 

  （提案要求先 経済産業省・環境省） 

（都所管局 水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

第１７７回通常国会にて「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法」が成立し、平成２４年７月１日以降、再生可能エネルギ

ー源を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取るこ

とが義務付けられることになった。 

今後、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の詳細な内容が検討され

るが、発電量の買取価格・期間については、導入効果と国民負担抑制とのバラ

ンスを考慮して設定することとされているため、その内容によっては今後の自

然エネルギー導入推進に支障をきたす恐れがある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

自然エネルギー等の導入が一層促進されるよう、新たに始まる買取制度につ

いては、採算が確実に取れるような買取価格及び期間等を設定するなど、イン

センティブの高い制度とするための必要な財源を確実に措置すること。 

 

 

自然エネルギー等の導入を推進するため、導入のための財源を確

実に措置すること。 
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参  考 

 

 

これまでの補助制度と補助率の変化(経済産業省) 

地域新エネルギー等導入促進事業（太陽光） 

 

年度 補助率 募集先 

平成１６年度 補助対象経費用の１／２以内 独立行政法人 

新エネルギー・産業技術

総合開発（NEDO） 

平成１７年度 補助対象経費の１／２と 

40 万円／kW のいずれか低い額
〃 

平成１８年度 補助対象経費の１／２と 

40 万円／kW のいずれか低い額
〃 

平成１９年度 補助対象経費の１／２と 

34 万円／kW のいずれか低い額
〃 

平成２０年度 補助対象経費の１／２と 

30 万円／kW のいずれか低い額
〃 

平成２１年度 補助対象経費の１／２と 

40 万円／kW のいずれか低い額

一般社団法人新エネルギ

ー導入促進協議会(NEPC)

平成２２年度 補助対象経費の１／２と 

40 万円／kW のいずれか低い額
〃 

 

 

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売電収入 

発電量全てを買取り 
※住宅用太陽光は余剰のみ 
 

電気 

促進付加金 

（サーチャージ） 第三者委員会を踏まえ、今後設定 

（単価は毎年度見直される予定） 

【新制度スキーム】 

再生可能エネルギー 

電
力
会
社 

全
て
の
需
要
家 
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６ 自家発電設備用石油燃料の優先供給に向けた支

援 

 

  （提案要求先 経済産業省） 

（都所管局 水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

東日本大震災に伴う電力供給能力の大幅低下により、計画停電が実施された。

このため、浄水場等において非常用自家発電設備を稼働させる必要が生じたが、

以下のように自家発電設備用石油燃料の確保が困難となった。 

１ 被災による製油所の稼働停止、被災地への 優先配備等の影響により石油

燃料の供給が著しく不足した。 

２ 運搬手段となるタンクローリー車も被災による在庫減及び被災地への重点

投入に伴い、調達に支障が生じた。 

 

＜具体的要求内容＞ 

震災や電力使用制限等により石油燃料の供給が逼迫した場合においても、都

民生活並びに首都機能を維持するため、水道施設への自家発電設備用石油燃料

の優先供給に向けた以下の措置を講じられたい。 

１ 水道施設へ優先して供給できるよう体制を整備すること。 

２ タンクローリー等の運搬手段の不足などに対応するため、緊急時の輸送手

段の確保に向け体制を整備すること。 

 

 

水道施設への自家発電設備用石油燃料の優先供給に向けた措置を

講じること。 
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７ 放射能による健康影響の解明及び対応策の実施 
 

１ 食品中の放射性物質対策の推進 

（提案要求先 厚生労働省） 

 （都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 食品について、国は、３月１７日に定められた食品衛生法に基づく放射性物

質に関する暫定規制値を当面維持することが適当である旨の見解を示している

が、暫定規制値は発がん性リスク等の詳細な食品健康影響評価を受けていない。 

１０月２７日、食品安全委員会は「評価書 食品中に含まれる放射性物質」

を示し、厚生労働省は食品健康影響評価に基づく規制値の設定にむけ、検討を

開始している。 

また、本年３月２０日の都の緊急要望以降、国は、生産地に対し計画的に検

査を行うよう通知し、暫定規制値を超えた場合には、出荷制限等の措置を実施

しているが、検査の具体的な内容については各自治体に委ねられている。 

半減期が約３０年のセシウム１３７等による食品の汚染は長期間に渡ること

が見込まれることから、食品の安全と安心を確保するためには、広域的かつ計

画的なモニタリング体制の構築が必要である。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）「評価書 食品中に含まれる放射性物質」を踏まえ、食品中の放射性物

質に関する規制値を早期に設定すること。 

（２）食品について、国として、広域的かつ長期的な視点から検査品目や地域

を指定し、生産地を中心としたモニタリングの実施を主導すること。 

（１）食品中の放射性物質に関する規制値を早期に設定すること。 

（２）食品の安全を確保するため、放射性物質に係るモニタリング

について、国の責任において広域的かつ長期的な視点から計画

を策定し、実施を主導すること。 
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２ 緊急被ばく医療体制の整備 

（提案要求先 厚生労働省）     

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 国は、原子力災害や放射線事故等に対応するため、原子力施設の所在又は隣

接する１９道府県において「緊急被ばく医療体制」を構築するとともに、当該

道府県に対し必要な診療資器材の整備等に要する費用として原子力発電施設等

緊急時安全対策交付金を交付している。  

 しかし、今回の福島第一原子力発電所の事故では、国が想定した範囲を超え

て放射性物質が飛散し、住民も広域的に避難する事態となった。このため、被

ばく医療に関する診療体制が構築されていない地域の医療機関においては、必

要な診療資器材等が不十分であり、避難者等への円滑な対応が難しい場合があ

った。 

 

＜具体的要求内容＞ 

国の責任において「緊急被ばく医療体制」の見直しを行うとともに、全都道

府県に必要な診療資器材を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実効性のある「緊急被ばく医療体制」を構築すること。 
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８ 学校・幼稚園・保育所等における放射線量の安全

基準値の早期設定 

 

    （提案要求先 内閣府・文部科学省・厚生労働省）      

（都 所 管 局 教育庁・福祉保健局・生活文化局） 

 

＜現状・課題＞ 

 東京電力福島第一原子力発電所において発生した事故により、都内において

も大気等から放射性物質が検出されている。 

 都においては、大気中の放射線量、水道水や降下物（塵や雨）等に関する放

射線等の調査を実施・公表しているが、放射線量の安全基準が明確でないため、

児童・生徒の保護者等からは、放射能の影響を懸念する声が数多く寄せられて

いる。 

国は、福島県内の学校・幼稚園・保育所等の校庭・園庭等の利用判断におけ

る暫定的考え方や児童・生徒等が学校・幼稚園・保育所等において受ける線量

低減に向けた当面の対応を示した後、平成２３年８月２６日付けで福島県内の

学校の校舎・校庭等の線量低減に関する通知が出されたが、いまだに福島県外

の学校・幼稚園・保育所等における放射線量の安全基準等については示してい

ない。 

次代を担う子供たちが安心して学校等での生活を送ることができるよう、安

全基準値の早急な策定等が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）学校・幼稚園・保育所等における放射線量の安全基準値を早急に策定し、

公表すること。 

（２）安全基準値を超えた場合の対応策を示すとともに、その対策等に要した

費用については、国が全額負担すること。 

 

 

（１）学校・幼稚園・保育所等における放射線量の安全基準値を早

急に策定し、公表すること。 

（２）安全基準値を超えた場合の対応策を示し、その対策等に要し

た費用を国が全額負担すること。 
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９ 放射性物質を含む浄水場発生土・下水汚泥等の取

扱い等に関する対策の推進 

 

（提案要求先 内閣府・国土交通省・厚生労働省・経済産業省・環境省） 

（都 所 管 局 下水道局・水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京電力福島第一原子力発電所において発生した事故により、水道の浄水場

発生土、下水道の汚泥や汚泥焼却灰等から放射性物質が検出された。 

国は、放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いについ

て、一定の考え方を示したものの、地方自治体にとってその資源化や処分先の

確保はいまだ困難であり、とりわけ、下水の汚泥焼却灰の仮置きの量は増え続

け、限界に近づいている。 

国が放射性物質を含む焼却灰等の 終的な処分の道筋をつけぬままでは、現

場が、早晩行き詰まることは必至である。 

また、当面の埋立処分場が確保されている場合でも、浄水場発生土や下水汚

泥、汚泥焼却灰の資源化が再開できなければ、処分場の施設寿命を大幅に縮め

ることとなる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）浄水場発生土や下水汚泥、汚泥焼却灰の資源化にあたって用途毎に具体

的な安全基準を示すなど、円滑に資源化が再開できる環境整備を速やかに

図ること。 

（２）放射性物質を含む下水汚泥焼却灰等の具体的な処分方法を示すこと。 

（３）国が責任を持って、放射性物質を含む下水汚泥焼却灰等の 終処分用地

を確保すること。 

 

放射性物質を含む浄水場発生土及び下水汚泥等の処理処分・資源

化を適切に行うための具体的な対策を早急に講ずること。 
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１０ 東京港の放射能風評被害対策 

 

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

 東日本大震災により発生した福島第一原子力発電所の事故により、一部の外

航船には、貨物や船舶、船員などへの放射能汚染を危惧し、東京港への寄港を

回避する船社の動きは収まってきたものの、日本発貨物の引取りを敬遠する海

外荷主が依然として存在する。 

事故の収束見通しが明確にならない中で、こうした懸念を将来的にも払拭し

ていくためには、東京港の利用にかかる放射線量・放射能の測定、公表による

東京港が安全であるとの正確な情報提供が不可欠である。 

 こうした中、国は輸出コンテナの放射線測定のためのガイドラインを策定し

たものの、その具体的対応は港湾管理者、船舶運航事業者等に負うところが大

きいものとなっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国自らが責任を持って、以下の放射線量・放射能を測定し、公表、証明

を行う体制を早急に整えること。 

○ 大気中の放射線量 

・東京港の各コンテナターミナル及びその周辺の大気中の放射線量 

・入出港時の本船の放射線量 

○ 海水中の放射能 

・船舶がバラスト水を取り込む海域 

・京浜港内及び福島沖等のコンテナ船等の航行海域 

○ 個別コンテナの放射線量 

・据置型の放射線検査機を、国の責任において早急に整備すること。 

・但し、設置まで相当の期間を要すると思われることから、暫定的な対応

として、ハンディータイプの測定機器を確保し、測定体制構築を図るこ

と。 

（２）関係国、関係国際機関に強く働きかけ、風評被害の防止に継続的に努め

ること。

 

 

東京港の放射能風評被害対策を実施すること。 
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（提案要求先 内閣府） 

（都 所 管 局 総務局・建設局・港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

今回の東日本大震災では、マグニチュード９.０の地震が発生したが、中央防

災会議において、当該地域で発生を想定する地震の規模は、 大でもマグニチュ

ード８．６（明治三陸地震・慶長三陸地震クラス）であった。 

このことを踏まえて、東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震などの東京

に影響を及ぼす恐れのある地震の規模、震度、津波高、被害などについて、再度

検証する必要がある。 

 

 

＜具体的要求内容＞ 

国の中央防災会議において、東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震など、

東京都の区域に影響を及ぼす恐れのある地震の想定規模について、早急に検証

し、震度、津波高、被害などについて示すこと。 

また、国が主導して、必要な財源を確保し、再検証した地震の想定規模に対応

した防災対策を強力に推進すること。 

国・自治体・関係機関が一体となった津波対策に関する協議会の設置などを行

うこと。 

 

１１ 中央防災会議における地震の想定規模の再検

証 

東日本大震災を踏まえ、国の中央防災会議において、東海地震、

東南海・南海地震や首都直下地震などの東京に影響を及ぼす恐れの

ある地震の想定規模を再検証すること。 

さらに、上記地震による震度や津波高などを再検証すること。 

また、国が主導してそれらの想定に基づく防災対策を強力に推進

すること。 
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（提案要求先 内閣府・総務省・国土交通省） 

（都 所 管 局 総務局・都市整備局） 

 

＜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時発災の場合、帰宅困難者は約４４８万人発生するとして

いる。 

実際東日本大震災においても、鉄道の運行停止により多数の帰宅困難者が駅前

に滞留し課題が顕在化した。このため、企業や学校等における施設内待機や鉄道

事業者等の利用者保護など、安全な帰宅手段が確保されるまでの帰宅抑制、行政

と民間事業者の協力による一時的に収容する施設の確保、家族との安否確認や正

確な情報提供に必要な情報通信基盤の確保、安全が確認された後の代替輸送も含

めた帰宅支援などの対策を強化する必要がある。 

都ではこうしたことを踏まえ、都と国で、経済団体、鉄道事業者等と横断的な

課題について検討する協議会を設置し、官民それぞれが連携して行う取組の具体

化を図っている。 

特に、国においては、民間事業者による従業員の一斉帰宅の抑制や利用客保護

の徹底とそれに必要な備蓄の推進、民間事業者による帰宅困難者の受入促進、帰

宅困難者に対する情報提供など、広域的課題について大きな役割を果たす必要が

あり、国をはじめ都や民間事業者を含めた社会全体で取り組む総合的な帰宅困難

者対策を推進する必要がある。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）従業員の一斉帰宅の抑制とそれに必要な備蓄の推進について、民間事業者

に対する働きかけを強化すること。 

（２）鉄道事業者、大規模商業施設・集客施設などに対し、利用客の保護を図る

よう指導すること。 

（３）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、備蓄の確保な

ども含め帰宅困難者の一時収容施設として使用できるようにすること。 

（４）民間事業者による帰宅困難者の受け入れ協力が推進できるような仕組みづ

くりについて早期に実現すること。 

（５）大震災時に発生する帰宅困難者を一時的に収容するため、民間事業者に対

し、特に鉄道事業者に対しては、建築基準法の適用外である駅施設内も含め、

帰宅困難者の滞留場所や防災倉庫を設置するよう、強く働きかけること。 

（６）安否確認手段等を確保するため、情報通信基盤を強化するよう、携帯電話

１２ 帰宅困難者対策の推進 

大震災時に発生する駅周辺の帰宅困難者に対し、情報提供や民間事

業者による保護、一時受入れなど、帰宅困難者対策を推進すること。
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事業者等に強く働きかけること。 

（７）鉄道事業者に対し、運行の早期復旧を図れる体制づくりについて働きかけ

ること。 

 

 

参  考 

 

帰宅困難者数総数           （単位：人） 

東京都市圏内からの訪問者 3,918,359

東京都市圏外（国内）からの訪問者 550,000

海外からの訪問者 7,900

計 4,476,259

※東京都市圏とは、東京都市圏パーソントリップ調査の対象地域で東京を中心とする半

径約 80ｋｍ圏域。 
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１３ 災害医療体制の充実 

 

（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＞ 

国においては、今回の東日本大震災への対応の中で明らかとなった問題に対

して、災害医療体制の一層の充実を図る観点から「災害医療等のあり方に関す

る検討会」を設置し、今後本検討会の報告を踏まえ、「災害時における医療体

制の構築に係る指針」等について改正を行うこととしている。 

検討会では、災害拠点病院の指定要件のほか、災害時における都道府県や市

町村、一般医療機関の医療提供体制に関する役割などについても議論され、行

政や医療機関へ与える影響が大きいにもかかわらず、財源や補助制度について

はほとんど議論がされていない。 

また、患者搬送や診療記録の保持・共有など広域的な連携支援に関して、検

討すべき課題も多く残されている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）「災害医療等のあり方に関する検討会」の報告を踏まえた今後の指針等

の改正に当たっては、地域の医療資源や実態等を勘案して対応ができるよ

う、事前に都道府県や区市町村、関係団体の意見を反映させること。 

（２）災害拠点病院における災害時用の通信回線やライフラインを維持するた

めの施設整備に加え、一般医療機関が医療提供体制を確保できるよう、防

災マニュアル等の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に対して財政支援を行う

こと。 

（３）東日本大震災を踏まえ、国が主体となって、災害時におけるドクターヘ

リの広域的な運用や船舶の活用、診療記録の統一、歯科診療記録の全国的

なデータベース化による身元確認への活用などについて検討すること。 

 

 

都道府県が地域の実情を踏まえた災害医療体制を構築できるよ

う、地方公共団体や関係団体の意見を反映させるとともに、必要な

財政支援を行うこと。 

また、災害時の効果的な広域支援のあり方についても検討するこ

と。 
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（提案要求先 内閣府） 

（都 所 管 局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会」が平成１７年２月に公表した首

都直下地震に関する被害想定では、首都圏全域に被害が及ぶとしている。国の中

枢機能が集積している首都圏における地震、台風、テロなどによる大規模災害の

対策は、一自治体のみでは対応が困難であり、国や近隣県市の応援が不可欠であ

る。 

 現在、国と都県間で中央防災無線による通信設備が整備されており、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４ 災害時の広域連携に向けた防災情報通信網の

整備 

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、都県及び五政令市と相互

に直接通信が可能となる。 

※ 平成２２年４月１日、相模原市が政令市となった。 

※ 未整備部分の整備について、平成２３年度に実施する旨の連絡を国から受けてい

る。 

 

２ 東京湾臨海部基幹的広域防災拠点整備基本計画について 

阪神淡路大震災の教訓を踏まえ、東京圏において大規模かつ広域的な災害

が発生した際に、災害対策活動の核となる基幹的広域防災拠点を東京湾臨海

部に整備することが、都市再生本部で平成１３年６月１４日に決定された。 

「首都圏広域防災拠点整備協議会」（関係省庁及び八都県市）が設置され、

整備の基本方針及び整備箇所、機能などを定めた「東京湾臨海部基幹的広域

防災拠点整備基本計画」が平成１６年１月８日に決定された。 

整備箇所として選定された有明の丘地区には、災害時に国・地方公共団体

等の合同現地対策本部となる基幹的広域防災拠点を置く。 

この基幹的広域防災拠点と、東京都災害対策本部など地域の防災活動拠点

との通信手段を確保し、円滑かつ効率的に応急復旧活動を展開する。 

 

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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  （提案要求先 内閣府・資源エネルギー庁） 

（都 所 管 局 総務局） 

  

＜現状・課題＞ 

今般の東日本大震災では、製油所が被災したことなどにより都内においても

燃料が不足する事態となった。 

今後、首都直下地震等が発生した場合、燃料の不足により、都内は大きく混

乱し、都民生活に支障を来たすとともに、復興の妨げになることが懸念される。 

 

＜具体的要求内容＞ 

大規模災害の発生に備え、国においてあらかじめ燃料供給体制の強化に向け

た対策を講じ、発災時に、都民の生活に直結する重要な施設へ安定的に燃料が

供給されるよう体制を整備すること。 

 

１５ 災害時における安定的な燃料供給体制の確立 

大規模災害が発生した場合でも、都民の生活に直結する重要な施

設へ安定的に燃料が供給されるよう体制を整備すること。 
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 （提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 港湾局・総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

ＧＰＳ波浪計の情報は、津波に強い港湾、海岸施設整備に有効に活用できるこ

とに加え、東日本大震災では津波観測情報で活用されるなど、有益な情報がもた

らされることが明らかになった。 

一方、観測された津波情報が途中で伝達されなくなるという通信系の脆弱性に

ついても課題となった。 

首都圏には、多くの人口、産業等が集中しており、これまでの想定を上回る東

日本大震災を踏まえると、これまで以上に首都圏の津波災害に備えることが重要

であるが、現在東京湾沖合等にはＧＰＳ波浪計が設置されておらず、早期に設置

する必要がある。 

また、ＧＰＳ波浪計は、極めて広範囲の災害対策に役立つものであることから、

国費１００％にて首都圏の津波災害に備えて整備し、通信網に関しては、改善を

図るとともに各自治体が活用できるようシステムを構築することが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

首都圏の沿岸域での津波への迅速な対応に活用できるよう、東京湾沖合等に、

ＧＰＳ波浪計を国費１００％にて整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６ ＧＰＳ波浪計整備の推進 

ＧＰＳ波浪計を整備し、津波情報の提供等に活用すること。 
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大規模特殊災害に対応するための放射性物質対応資機材等の充実強化

 

（提案要求先 消防庁） 

（都所管局 東京消防庁） 

 

＜現状・課題＞ 

放射性物質災害に対応する資機材は、当該災害活動を実施することで放射能

汚染が進行し、資機材性能を維持することが困難となる。 

大規模特殊災害（放射線物質災害）が発生すると、現有する消防部隊の人員

及び資機材では対応が非常に困難となることから、緊急消防援助隊で使用する

放射線測定器、身体防護装備及び車両等の増強配置が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）放射線測定器（個人線量計、空間線量率測定器、汚染検査測定器）を増

強配置すること。 

（２）呼吸保護用マスク（放射性物質対応）及び放射能防護服を増強配置する

こと。 

（３）ＮＢＣ災害対応の特殊災害対策車、除染車を増強配置すること。 

 

 

 

 

 

１７ 大規模災害時における消防活動体制等の充実

強化 

国内の大規模特殊災害（放射性物質災害）に対処するための、緊

急消防援助隊で使用する放射線測定器、身体防護装備、ＮＢＣ災害

対応車両、除染車等の増強配置をすること。 
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（提案要求先 厚生労働省）      

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京都では、東日本大震災に係る被災県からの要請に基づく厚生労働省からの

依頼により、被災県の避難所に対し、介護職員の派遣を実施しているが、派遣に

伴う人件費、旅費等については、派遣される介護職員が勤務している施設（派遣

元施設）が一時的に立替えているのが現状である。 

国は、事務連絡により派遣に伴う人件費、旅費等について災害救助費の支弁対

象との考えを示しているが、支弁対象となる費用の範囲や、支弁に当たっての具

体的な基準額や支弁の方法などについては、明確にしていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

大規模災害時における社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣に係る費用

については、全額災害救助費の支弁対象とすること。 

  

 

１８ 介護職員等の派遣に係る災害救助費の支弁 

大規模災害時における社会福祉施設等に対する介護職員等の派

遣に係る費用については、全額災害救助費の支弁対象とすること。
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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＞ 

東京都は、東日本大震災発生以来、都民生活と首都機能を守りながら、同時に

被災地を支援する施策を進めている。東京都教育委員会は、地震発生日に公共交

通機関等が停止したことから都立学校で８，４４０人の児童・生徒を保護すると

ともに５，９８７人の帰宅困難者を受入れ、水、トイレ、休息の場及び情報を提

供した。 

また、被災した児童・生徒への支援として、被災地の高等学校及び特別支援学

校に通学することが困難になった生徒等を 大２万人まで受入れる体制を整備

するとともに東京都教育委員会が確保した宿泊施設において、被災地の児童・生

１９ 児童・生徒の災害時における教育活動支援等

の推進 

（１）東日本大震災による被災状況を踏まえ、発災後に早期に支援が

行えるよう、被災した児童・生徒の受入等及び被災地における児

童・生徒の教育活動支援に関する仕組みを国として構築するこ

と。 

（２）学校の防災機能を強化するための基盤整備を図ること。 

① 公立小中学校施設の耐震化事業について、区市町村が計画の

前倒し等により、早期に耐震化を完了できるよう、公立学校施

設整備に対する国の助成に必要な財源を十分確保するととも

に、学校施設の耐震化を一層促進させるための制度の充実を図

ること。 

② 東日本大震災発生時には、公共交通機関等が停止し、児童・

生徒が学校で保護され、多くの帰宅困難者が都立学校等を利用

したことから、児童・生徒の安全確保のための必要な措置を図

るとともに帰宅困難者への支援機能を強化するために必要な費

用について、財政措置を図ること。 
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徒に衣・食・住を提供し、そこから通学できる体制を整備した。 

さらに、被災地の教育ニーズを踏まえ、学校再開のための指導主事、事務職、

建築職、心理職、スクールカウンセラーの派遣や教諭、養護教諭等の長期派遣を

行い、被災地の教育活動等を支援しているところである。 

一方、東京都教育委員会は、学校施設の耐震化の緊急性、重要性に鑑み、国の

施策の一層の推進・徹底を図るため、学校施設の耐震化が完了していない区市町

村に対し、公立小中学校・幼稚園の耐震化事業に係る緊急的促進策として財政支

援・人材支援を時限的に行っている。また、「東京都地域防災計画」では、全都

立学校（島しょを除く。）が帰宅支援ステーションに位置づけられ、災害時に帰

宅困難者へ水、トイレ、休息の場及び情報を提供することとされており、東京都

教育委員会は、必要な物資の整備と防災訓練の実施により、帰宅困難者が早期に

帰宅するための支援体制を整えている。 

 こうした東日本大震災に対する取り組みを踏まえ、災害に対する施策の推進を

図るため、国による財政支援等の特段の措置が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）東日本大震災による被災状況を踏まえ、発災後に早期に支援が行えるよう、

被災した児童・生徒の受入等及び被災地における児童・生徒の教育活動支援

に関する仕組みを国として構築すること。 

  ① 被災地からの児童・生徒の受入れに関して、被災した児童・生徒の教育

活動に必要な費用について財政措置を図ること。 

  ② 被災地への教職員等の派遣に当たっては、それに伴う諸経費について、

財政措置を図ること。 

（２）学校の防災機能を強化するための基盤整備を図ること。 

① 学校施設の耐震化について 

ア 各区市町村が、早期に耐震化を完了するため、地震補強事業実施に係

る国庫補助金等の財源を十分に確保すること。 

なお、当初予算において、施設整備に要する経費を全額計上すること。 

イ  平成２０年の地震防災対策特別措置法の改正において実施している国

庫補助率の嵩上げについて、Iｓ値０．３以上の耐震性のない建物の補強

工事においても、国庫補助率を２分の１から３分の２に引き上げること。 

また、やむを得ない理由により補強が困難な建物の改築に係る経費の

国庫補助率を、２分の１から３分の２に引き上げること。さらに、嵩上

げ対象を Iｓ値０．３以上の建物にも拡大する算定割合の特例を設ける

こと。 

ウ  地震補強事業及び補強が困難な建物の改築事業に関して、起債充当率

を、全ての事業について１００パーセントに引き上げ、耐震化に取り組

む区市町村の一時的財政負担をなくす等措置を講じること。 

② 東日本大震災発生時には、公共交通機関等が停止し、児童・生徒が学校

で保護され、多くの帰宅困難者が都立学校等を利用したことから、児童・

生徒の安全を確保するために必要な措置を図るとともに帰宅困難者への

支援機能を強化するための災害用備蓄品等の購入や停電・断水へ対応する

ための非常用発電機の購入に係る費用について、財政措置を図ること。 
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２０ 観光需要の回復に向けた効果的な緊急対策の実

施 

 
      （提案要求先 観光庁） 

             (都 所 管 局 産業労働局）  

 

＜現状・課題＞ 

 東日本大震災・津波・原子力発電所事故により、日本の観光需要は急激に落ち

込み、観光関連事業者は大きな打撃を受けている。そのため、観光関連事業者に

対する支援策を早期に実施するとともに、需要回復に向け国と自治体がより一層

連携し、効果的な緊急事業を実施することが不可欠である。 

 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）急激に落ち込んだ観光需要により大打撃を受けている観光関連事業者に

対する支援策を早期に実施すること。 

（２）被害状況等に関する正確な情報発信や観光プロモーションなどを通じて

自治体と連携し、観光需要回復に向けた効果的な緊急事業を実施すること。 

 

観光関連事業者に対する支援策を早期に実施するとともに、自治

体との連携を緊密にし、急激に落ち込んだ日本の観光需要に対する

効果的な緊急対策を講じること。 
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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・総務局・財務局・主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

現在、地方分権改革については、昨年６月に閣議決定された「地域主権戦略

大綱」、同１２月に閣議決定された「アクション・プラン ～出先機関の原則

廃止に向けて～」に基づき、進められている。 

法令による国の義務付け・枠付けの見直しについては、本年４月に第一次一

括法、同８月に第二次一括法が成立したところであるが、見直しに着手されて

いない事項が相当数残っているなど、その内容は決して十分なものとは言えな

い。また、出先機関改革についても、改革の実現に向けた検討組織である「公

共職業安定所（ハローワーク）チーム」の会合が本年度に入ってから１度も開

催されず、４１都道府県が提案した先行的な移管について全く検討が行われて

いないなど、国の地方分権改革に向けた取組は一時の勢いを失い、後退してい

るといわざるを得ない状況である。 

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

（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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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。特にハロ

ーワークについては、アクション・プランを尊重した４１都道府県の提案

に誠実に対応するとともに、先行的な移管に向けた検討を速やかに進める

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。国庫補助負担金は、国と地方

の役割を見直した上で、国の関与の必要性が薄れた事務に係るものについ

ては、原則として廃止し、権限の移譲と併せて、必要な財源を確実に措置

すること。 

   また、第二次一括法に基づき、基礎自治体に権限移譲される事務につい

て、国は地方交付税の不交付団体や特別区を含め、すべての区市町村に対

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制度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。 

今後、社会保障をはじめ地方の役割は更に高まることは明らかであるが、改

めて必要なことは、自立した地方が地域の課題に自主的に取り組めるよう、地

方自治体の課税権や受益と負担の関係などを踏まえ、権限に見合った財源を確

保することである。 

国は、社会保障と税の一体改革に向けた検討を進めており、２３年度までに

税制の抜本改革に必要な法制上の措置を講じるとしているが、改めて地方分権

の原点に立ち返り、地方の役割を十分に踏まえた地方税財政制度を構築すべき

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、税率を引き上げること。 

（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）地方税財政制度の抜本的改革を、地方分権に資するよう、早

急に実現すること。 

（２）地方消費税の税率の引上げを含めた地方税源の拡充を図ると

ともに、地方の自立につながる、地方税の体系を構築すること。

（３）地方の実態を踏まえた、必要かつ十分な地方交付税総額を確

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

（提案要求先 内閣府・国土交通省）      

（都所管局 知事本局・都市整備局・交通局） 

 
＜現状・課題＞ 

大都市圏域における交通網は、人やものの流れを支える重要な基盤であり、

都市活動と密接な関わりを持ちながら利用されているものである。 

 特に、首都東京における公共交通機関は、１日に２千万人以上が利用する都

民の日常生活に身近な社会資本であるとともに、旺盛な経済活動を支えており、

大都市の機能を維持するため欠かすことができない。また、少子高齢社会の進

展とともに、誰もが快適に利用できる都市交通が求められる中、鉄道をはじめ

とする都市交通の混雑緩和や乗換利便性の向上を図り、公共交通の使いやすさ

を更に向上させることが必要である。 

しかし、鉄道路線整備の基本的構想から鉄道・路線バスの運行に至るまで、

基本的な権限は国に集中している。 
 
＜具体的要求内容＞ 

都市機能の維持・発展、利用者の利便性向上の視点から、首都圏の交通施策

における地方分権改革を推進すること。 

 

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」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、出資が出来ない状態となっており、研究成果を地域の実情に

即した産業振興に活かしていく上で障害になっている。また、国の独立行政法

人と、地方独立行政法人とで、制度上の違いを設ける合理的な理由は認められ

ない。 
 
＜具体的要求内容＞ 

 国立大学法人と同様に、公立大学法人も出資が可能となるように、所要の法

改正を含め、制度の整備を行うこと。 

首都圏交通政策における地方分権改革を推進すること。 

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・港湾局） 

 
＜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、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や直轄事業負担金の不適切な支出を

防止するための取組などについては、未だに改善がなされていない。 
今後、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。 
都は建設に関す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、不適

切な支出の防止や返還、国と地方の役割分担の基本に沿った国の直轄事業の範

囲の見直しが必要である。 
 
＜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。 
（３）会計検査院は、毎年度、国庫補助金について検査を実施している。これ

と同様に、直轄事業負担金を財源とする国の直轄事業についても、毎年度、

関係省庁への厳正な検査を行い、不適切な支出を防止することとし、「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、不適切な支出

等があった場合における、地方自治体に返還する仕組みを検討すること。 

（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。 

（３）「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、地方自治体に返還する仕組みの構築を検討すること。 

- 36 -



 

（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） 

 

＜現状・課題＞  

国は、平成２３年度予算編成において、地方税財政制度の将来像を示すこと

なく、「ひも付き補助金」を段階的に廃止し、一括交付金にする方針の下、地

域自主戦略交付金を創設した。２４年度については、対象となる補助金を拡大

するとともに、客観的指標に基づく配分の割合をさらに増加させることとして

いる。 

そもそも国庫補助負担金改革は、地方の自由裁量を拡大し、国からの依存財

源ではなく、最終的には自主財源である地方税として税源移譲することが目的

のはずである。このためには、まず、国と地方の役割を見直した上で、国の関

与の必要のない事務に係る国庫補助負担金については、原則として廃止し、権

限の移譲と併せて必要な財源が確実に措置されなければならない。ましてや、

地域自主戦略交付金の創設によって、地方分権に資する地方税財源の拡充の議

論が後退してはならない。 

国は、このような本質的な議論を経ることなく、地域自主戦略交付金の導入

２ 地方分権に資する国庫補助負担金改革の実現 

（１）国庫補助負担金は、国と地方の役割を見直した上で、国の関

与をなくすべき事務に係るものについては、原則として廃止

し、権限の移譲と併せて、必要な財源を確実に措置すること。 

（２）地域自主戦略交付金の制度設計や運用等に当たっては、地方

分権に資するものとするため、地方の意見を反映すべく、地方

と十分に協議すること。 

（３）地域自主戦略交付金の配分に当たっては、東京における投資

効果の高いインフラ需要などを十分に踏まえ、必要な財源を確

実に措置すること。 

（４）地域自主戦略交付金を総額削減や財政調整の手段としないこ

と。 
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を進めた。地域自主戦略交付金が国の一方的な財源捻出の手段となったり、本

来、地方交付税の役割である自治体間の財政調整機能を有することは、国庫補

助負担金改革の趣旨から見ても不合理である。 

都には都市基盤の整備など投資効果の高いインフラ需要が存在しており、わ

が国の成長を牽引していくためにも、引き続き、こうした需要に応じた財源を

確保していくことが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国庫補助負担金は、国と地方の役割を見直した上で、国の関与をなくす

べき事務に係るものについては、原則として廃止し、権限の移譲と併せて、

必要な財源を確実に措置すること。 

（２）地域自主戦略交付金の制度設計や運用等に当たっては、地方分権に資す

るものとするため、地方の意見を反映すべく、地方と十分に協議すること。 

   また、地方の自由裁量を拡大するという本来の趣旨を踏まえて、国の関

与は最小限にすること。 

（３）地域自主戦略交付金の配分に当たっては、東京における投資効果の高い

インフラ需要などを十分に踏まえ、必要な財源を確実に措置すること。 

（４）国庫補助負担金改革の趣旨に反し、地域自主戦略交付金を総額削減や財

政調整の手段としないこと。 
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（提案要求先 総務省・財務省） 

（都所管局 財務局・知事本局・主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２０年度税制改正において、地域間の財政力格差の縮小の観点から、消

費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事

業税の一部を分離し、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創設された。 

そもそも法人事業税は、法人の事業活動と地方自治体の公共サービスとの幅

広い受益関係に着目した税であり、これを国が他地域に再配分することは、受

益と負担の観点から見て、不合理であるばかりか、憲法の定める地方自治を国

自ら侵害することに他ならない。 

加えて、所得税法等の一部を改正する法律（平成２１年法律第１３号）附則

は、平成２３年度末までに消費税を含む抜本的な税制改革を行うことを政府に

義務付けており、国自身も暫定措置を２３年度までのものと位置づけている。 

さらには、東日本大震災の発生により、都内においても、首都東京の防災力

向上に向けた取組を、更に加速する必要がある。 

日本の頭脳部・心臓部である首都東京の防災力を高めることは、ひとり東京

のためだけでなく、国全体の機能の維持・向上に資するもので、国家としても

真剣に取り組むべき課題であるにもかかわらず、都が多額の財源を負担し、他

方で、暫定措置によって国が都の財源を一方的に奪い続けることは著しく不合

理である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

首都東京の防災力を一層高めていくためにも、不合理な手段で東京の財源を

奪う暫定措置は、直ちに撤廃し、地方税として復元すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃 

法人事業税の不合理な暫定措置を直ちに撤廃し、地方税として復

元すること。 
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（提案要求先 総務省・財務省） 

        （都所管局 財務局） 

 
＜現状・課題＞ 

国は、平成２３年度予算編成において、子ども手当の拡充など、国策による制

度の見直しを実施したが、その財源については地方へ十分な協議のないまま、平

成２２年度に引き続き、児童手当との併給方式が維持され、地方に負担を残した。 

この子ども手当については、平成２４年度以降、大幅な見直しが行われること

となっているが、財源のあり方は未だ明らかにされていない。 

今後、震災という非常時の中、財源の明示のないまま、地方行財政運営に影響

を与えかねない不合理な制度創設や見直しが行われることがあってはならない。 

国は、国策による制度創設や見直しを行う場合は、早期にそのあり方を示すと

ともに、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）国策として実施する施策に要する費用や地方が減収となる額については、

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等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。 

２ 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や地方

が減収となる額については、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。 

 

  

 

３ 財政上の不合理な措置の是正 

現在都が受けている、極めて不合理な措置について、地方税財政

制度の抜本的見直しを待つまでもなく、速やかに是正すること。 
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参  考 

 

（１）財源調整 

① 財源調整の内容 

地 方 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 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

地方揮発油譲与税 － － 28 50 43

地 方 道 路 譲 与 税 49 45 19 0 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 0.6

そ の 他 1 4 5 4 4

合    計 50 49 53 54 48

※22年度までは決算ベース、23年度は当初予算ベース。 
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（提案要求先 総務省） 

（都所管局 主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

 法人事業税の分割基準は、これまでに幾度も大都市にとって不利益な改正が

行われており、法人の事業活動量を適切に反映したものとなっていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）法人事業税の分割基準を、従業者数など法人の都道府県ごとの事業活動

量を適切に反映したものとすること。 

（２）地方団体間の財源調整の手段として、地方法人課税の分割基準の見直し

を行うなど、税制の姿を歪める不合理な改正は行わないこと。 

 

４ 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 23 

減収額 551 806 2,348 2,263 2,113 1,060 885 917 

※ 平成23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。 

また、大阪府や東京都町田市においても会計制度改革を推進しており、都と

同様の本格的な複式簿記導入に向け、大阪府は平成２３年度から試験運用を開

始するとともに、町田市も平成２４年度からの本格運用に向けて準備を進めて

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、日々の会計処理の段階から複式簿記を導入している

地方自治体はわずかであり、今後、更に推進に向けた取組が求められている。 

このような状況の中、総務省は平成２２年９月から「今後の新地方公会計の

推進に関する研究会」を開催し、国際公会計基準及び国の公会計等の動向を踏

まえた新地方公会計の推進方策等を検討している。しかしながら、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、全国標準たり得る会計基準を早期に策定するとともに、

地方自治体が本格的な複式簿記を導入する環境整備についても検討することが

必要不可欠である。 

 

５ 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策定及び本格的な複式簿記導入に

向けた環境整備に着手すること。 
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＜具体的要求内容＞ 

全国標準たり得る会計基準の策定及び本格的な複式簿記導入に向けた環境

整備に着手すること。 

会計基準の策定に当たっては、東京都など先行して取り組んでいる地方自治

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。 

さらに、本格的な複式簿記を導入する際には、コストや作業負担が生じるこ

とから、段階的な導入プロセスと支援策を明確にするとともに、自治体共同シ

ステムのように導入しやすい環境づくりについても検討すること。 

 

 

 

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 

企業会計における管理会計の考え方を取り入れて

制度設計 

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を重視 

 

【都の財務諸表（平成２２年度決算）】 

○ 公表時期 平成２３年９月 

 特  色 概  要 

① 
インフラ資産（道路・橋

梁等） 

139,042億円、固定資産総額の49％（一般会計） 

（平成２２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 
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【地方自治体の会計制度を巡る現状】 

 

平成18年４月 

 

平成18年５月 

 

 

平成 19年 10月 

 

 

平成 20年 10月 

 

 

平成 20年 11月 

 

 

平成 21年５月 

 

平成22年３月 

 

 

平成 22年４月 

 

 

平成 22年８月 

 

 

平成 22年９月 

 

 

 

平成 22年 11月 

東京都が複式簿記・発生主義会計を導入 

 

総務省が新地方公会計制度研究会報告書を公表 

「基準モデル」と「総務省方式改訂モデル」を提示 

 

総務省が「基準モデル」と「総務省方式改訂モデル」の作成要

領を公表し、平成21年度までに財務４表の作成・公表を要請 

 

日本公認会計士協会が「地方公共団体の会計に関する提言」を

公表 

 

全国知事会が「今後の地方自治体における公会計制度のあり方

に関する提言」を公表 

 

大阪府が東京都方式を基本とした新公会計制度導入を表明 

 

町田市が「町田市新公会計制度導入検討委員会報告書」を公表

東京都方式を導入（24年度本格導入） 

 

東京都と大阪府が共同で公会計制度改革推進に向けたプロジ

ェクトを始動 

 

大阪府が「大阪府の新公会計制度（案）」を公表 

平成23年度試験運用開始（24年度本格導入） 

 

総務省が「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」発足 

国際公会計基準及び国の公会計等の動向を踏まえた新地方公会

計の推進方策等の検討を開始 

 

大阪府と共同で「公会計改革白書」を作成し、「公会計改革シ

ンポジウム」を開催 
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（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・建設局・水道局） 

 
＜現状・課題＞ 

都は、渇水や洪水に対する安全性を向上させるため、八ッ場ダム等の利水・治水対策の

促進に努めている。これらの施設整備は、多大な費用を要する事業であり、水没地域の生

活再建策の調整など多くの課題を抱え、事業期間の長期化も大きな課題となっていること

から、計画どおりの完成が強く求められている。 

特に、八ッ場ダムについては、国により事業の中止方針が一方的に表明され、平成２１

年１０月にダム本体工事の入札が中止となり、その後、国はダム事業の検証を開始した。

都と関係県の知事は適正かつ速やかに検証結果を出し、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入れを行っている。これに対し、馬淵元国土交通大臣は、一切の

予断を持たずに検証を進めるとともに、今年秋を目標としつつも、一刻も早くその結論を

得られるよう努力すると明言した。また、平成２３年９月１３日に開催された「八ッ場ダ

ム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」において、八ッ場ダムが最も有利であ

るとの検証結果が示された。その後、１都５県知事は、９月２６日、前田国土交通大臣に

対し、検証結果を尊重し、直ちに本体工事に着工するよう、八ッ場ダム建設事業の早期完

成を求める申入れを行った。 
 
＜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、直ちに本体工事

に着手し、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）地元で生活再建を目指している人々がこれ以上将来の不安や生活上の不便を来すこ

とのないよう、生活再建事業を着実に実施するとともに、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。 

１ 八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の促進等 

（１）八ッ場ダム建設事業については、検証結果を尊重し、平成２４年度予

算を待つことなく、直ちに本体工事に着手するとともに、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ための生活再建事業を着実に実施すると

ともに、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。 
 

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 

年 度 制限期間 日数 
最大制限率(%） 

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 H22年度末進捗率（％）

八ッ場ダム 61 

 
【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) 

 
工期 

～H21 H22 H23 H24～ 

八ッ場ダム 
4,600 
（635） 

 3,426 
(485) 

155 
（21） 

153
（21）

866
（108） 

H27まで 

霞ヶ浦導水 
1,900 
（66） 

1463 
（57） 

  7 
（0） 

  6 
（0） 

424 
（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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２ 首都移転の白紙撤回 

 

      （提案要求先 国土交通省）     

（都 所 管 局 知事本局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京一極集中の是正などを目的に進められてきた首都移転は、その後の社会

経済情勢の大きな変化により、もはやその論拠も意義も完全に失っている。 

しかしながら、当初から今日まで国民的議論を全く欠いたまま、いまだ国会

等の移転に関する決議と法律が残置されている。 

わが国は、平成２３年度末には国と地方あわせて９００兆円を超えようとす

る巨額な長期債務を抱えており、さらに莫大な移転費用の負担をかけることに

なれば、日本の将来に大きな禍根を残すことは明白である。 

もはや東京一極集中のデメリットは、広域交通基盤の強化などにより十分に

解決可能な課題となっている。 

今なすべきことは首都移転ではなく、首都圏のポテンシャルを引き出し、そ

の活力や国際競争力を回復させることである。 

そのためには、三環状道路等の整備、羽田空港の機能強化・更なる国際化な

どを推進し、首都圏の経済に活力を取り戻すなどの具体的施策を講じていかな

ければならない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

国全体の利益のため、政府としても首都移転の白紙撤回を決定し、国会等の

移転に関する法律を廃止すること。 

 

首都移転の白紙撤回を決定し、国会等の移転に関する法律を廃止

すること。 
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３ 首都圏の防災力の強化 

 

（提案要求先 内閣官房・内閣府・国土交通省） 

（都 所 管 局 知事本局・総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

 首都の防災については、東日本大震災を契機に様々な意見が挙げられている。

首都圏内には、国の中枢機能を代替し得る施設があるにもかかわらず、「大震

災があれば、それらすべての施設に壊滅的な被害をもたらす危険があるので、

首都圏域から遠く離れた場所にその機能を移すべき」といった、一昔前の首都

移転と結び付けたような議論までもが含まれている。 

 例えば、首都圏の大規模災害時に、首都圏以外で一時的な首都代替機能を果

たす都市（「副首都」）を新たに建設する構想が現在検討されている。しかし

ながら、発災後直ちに首都機能を移行し再開することは困難ではないか、首都

機能が分散されることにより、平時の国政や経済活動の効率性が低下するので

はないか、等の問題点の検討が不十分なまま候補地選定の議論が先行している。 

国家財政が巨額の長期債務を抱える中、首都の防災についての熟慮も十分な

検討もなされないまま、新たに莫大な投資を行うことは、無駄な箱ものづくり

につながりかねず極めて疑問である。まずは、東北地方を中心とした被災地に

優先的かつ集中的に必要な財源を投入し、一日も早い被災者の生活再建と被災

地の復旧・復興を実現するため、総力を挙げて迅速な取組を進めるべきである。 

その上で、あわせて、日本の再生と将来への備えとして、今回の東日本大震

災を教訓に、国家的見地から緊急度・重要度の優先順位が高い防災のための施

策に着手すべきである。 

 とりわけ、日本の頭脳部・心臓部である首都東京をはじめとする首都圏域内

の防災力強化は、災害発生時に首都圏の住民、ひいては日本国民の安全と財産

を守り、そして、国家の中枢機能を維持し、日本の政治・経済機能の安定を確

保する上で極めて重要であり、さらに、首都直下地震が懸念される中、緊急度

の高い政策である。 

 これまでも、国は、首都圏域内の災害への対応力を向上させるために、様々

な取組を進めてきた。しかしながら、国家としての危機管理上、国は、今回の

（１）「副首都」建設のような新たな投資は控え、大震災後の復興

に当たっては、東北地方を中心とした被災者・被災地のための

施策に、優先的に財源を活用すること。 

（２）次に、国家の危機管理の観点から、首都圏域内の更なる防災

力強化のための施策を推進すること。 
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未曾有の大震災の状況を分析し、その対策を十分検討した上で、それらを踏ま

えた更なる首都圏域内の防災力の強化に取り組み、将来、大規模災害等の発生

時に、首都機能への打撃を 小限に食い止めるべきである。 

 さらに、東京都自らが防災力の強化に向けた取組を加速するためにも、法人

事業税の暫定措置は即時撤廃し、東京の財源を元に復するべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）大震災後の復興に当たっては、東北地方を中心とした被災者・被災地の

ための施策に、優先的に財源を活用すること。 

そのため、「副首都」を建設するような新たな投資は控えること。 

（２）国家の危機管理の観点から、首都機能を継続させ、国家の機能を維持す

るために、首都圏域内において、首都のバックアップ機能の充実をどのよ

うに図るべきかの検討を行うなど、首都圏域内の更なる防災力強化のため

の施策を推進すること。 
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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。 

今回の東日本大震災を踏まえると、災害に強い首都東京を実現するために、より一層、

早期に着実な整備改善が必要となっている。 

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、いまだ不十分な状況に

あり、事業のスピードアップを図る必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）木造住宅密集地域において、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」の整備を図る

ため、 

① 街路事業について、必要な財源を確保すること。 

② 都市防災総合推進事業（都市防災不燃化促進事業）について、必要な財源を確保

すること。 

③ 建築主の負担を軽減するために、都市防災総合推進事業（都市防災不燃化促進事

業）について、建築助成費を従来よりも引き上げるなど補助の拡充を図ること。 

（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３分の１から２分の１に引き上げると

ともに、必要な財源を確保すること。 

４ 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・拡充すること。

（２）避難場所等として機能する公園整備を推進するため、必要な財源を確

保・拡充すること。 
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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。 

・建築主の負担を軽減して不燃化建替えを促進するため、建築助成費を従来よりも

引き上げるなど補助の拡充を図ること。 

【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

３分の１から２分の１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１／３、整備１／２ 

   【防災上、整備が必要な公園】都立篠崎公園、都立和田堀公園ほか 
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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、木造住宅密集地域が広範囲に連担して分布し、

震災時の大規模な延焼火災が予想される東京において、早期に防災性の向上を図るため、

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事業等を推進しているところであるが、今回の

東日本大震災を踏まえると、より一層、早期かつ着実な整備改善が必要となっている。 

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
ふ く そ う

していることに加え、

狭小敷地や道路に接していない建物が多いことなどから建替えや主要生活道路等の整備が

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とともに事業のスピードアップを図っていく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）事業のスピードアップを図るためには、施行者である民間事業者や地方公共団体の

負担を軽減していくことが有効であることから、住宅市街地総合整備事業（密集住宅

市街地整備型）については、必要な財源を確保するとともに、早期かつ着実に防災性

の向上を図るため、優先度の高い事業については、国費率を従来よりも引き上げるこ

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、必要な財源を確保・拡充すること。

（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、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 

○地域特性を踏まえた対応 

・住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）については、今後、住生活

基本計画において選定予定の「地震時等に著しく危険な密集市街地」内である

かどうかに関わりなく、密集市街地の整備により地域の防災性を高めるため、

地域特性を踏まえる必要がある。 

・東京都には、木造住宅密集地域が広範囲に連担して分布しており、震災時の大

規模な延焼火災が予想される。 

 

○ 住宅市街地総合整備事業の国費率 

地区公共施設等整備（道路、公園等）   １／２ 

（重点整備地区内において密集住宅市街地整備型により施行する事業） 

市街地住宅等整備（共同施設整備等に要する費用） １／３ 

 

 

○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、全ての建築物は、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ほかの災害時

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

制度）の引上げ 

 

・高齢者向け返済特例制度 

対象となる住宅 共同建替事業、地区計画等適合事業、マンション建替事

業等のまちづくり融資の対象となる事業により建設され

る住宅（耐震改修、バリアフリー） 

対象者 建替事業の対象となる住宅に建替え前から居住している

高齢者（借入申込時満60歳以上） 

融資限度額 1,000 万円かつ(財)高齢者住宅財団が保証する限度額※の

範囲内 

※更地評価額の60％又は1,000万円のいずれか低い額（マ

ンションの場合、土地・建物評価額の40％） 

返済方法 利息のみ毎月返済。元金は、借入申込者の死亡時に「相

続人が一括返済」又は「担保提供された建物・土地を処

分」することにより返済 

 

・制度の存続 

住宅金融支援機構の住宅資金貸付事業のうち、まちづくり融資については、「独

立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年 12月７日、閣議決

定）において、23年度末で事業廃止とされている。当該融資業務の廃止は、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＞ 

 本年３月に発生した東北地方太平洋沖地震を踏まえると、首都直下地震の切迫性が指摘

されている中、災害に強い首都東京を一日も早く実現する必要がある。 

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

・応急活動が妨げられ、大規模な市街地火災につながるおそれがあり、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のスピードア

ップを図り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・改修などの費用助成について、一定の額

の国費負担に加え、地方公共団体の負担額に応じた国費負担の上乗せを行うなど、継続し

て必要な財源を確保・拡充すること。 

国は平成２２年度補正予算において、住宅の耐震改修費用助成について、一定の額の国

費負担に加え、地方公共団体の負担額に応じた国費負担の上乗せを行う新たな枠組みを示

したが、平成２２年度補正予算限りの短期間の措置であった。木造住宅の耐震化を早急か

つ集中的に促進するため、耐震診断･耐震改修などの費用助成について、平成２２年度補正

予算で示した枠組みを復活させ、まとまった期間継続して実施すること。 

 

木造住宅の耐震化を促進するため必要な財源を確保・拡充すること。 
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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（建替え含む） 

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 

 

（参考）工事費200万円/戸の場合の耐震改修等の助成額 

 

 

 

 

◆国が補正予算で示した耐震改修等助成制度 

 

 

 

 

 

 

 ※200 万から定額 30 万円を控除した額(170 万）の 23％(約 40 万）を国と地方で助成 

 

○ 地域住宅交付金の概要 

 ※平成２２年度から「社会資本整備総合交付金」に再編 

・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 

 

地方 11.5％ 

（20万円※） 

自己負担 

国の負担の限度は５０万円 

国 
11.5％ 

（23万円） 

国 

定額(30万円） 

自己負担 

国 11.5％ 

（20万円※） 

地方 
11.5％ 

（23万円） 
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      （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

本年３月に発生した東北地方太平洋沖地震では、道路分断などにより、発災後の早急な

救命救急活動や物資輸送が滞るなど大きな支障が生じ、緊急輸送道路の機能の確保の重要

性が改めて明らかになった。 

首都直下地震の切迫性が指摘されている東京においても、大地震が起きた際に都民の生

命・財産を守るとともに首都機能を確保するため、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塞を防止することは喫緊の課

題である。 

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を早急かつ強力に促進するため、継続して必要な財源

を確保・拡充するとともに、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）緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に特に重点的に取り組む地方公共団体を支援する

ため、耐震診断・耐震改修等の費用助成について、国の助成割合を引き上げるととも

５ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進 

（１）緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進するため、耐震診断・耐震改

修等の費用助成について、一定の額の国費負担に加え、地方公共団体の

負担額に応じた国費負担の上乗せを行うなど、必要な財源を確保・拡充

すること。 

（２）緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断の費用助成において、小規模建築

物を中心に助成対象事業費の限度額を超える事例が相当数生じている

ことから、助成対象事業費の限度額を実勢に即して引き上げること。ま

た、特に倒壊の危険性が高い建築物の場合の補助対象費用床面積当たり

の限度額を復活すること。 

（３）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にするとと

もに、耐震診断の義務付けなどの仕組みを創設すること。 

（４）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。 
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に、一定の額の国費負担に加え、地方公共団体の負担額に応じた国費負担の上乗せを

行うなど、必要な財源を確保・拡充すること。 

   また、平成２２年度補正予算では、地方公共団体が負担しない場合に国が一定の額

を負担する助成制度の新たな枠組みを示したが、補正限りの短期間の措置であった。

耐震化を早急かつ集中的に促進するため、平成２２年度補正予算で示したような新た

な枠組みを復活させ、まとまった期間継続して実施すること。 

（２）都では、平成２０年度から緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断費用助成を実施して

いるが、小規模建築物を中心に助成対象事業費の限度額を超える事例が相当数生じて

いる。 

ついては、耐震診断費用助成における助成対象事業費の限度額について、実勢に即

した引き上げを行うこと。 

また、特に倒壊の危険性が高い建築物の耐震改修工事は、通常の改修工事に比べコ

ストがかかることから、補助対象事業費用床面積当りの限度額について通常の改修工

事より割り増して設定していたが、平成２２年度限りで廃止された。この特に倒壊の

危険性が高い建築物に係る補助対象費用床面積当たりの限度額を復活すること。 

（３）緊急輸送道路沿道建築物（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条第３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１号、第２号に定める特定建築物と同様、同法第７条第２項に基づく指示

及び同条第３項に基づく公表を行うことができるように法改正すること。 

また、耐震診断の義務付けなどの仕組みを創設すること。 

（４）耐震改修促進法第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

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。 
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参  考 

 

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 

 

○事業概要 

・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、「地震発生時に閉そくを防ぐべき道路」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

築物安全ストック形成事業を活用（一般の建築物の補助率23.0％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 

 ・平成23年4月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」

を施行、同年6月に特に沿道建築物の耐震化を推進する必要のある道路（特定緊急輸

送道路）を指定し、その沿道建築物を対象に耐震診断等を義務付けるとともに、助成

制度を拡充 

 

○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 

■ 耐震診断（補助限度額1,000円/㎡～2,000円/㎡） 

■ 耐震改修・建替・除却（補助限度額47,300円/㎡） 

 

 

 

 

○要望する耐震診断・改修等の費用に係る助成制度の概要 

■ 耐震診断 

 

 

 

 

■ 耐震改修・建替・除却 

 

 

 

 

 

 

国 地方自治体 自己負担 

1/3 1/3 1/3 

国 

地方に応じた負担 

地方自治体 自己負担 国定額 

※Ｈ22補正：200万円 

地方自治体 

 

自己負担 

 

国 

地方に応じた負担 

国定率 

※Ｈ22補正：1/6 
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○緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の実績

0 千円

1,000 千円

2,000 千円

3,000 千円

4,000 千円

5,000 千円

6,000 千円

7,000 千円

8,000 千円

9,000 千円

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

評定除き事業費 単価による算定  

 

○免震工法など特殊工法による改修工事の場合の補助対象費用床面積当たりの 

限度額（平成２２年度） 

 通常の工法の場合 ４７，３００円／㎡ 

 特に倒壊の危険性の高い建築物の場合 ７０，９５０円／㎡ 

 

 

○税制上の優遇措置に係るアンケート結果 

「平成19年8月 モデル路線沿道建物所有者アンケート」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

妥当であり、そのまま継続してほしい。

住宅を改修した場合の所得税・固定
資産税の減免額を広げるべきである。

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

減免の効果がわかりにくい。

あまり効果がないので、必要ない。

わからない

回答数＝140
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（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、２０万戸を超える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年度までに住宅の耐震化率を９０％とする

ことを目標として、耐震化を進めていく。 

また、都には、１００万戸（平成２０年住宅・土地統計調査）を超える分譲マンション

があり、今後、更新時期を迎えるマンションが増えることから、良質なストックの維持・

更新が求められている。都では、適正な維持・管理や改修により、これらのストックの長

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。 

 しかしながら、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＞ 

〔予算要求に関する事項〕 

（１）喫緊の課題であるマンションの耐震化を促進するため、耐震診断・耐震改修などの

費用助成について、一定の額の国費負担に加え、地方公共団体の負担額に応じた国費

負担の上乗せを行うなど、継続して必要な財源を確保･拡充すること。  

国は平成２２年度補正予算において、住宅の耐震改修費用助成について、一定の額

の国費負担に加え、地方公共団体の負担額に応じた国費負担の上乗せを行う新たな枠

組みを示したが、平成２２年度補正予算限りの短期間の措置であった。マンションの

耐震化を早急かつ集中的に促進するため、耐震診断･耐震改修などの費用助成につい

て、平成２２年度補正予算で示した枠組みを復活させ、一定期間継続して実施するこ

と。 

〔制度要求に関する事項〕 

○ 耐震化について 

（２）耐震性が低いマンションを耐震改修する場合の合意要件を緩和すること。 

 

６ マンション耐震化及び適切な更新による都市再生 

喫緊の課題であるマンションの耐震化や円滑な建替え・改修を促進するた

め、法律を改正するとともに、必要な財源を確保・拡充するなど、制度を拡

充すること。 

また、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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○ 建替えについて 

（３）老朽化が著しいマンションや耐震性が低いマンションを建替える場合の合意要件を

緩和すること。 

（４）既存不適格マンションなどの別敷地での建替えについて、区分所有法の建替え決議

の対象となるよう改正すること。また、区分所有法改正にあわせて、マンション建替

え円滑化法も改正すること。 

（５）敷地に借地権等が設定されるなど、権利関係が複雑なマンションの建替えを促進す

るため、マンション建替え円滑化法において、土地所有権を含めた権利変換ができる

仕組みの整備を図ること。 

（６）敷地の分離処分が禁止されていなかった昭和５８年の区分所有法改正以前に分譲さ

れたマンションで、その後の専有部分のみの売買により、敷地に従前の権利者の名義

が残る場合などにおいて、真正な権利者の確定等に関し、マンション建替え円滑化法

において、特別な法的手続を整備すること。 

（７）借地借家法第２８条における解約の正当事由に、建替え決議の成立が該当するよう

改正すること。 

（８）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。 

 

○ その他について 

（９）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、特別多数決議で実施できる制度を導入すること。 

（10）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。 

 

参  考 

 

（１）住宅・建築物安全ストック形成事業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（建替え含む） 

補 助 率：23.0％（国11.5％＋地方公共団体11.5％） 

工事費の23.0％について、国費で1/2を補助 

 
○耐震診断 
 ■ 現行の助成制度 
 

 
 

■ 要望する耐震診断の費用に係る助成制度の拡充案 
 

 

※現行制度、拡充案ともに補助限度額は1,000円/㎡～2,000円/㎡ 

国 

地方に応じた負担 

地方 自己負担 

国 地方自治体 自己負担 
1/3 1/3 1/3 

国 

定額(200万円) 
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○耐震改修（例）工事費200万円/戸の場合の助成額 
 ■ 現行の助成制度 
 
 

 
■ 国が補正予算で示した耐震改修等助成制度 

 
 
 

 
   

※200万から定額30万円を控除した額（170万）の23％（約40万）を国と地方で助成 

（２）耐震改修する場合の合意要件の緩和 

耐震改修は、共用部分の形状や効用の著しい変更を伴う場合には、特別多数決議（４分の３

の賛成）が必要とされている。（区分所有法第17条） 

しかし、建物の安全性の確保は、建物の適正な管理に必要不可欠である。そのため、耐震性

が低いマンションにおける耐震改修は、建物の適正な管理に必要な工事であり、共用部分の形

状や効用の著しい変更を伴う場合であっても、マンション共用部分の管理に係る決議（区分所

有法第18条、過半数の賛成）が適用されるべきである。 

区分所有法の耐震改修決議の議決要件 

共用部分の変更 

【第１７条】 
区分所有者及び議決権の各３／４以上 

共用部分の管理 

【第１８条】 
（形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更） 

区分所有者及び議決権の各１／２以上【第３９条】 

 

（３）建替える場合の合意要件の緩和 

建替えは、特別多数決議（５分の４の賛成）が必要とされている（区分所有法第62条）が、

合意形成が難しいため、老朽マンションの不良ストック化が懸念される。 

とりわけ、耐震性が低いマンションは、居住者の生命に関わるものであり、その建替えは、

より高い緊急性を備えている。また、震災時に倒壊による周囲への影響や大量の避難者の発生

等社会への影響が大きく、建替えを促進する公益性は高い。 

（４）別敷地での建替えが可能となる制度の導入 

建替えは、現敷地の全て又は一部を含む敷地において行うものとされている。(区分所有法

第62条)しかし、容積率などが既存不適格のマンションは、現在地で同規模の建替えを実施す

ることが非常に困難になっている。別敷地での建替えにより解決を図ろうとした場合、全員合

意の要件が課題となっている。そのため、容易に別敷地での建替えが可能となるような仕組み

づくりが必要である。 

（５）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。 

 

地方 11.5％ 

（20万円※） 
自己負担 

国の負担の限度は５０万円 

国 
11.5％ 

（23万円） 

国 

定額(30万円） 

自己負担 

国 11.5％ 

（20万円※） 

地方 
11.5％ 

（23万円） 

※国負担の11.5％は、平成24年度末まで 
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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） 
 
（６）敷地に借地権等が設定されたマンションの権利変換の仕組みの整備 

マンション建替において、建替前の土地に借地権と土地所有権が混在している場合など権利

関係が複雑な場合、円滑に事業が進まない事例が多々あるが、「マンション建替え円滑化法」

は、借地権が設定されている場合の底地権などは権利変換の対象とはしていないため、法によ

る権利整理ができない状況となっている。 

【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】 

              （単位：件） 

年度 15 16 17 18 19 20 21 22 計

東京都 ３ ２ ４ ３ ３ ２ ２ ５ 24

全国 
(東京都分

含む) 

４ ５ ８ 14 ９ ６ ４ ５ 55

注）構造計算書偽装物件を除く。 

 

 
 
（７）専有部分と分離して処分された結果、残存する、名義の整理 

敷地の分離処分が禁止されていなかった昭和５８年の区分所有法改正以前に分譲されたマン

ションにおいて、土地の権利や共用部分が、専有部分と分離して処分された結果、現区分所有

者以外の名義が存置され、その名義人が行方不明等の場合、当該権利の整理に時間を要し、円

滑なマンション建替えを阻害する要因となっている。 

（８）賃貸借契約解約の正当事由 
区分所有者が自己の居室を転貸していた場合、賃貸借契約の解約が必要となることがある

が、建物賃貸借契約の解約の正当事由については、具体的な例示等がなされていない。（借地

借家法第 28 条）しかし、建替え決議が成立したにも関わらず、区分所有者が自己の居室を転

貸していた場合、老朽化や耐震性が低いなどの課題を抱えるマンションの建替えが進まない事

例がある。このため、建替え決議が成立した場合は、共同の利益を重視すべきである。 

（９）特別多数決議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。 

（10）「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。 

5.4
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（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

国は、昨年１２月「超高層建築物等における長周期地震動への対策試案」を示

したが、現在も検討中とのことである。 

本年３月に発生した東日本大震災では、都内の超高層建築物において、大きな

揺れが長い間、観測された。 

いつ発生するか分からない東海・東南海・南海連動地震等への備えを万全にし

ていくためにも、長周期地震動対策を早急に講じておく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

多くの超高層建築物等が建設されている首都東京の安全を確保するため、構造

方法について認定した国の責務として、本年３月に発生した東日本大震災で得ら

れたデータや建築関係団体の意見等を踏まえ、早急に超高層建築物等における長

周期地震動対策を取りまとめ、建物所有者等に対し対策を講じるよう、要請する

こと。 

７ 長周期地震動対策の推進 

多くの超高層建築物等が建設されている首都東京の安全を確保す

るため、構造方法について認定した国の責務として、早急に長周期

地震動対策を取りまとめ、建物所有者等に対し対策を講じるよう、

要請すること。 
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（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

東日本大震災では、鉄道施設等の都市施設に甚大な被害が生じた。首都圏の

鉄道施設が被災すれば、その影響は計り知れず、都市機能は麻痺することにな

る。 

このため、鉄道施設の耐震性向上を急ぐ必要がある。 

すでに、①乗降客数が１日１万人以上、②折返施設又は乗換施設を有する等、

一定の要件を満たす場合には、国と都で鉄道駅耐震補強事業費補助を行ってい

るが、対象駅が限られており、駅間は対象外となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）鉄道駅耐震補強事業費補助における補助対象駅の要件を緩和し、対象を

拡大すること。 

（２）鉄道駅に加え、駅間部分の耐震補強についても、補助対象とすること。 

（３）鉄道駅耐震補強事業費補助について、国費率の拡大や必要な財源の確保

を図ること。 

 

 

８ 鉄道施設の耐震化の推進 

鉄道駅耐震補強事業費補助について、制度の拡充や必要な財源の

確保を図ること。 
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９ 病院等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＞ 

 国は平成２１年度及び２２年度の補正予算において、救急医療機関の耐震化

整備に係る財政支援策（医療施設耐震化臨時特例交付金）を強化したものの、

単年度事業であることや財源が不十分であったことから、一部の医療機関しか

活用できないものであった。 

 また、医療提供体制施設整備交付金のメニュー予算である医療施設耐震整備

事業について、国は平成２３年度から補助単価をかさ上げするとともに、耐震

化を目的とした改築も対象とするなど補助内容を充実し、Ｉｓ値０．３未満の

建物を有する病院を優先的に採択することとした。しかし、都の申請に対する

国の内示額が大幅に減額されたため、新たに耐震化に取り組む意向を示した医

療機関を補助対象とすることができなかった。 

 本年３月に発生した東日本大震災において改めて明らかになったとおり、災

害時における医療機関の役割は大きく、全ての病院について耐震化を促進する

必要がある。 

 また、社会福祉施設等の耐震化についても、平成２１年度の国の補正予算に

おいて創設された臨時特例交付金により、都道府県に社会福祉施設等耐震化臨

時特例基金が３か年の事業期間で造成された。 

 しかし、社会福祉施設等は小規模な法人により運営されている例が多く、経

費や代替用地の確保などに時間を要するため、３か年の事業期間では、対応が

困難な施設も多い。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）医療施設耐震化臨時特例交付金の更なる拡充を行い、耐震化整備に必要

な財源措置を講じること。また、医療機関が耐震化に向け、財務状況や患

者の受療動向など経営に与える影響を考慮の上判断できるよう、補助申請

にあたって十分な検討期間を確保すること。 

（２）医療施設耐震整備事業について、耐震化を行う全ての病院が補助を受け

られるよう十分な財源を確保するとともに、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。 

（３）耐震化の取組を促進するため、医療法に基づく病床過剰区域に所在する

医療機関が国の補助制度を利用して耐震化に取り組む場合には、病床数を

１０％以上削減するなどの補助条件を見直すこと。 

（４）社会福祉施設等の耐震化を促進するため、社会福祉施設等耐震化臨時特

例基金の活用に、十分な事業実施期間を確保すること。

病院等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 文部科学省） 

（都 所 管 局 生活文化局） 

 
＜現状・課題＞ 

平成１８年に定められた国の基本方針は、住宅及び多数の者が利用する特定

建築物の耐震化率を平成２７年度までに９０％以上にすることを目標としてお

り、都内の私立学校についても速やかに耐震化を推進する必要がある。 

都では、専修学校等及び学校法人立以外の幼稚園についても補助対象とし、

校舎等の改築部分や木造の校舎等についても補助対象に加えている。さらに、

平成２０年度の補正予算で耐震診断に係る補助率を、平成２１年度からは地震

による倒壊等の危険性が高い施設の工事に係る補助率を、それぞれ２／３から

４／５まで引き上げるなど、制度の拡充に努めている。 

現行の国の助成制度は、地震による倒壊等の危険性が高い施設に係る補助率

を１／３から１／２にかさ上げしたものの、各学校の負担は依然として重く、

また、補助対象についても学校法人立の学校が設置している非木造の校舎等の

補強工事のみとなっている。国の基本方針を達成するためには、助成制度をさ

らに拡充し、早急に耐震化工事を実施できる環境を整備することが必要である。 
 
＜具体的要求内容＞ 

 私立学校の耐震化を促進するため、以下の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 私立高等学校・中学校・小学校の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。

１０ 私立学校の耐震化対策に係る助成の拡充 

（１）耐震化対策に係る補助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を引き上げること。 

② 校舎等の改築部分についても補助対象とすること。 

③ 私立高等学校・中学校・小学校の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。 

- 73 -



 

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 

 

23 年度予算      8,166,844 千円 

※ 東日本大震災の発生を受け、23 年度補正予算において、1,387 百万

円を措置。 

〈参考〉22 年度予算   7,864,819 千円 

21 年度予算   5,650,060 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。） 

23 年度予算      778,000 千円（アスベスト等を含む。） 

〔対前年度 △100,000 千円、△11.4％〕 
 

※ この他、平成 22 年度補正予算において、私立幼稚園施設の耐震化の促進

のための予算 1 億円が措置された。 
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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。） 

23 年度予算    1,566,000 千円（アスベスト等を含む。） 

〔対前年度 21,000 千円、1.4％〕 

 

※ この他、平成 22 年度補正予算において、私立学校施設の耐震化等の推進

のための予算 13 億円が措置された。
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                （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、これを踏まえ平成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。 

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。 

 

参  考 

 

 

１ 無電柱化（平成２２年度末状況） 

○ 都道全体の地中化率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０％ 

○ 国道における電線の地中化率・・・・・・・・・・・・・・・・６０％ 

  （事業中を含めると８１％） 

 

２ 水道施設（平成２２年度末状況） 

○ 重要施設供給ルートにおける耐震継手率・・・・・・・・・・・４６％ 

○ 配水池耐震施設率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５％ 

○ 耐震継手率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７％ 

 

３ 下水道施設（平成２２年度末状況） 

○ 緊急輸送道路などにおけるマンホールの浮上抑制対策・・約５００ｋｍ 

○ 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１，７００箇所 

１１ ライフライン施設の復旧体制強化 

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。 

- 76 -



                            

１２ 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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 合流式下水道の改善  
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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】 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【合流式下水道の改善のイメージ】 
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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

再生水の供給先の利用拡大を図るとともに、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 災害時のバックアップ機能の確保に向けた水再生センター間の

ネットワーク化 

  （提案要求先 国土交通省）      

（都所管局 下水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

東日本大震災では、想定を超える津波や液状化等により、沿岸部を中心にポ

ンプ、処理施設等が広域かつ激しく損傷し、長期の機能停止など、甚大な被害

が発生している。こうした下水道の機能停止は、流域の市民生活、経済活動に

大きく影響する他、被災地を早期に復旧・復興する上での課題になっている。 

都においては、区部１３か所の水再生センターについて、耐震補強や、豪雨

時の防水など様々な防災対策を進めているが、今回のような広域的な激甚災害

に対応する施設の全面的改修は、時間、費用や、運転管理への影響の面から極

めて困難である。 

このため、今後、被災により機能が停止した水再生センターから、被害の少

ない複数の水再生センターへ、送水、送泥できるネットワーク管きょを整備す

ることにより、日常の維持管理も含めた、危機管理体制の向上を図ることが急

務となっている。 

また、ネットワーク施設の整備にあたっては、近隣自治体の水再生センター

との連携など、首都機能を支える、より広域的なネットワーク化を進める必要

がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）災害時におけるバックアップ機能等を確保するため、水再生センター間

の送水、送泥などのネットワーク化に関する調査 

（２）ネットワーク管きょの設置及び、ネットワーク化のための施設の改修・

整備にかかわる事業 

（３）都県をまたがるネットワーク化の事業 

 

について、下水道事業として実施するとともに、交付対象とする制度を創設

すること。 

地震・津波など大規模災害時における水処理機能を確保するため、

水再生センター間をネットワーク化する事業を交付対象事業とする

こと。 
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参  考 

 

【ネットワーク管きょによるバックアップ機能の確保のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【水再生センター間のネットワーク化 区部全体図（イメージ図）】 
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５ 管きょの耐震化の推進 

  （提案要求先 国土交通省）      

（都所管局 下水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

東日本大震災では、新木場や浦安市など広域にわたり地盤が液状化し、下水

道管きょの破損やマンホールの浮上などの被害が発生した。 

都内には液状化の発生可能性の高い地域が広域に存在するなど、想定を超え

る大規模地震の発生により、多くの管きょが被災するおそれがある。 

現在、都では交付対象事業として、緊急輸送路や避難路等の路下において管

きょの耐震化を進めているが、今回の地震では、帰宅困難者や車両の混雑がタ

ーミナル駅周辺等に集中する事態も生じており、こうした箇所の耐震化の重要

性も明らかになった。このため、管きょ実施予定か所の前倒しとともに、ター

ミナル駅周辺等においても、管きょ等の耐震化が急務となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）管きょ等の耐震化を前倒しで推進するため、管きょの耐震化やマンホー

ルの浮上防止などの事業に係る財源を確保すること。 

（２）液状化の発生可能性の高いターミナル駅周辺等における、管きょ等の耐

震化についても交付対象とするように制度を拡充すること。 

 

 

管きょの耐震化の交付対象を拡大すること。 
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参  考 

 

【液状化の発生可能性の高い地域 

とターミナル駅等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【管きょ耐震化の到達目標】 

事業指標 単位

21 年度

末 

累計 

22～24 

年度 

24 年度

末 

累計 

 24 年度以

降の目標値

（累計） 

排水を受け入れる下水道管を 

耐震化した避難所等の施設数 
か所 1,505 615 2,120 

 
2,500 

マンホール浮上

抑制対策を実

施した道路延長 

緊急輸送 

道路等 
ｋｍ 200 300 500 

 
500 

避難所等への

アクセス道路 
ｋｍ － 300 300 

 
1,500 

 

 

 

【液状化の発生状況（東日本大震災）】

【管きょ耐震化工法（ガリガリ君）】 【人孔浮上抑制対策（フロートレス）】

（出典：経営計画 2010）

前倒し 

新木場 

新浦安

液状化の発生可能性の高い地域 

（出典：首都直下地震による東京の被害想定報告書） 

ターミナル駅等 
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６ 水再生センター等の防災性の強化 

  （提案要求先 国土交通省）      

（都所管局 下水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

東日本大震災では、想定を超える地震・津波により下水処理場に甚大な被害

が生じた。 

都においても、広域的な流域を持つ湾岸部の森ヶ崎、砂町等の水再生センタ

ー等で、東海・東南海・南海連動型地震による津波被害など、従来の耐震基準

の想定を大きく超える災害の発生が懸念される。 

想定を超える大規模地震に対し、首都機能を維持していくためには、新たな

耐震基準の検討や策定を早期に進めるとともに、これと並行して、緊急的な予

防対策を先行的に実施する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国において、従来の基準の想定を超える地震に対応する耐震基準を早期

に検討、策定すること。 

（２）従来の耐震基準を超える災害に対する下水道施設の緊急的な予防対策を

実施するための検討、調査及び、整備事業（防水区画や防水壁等）につい

て交付対象とするように制度を拡充すること。 

（３）河川、港湾部局における高潮対策のノウハウを活用し、通信、防災基盤

の整備等、連携を強化する事業について交付対象とするよう制度を拡充す

ること。 

 

 

水再生センター等の防災性を強化する事業について交付対象を拡

大すること。 
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参  考 

 

【地盤が低い地域に位置する水再生センター】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【防水壁の整備（イメージ）】        【制御盤嵩上げ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防水壁の嵩上げ、設置 

増設

現状

制御盤の嵩上げ 

浸水に対する被害を軽減 
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７ 下水道の災害対策拠点（備蓄基地）整備 

  （提案要求先 国土交通省）      

（都所管局 下水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

東日本大震災では、想定を超える津波や液状化等により、下水道処理施設、

管きょ等が広域的に激しく損傷し、長期の機能停止により、住民生活や、経済

活動、環境に甚大な影響を及ぼしている。被災時の応急対応はこうした影響を

小限に抑えるうえで極めて重要であるが、今回の震災では、応急対応に必要

となる電力、資機材等の確保や被災情報の収集が困難な状況であった。 

都下水道では、２０か所の水再生センター、８６か所のポンプ所、16,000 ㎞

の管きょについて、耐震補強や、耐水化など様々な防災対策を行っているとこ

ろであるが、今回の震災のような危機に対応できるよう、応急復旧体制の充実

が急務となっている。 

一方、東日本大震災での下水道施設の復旧支援を通じて、被災地での燃料、

電力、資機材の確保に混乱を来す実態も明らかになったことから、今後、設備、

機材、燃料等の備蓄やこれらを機動的に運用するための訓練、センター機能を

もつ施設等の整備などが急務となっている。 

また、広域的な災害に対応するため、大都市を中心とした全国的な災害支援

体制の整備も急務となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）都下水道施設の災害緊急・応急対応のための設備および備蓄施設等（備

蓄基地）の整備や、応急対応を円滑に進めるための訓練設備、他都市との

連携を強化するための施設の整備について下水道事業として交付対象とす

る制度を創設すること。 

（２）移動式電源車による災害時の医療機関への電力支援など、緊急時の備蓄

施設の弾力的活用を可能とするよう制度を拡充すること。 

 

 

下水道施設の災害時の応急対応設備および備蓄施設等（備蓄基地）

の整備についての交付制度を創設すること。 
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参  考 

 

【備蓄基地（イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備備蓄倉庫 

水中ポンプ、移動式汚泥脱水車、移動式電源車などを保管 

移動式汚泥脱水車 

汚泥処理設備が被災した

時に使用 

水中ポンプ 

常設ポンプが

被害を受けた 

場合に使用 

移動式電源車 

災害時の電力不足に対応 

出力例 500kVA 

（写真の機種） 
処理量例 10ｍ3／ｈ 

（写真の機種） 

燃料備蓄タンク 

非常用発電機等に使用する燃料を備蓄 

災害支援 

センター 

災害訓練広場 

 

 
 

地下貯蔵タンク 

（イメージ） 
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８ 電力の確保の多様化など、リスク管理機能の増強 

  （提案要求先 国土交通省）      

（都所管局 下水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

東日本大震災では、原子力や火力発電所の被災により、計画停電による電力

不足の問題が発生した。長期の電力不足により水処理施設が停止した場合、現

状の非常用自家発電設備による非常運転では、長期の燃料の確保、運転に限度

があるため、都民生活及び公共用水域への影響の他、豪雨時の雨水ポンプ所の

運転に支障が出ることも危ぶまれる。 

このため、発電設備や燃料備蓄の増強や、NaS 電池等の蓄電設備など、これ

までの電力会社からの受電に限らない、代替電力の更なる整備が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

大規模災害発生など非常時の電力不足や電力ひっ迫時等の非常用発電機の

弾力的な運用を図れるようにすること。また、現在非常用発電に限定されてい

る発電設備、燃料備蓄設備や、NaS 電池など大規模な蓄電池、及び太陽光発電

設備などの代替電力の増強、整備事業について交付対象の採択要件を緩和する

こと。 

 

 

 

電力の多様化など、災害時のリスクの低減等につながる事業につ

いて、交付対象の採択要件を緩和すること。 
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参  考 

 

【非常用発電設備】 

長期間の停電時においてもポンプ運転等を行うため、非常用発電設備や

燃料タンクを増強する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【電力貯蔵設備】 

夜間電力等の活用により、燃料を要しない電力貯蔵設備（ＮａＳ電池等）

を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【太陽光発電設備】 

燃料を要せず、更に温室効果ガスの削減にも資する太陽光発電設備を整

備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 92 -



 

１３ 高規格堤防（スーパー堤防）の推進 

 

  （提案要求先 内閣府・国土交通省）      

（都 所 管 局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

昨年、政府の行政刷新会議は、事業仕分けで高規格堤防（スーパー堤防）事

業を一旦廃止と判定した。 

この判定を受け、高規格堤防を見直すこととして国が設けた「高規格堤防の

見直しに関する検討会」では、最終取りまとめとして「高規格堤防は人命を守

るということを最重視し、人口が集中した区域で、堤防が決壊すると甚大な人

的被害が発生する可能性が高い区間（ゼロメートル地帯や、密集した市街地で

浸水深の大きい地域を防護する区間など）に大幅に絞り込んで整備する。」と

の考え方が示された。 

直轄管理河川における高規格堤防事業は、首都圏を洪水から守るとともに、

まちづくりを進めていく上で重要な事業である。 

また、今回の東日本大震災では、堤防の沈下やクラック等の被害が多数発生

している。しかし、高規格堤防は、その構造的特徴から破堤しにくいだけでな

く、地震時の液状化等にも強いため、震災対策としても有効と言われている。 

東京は、河川の氾濫原に多くの人口・資産等が集積しており、満潮面より低

い土地に約１５０万人が暮らしているなど、水害から都民の命と暮らしを守る

ためには堤防の安全性向上は特に不可欠である。このため、都は高規格堤防事

業に多大な事業費を負担している。 

まちづくりにおいても、例えば、荒川の小松川地区では、東部低地帯の防災

拠点の一つとして、都の市街地再開発事業と共同で避難広場等の整備を進めて

きた。当地区では、１街区の高規格堤防工事を残すのみとなっており、早期完

成は不可欠となっている。 

また、江戸川右岸の北小岩一丁目東部地区では、高規格堤防事業の計画区域

を含めた土地区画整理事業において、安全・安心なまちづくりに向けた地盤の

嵩上げを行うこととしており、効率的に事業を推進することが強く求められて

いる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地震や豪雨による水害から都民を守るため、上下流の地域特性を踏まえ、

土地区画整理事業等と連携し、当初の計画のとおり高規格堤防事業を推進

すること。 

（２）現在実施中の地区については、地元への影響を鑑み、事業を中断するこ

となく、早期に完成させること。 

首都圏の洪水や地震に対する安全性を高め、まちづくりにも寄与

する高規格堤防（スーパー堤防）事業を着実に推進すること。 
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（３）高規格堤防事業の実施にあたっては、関係都県や共同事業者に十分な説

明責任を果たすとともに、コスト縮減に努めること。 

 

参  考 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  東京都 

直轄事業負担金 

（平成 22 年度） 

57.6 

(億円) 

うち  28.3 

高規格堤防事業費※ (億円) 

※高規格堤防事業費には、堤防強化対策費を含む  

高高規規格格堤堤防防（（ススーーパパーー堤堤防防））事事業業対対象象河河川川図図（（首首都都圏圏））   

東京都

神奈川県

埼玉県

千葉県

利根川

多摩川

江
戸
川

荒
川

高高規規格格堤堤防防（（ススーーパパーー堤堤防防））断断面面図図（（イイメメーージジ））  

東東京京都都のの直直轄轄事事業業負負担担金金全全体体にに占占めめるる   
高高規規格格堤堤防防（（ススーーパパーー堤堤防防））事事業業費費のの割割合合   

事業費割合

高規格堤防

49% 

※平成２３年度当初の直轄事業負担金は、小松川地区の事業

のみが対象となっており 4,100 万円 となっている。 

（200ｍ～300ｍ程度） 

- 94 -



１４ 大都市海岸の津波・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＞ 

津波や高潮から都市を守る東京の海岸保全施設の中には、老朽化が進行して

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が存在する。 

このため、首都東京の防災力の強化を進め、被災リスクを低減することが急

務であることから、「東京港海岸保全施設緊急整備計画」に基づき、老朽化対

策及び耐震対策を一層推進していく必要がある。 

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

して津波・高潮対策を推進している｡ 

河川事業では、平成２１年度より「地震・高潮対策河川事業」が創設され、

補助率が１／２となった。    

一方、市街地における海岸の高潮対策事業は、２／５の国費交付率とされて

おり、内地に比べても低い。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）津波や高潮によ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交付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）津波や高潮によ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交付金を河川における高

潮対策事業等と同様にするため、国費交付率の向上を図ること。
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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

河川事業における状況変化（交付率の向上）

「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～従前交付率

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

提案現行交付率

海岸事業

河川事業における状況変化（交付率の向上）

「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～従前交付率

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

提案現行交付率

海岸事業

東
京
港
の
津
波
・
高
潮
・
対
策 
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１ 建築物における液状化対策の推進 

（提案要求先 国土交通省） 
（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 
都は、本年７月、建築物液状化対策検討委員会を設置し、ボーリング調査などを

通じて、建物被害と地盤の特性との関係を把握するなど、木造住宅など建築物の液
状化対策について検討を進めている。 
また、国は、本年８月、液状化対策技術検討会議の検討成果を公表したが、液状

化判定法の高度化に向けて、更なるデータ収集・分析を進めることが必要であると
している。 
今後、都が液状化対策を推進していくためには、液状化が起こる可能性のある層

を的確に把握していく必要があり、液状化判定の精度を高めていくことが重要であ
ると考える。 
 

＜具体的要求内容＞ 
木造住宅など建築物を対象とした液状化判定法の精度を高めるための検討を早急

に行い、効果的な施策につながるよう速やかに取りまとめを行うこと。 

 

２ 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 都市整備局・総務局） 

 

＜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、これを踏まえ平成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。 
羽田空港では、今年３月に発生した東北地方太平洋沖地震による液状化の被害は

なかったが、震災時において、空港機能の確保に万全を期すためには、未耐震のＣ
滑走路など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役割を早急に発揮し、その後、民間

航空機の輸送能力を確保できるよう、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。 

１５ 液状化対策の推進 

木造住宅など建築物を対象とした液状化判定法の精度を高めるための

検討を早急に行うこと。 

首都直下地震などにより液状化現象が発生した場合、空港機能が損な

われないよう、羽田空港の液状化対策を推進すること。 
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Ｃ滑走路

参  考 

 

羽田空港滑走路の液状化対策について 
 

１ 液状化対策の状況 

Ｂ滑走路、Ｄ滑走路は、液状化対策を既に実施している。 

平行誘導路（Ａ滑走路西側）から連絡誘導路（南側及びＤ 

滑走路）までは、一部を残し、液状化対策を実施済である 

が、他の滑走路等は液状化対策が未実施である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

平行誘導路（Ａ滑走路西側）

Ａ滑走路

平行誘導路（Ｃ滑走路西側） 

連
絡
誘
導
路(

南
側)

Ｂ
滑
走
路 

液状化対策実施済 
 

      〃  未実施(滑走路) 

Ｄ滑走路

Ｃ滑走路
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１６ 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２３年度予算では、平成２２年度に引き続き、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。 

首都東京では、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

が集積しており、安全・安心を確保する治水対策への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）災害が発生した地域における災害対策の予算は別枠とし、災害を未然に

防止する予防対策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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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（１,300万人）

資産※の1/8（ 300兆円） が集中！

浸水面積は全国の0.1％※

しかし、被害額は3.3%※にのぼる

全国比３.３％を占める東京都の浸水被害

※近10年平均値
（H12～H21）

※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

※H22年度末時点

63

37

首都東京に暮らす

1,300万都民の命と

暮らしを守る総合的な

治水対策を推進！

東京の河川1kmあたりに住む人口は全国平均の約16倍

【地震対策】
堤防の地震対策

護岸
整備率

64％

堤防
地震対策

59％

0 5,000 10,000 15,000

全国平均

東京都

河川1kmあたりに住む人口※（人/km）

※東京（全国）の人口／東京（全国）の法定河川延長

14,568 人/km

全国平均の約16倍

東京の河川は守るべき人々が多く、投資効果が高い

887 人/km

参  考 

 

 

国土交通省平成 23 年度予算の動向について 

（国土交通省：予算概要 平成 23 年 1 月 20 日資料より） 

○平成 22 年度に引き続き、平成 23 年度も公共事業関係予算が縮減 

（単位：億円） 

項  目 23 年度 22 年度 対前年度比 

国土交通省予算（国費） 
<53,770> 

50,010 
55,847 0.96 倍 

  ※上段<  >書きは、対前年度との比較を容易にするため、内閣府計上の地

域自主戦略交付金に移行した額を加えた場合の計数。 

 

○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 23 年度 22 年度 対前年度比 

河川局関係予算（国費） 6,621 6,865 0.96 倍 

  ※この他に、社会資本整備総合交付金が含まれるが、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 
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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２２年度末時点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２２年度末時点での浸水対策整備率は約６２％、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に必要な財源を安定的・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 

・ 妙正寺川鷺の宮調節池 

（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交付対象事業の採択要件を同程度にまで緩和す

ること。 

（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

率引上げ及び交付対象事業の採択要件を緩和すること。 
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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 
（H22 年度末） 

護岸整備率 治水安全度達成率 

324.0 ㎞ 207.9 ㎞    64％     76％ 

※ 治水安全度達成率とは、護岸整備率に、調節池などの効果を加算したもの。 

＜平成 23 年 3 月末時点＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

平成元～１０
平均４．１回

平成１１～２０
平均６回
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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】 

0

20

40

60

80

100

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

整備率

整備率
 

【国費率と採択要件】 

【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) 

○現行国費率 

  １/２（管きょ） 
２/３  （流域処理場並）  

口径４５０mm以上 （一般市並） 

⇒

⇒
○現行採択要件   

  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：１時間 50mm の降雨に対応する施設の整備が完了した面積の割合
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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。 

今回の東日本大震災を踏まえると、南関東で発生すると言われている大規模

地震が発生した場合には、この東部低地帯においても、護岸の損壊等により、

甚大な地震水害が発生する恐れがある。 

また、東北地方太平洋沖地震（マグニチュード９．０）は、中央防災会議に

おいて想定されていた地震規模（マグニチュード８．６明治三陸地震等）を超

える規模であった。 

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い。このため、事業のスピードアップを図る必要

がある。 

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

務である。 

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

整備を早期に推進していく必要がある。 

さらに、今回の東日本大震災を契機に、これまでに設置した堤防等の施設に

ついても、耐震性能を照査する必要がある。 

 

＜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

進するために必要な財源を安定的・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都のスーパー堤防整備について、必要な

財源を確保すること。 

（４）これまでに整備した堤防等の施設の耐震性能の照査に必要な調査費を確

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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【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 

Ｂ 

整備率 

Ｂ/Ａ 

地震

対策 

堤防 165.5km 97.3km 59% 

水門・排水機場等 20 施設 18 施設 90% 

高潮対策 168.0km 155.7km 93% 

＜平成 23 年 3 月末時点＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.+2.1m

高潮の脅威に
さらされる高さ
A.P.+5.1m

東部低地帯には
約300万人が生活
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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、土砂災害の恐れがある箇所が約８，０００か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。 

今回の東日本大震災では、１１０件以上の土砂災害により尊い人命も奪われ

た。都内には３，７１８か所の土砂災害危険箇所が既に確認されており、この

うち５９２か所が区部に存在しているため、南関東で発生すると言われている

大規模地震が発生した場合には、人口が集積した東京都においても、甚大な土

砂災害の発生が予想される。 

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

ために必要な財源を安定的・継続的に確保し、東京に必要額を確実に配分

すること。 

（２）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。 

（３）避難所を保全する土砂災害対策は、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。また、避難所を区市町村が改築又は移転する場合の

財政措置を創設すること。 

（４）土砂災害特別警戒区域の住民に対し、市町村が財政支援を行えるよう、

固定資産評価基準の見直しや住宅の建替及び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。 

（５）土砂災害警戒区域における警戒避難体制を確立するために、市町村が整

備する情報伝達システムに対し、財政措置を講じること。 

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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【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 か所以上あると想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 指定率 

8,000 か所 
土砂災害警戒区域   2,691 か所 約 34％ 

土砂災害特別警戒区域 1,336 か所 約 17％ 

                    ＜平成 23 年 3 月末時点＞ 

【整備状況】 

区  分 
全体計画 

Ａ 

整備状況 

Ｂ 

整備率 

Ｂ／Ａ 

砂防事業 
堰堤 377基 144基 38％ 

流路 85.2㎞ 25.6㎞ 30％ 

地すべり対策事業 17地区 10地区 59％ 

急傾斜地崩壊対策事

業 
95地区 42地区 44％ 

＜平成 23 年 3 月末時点＞ 

 

【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に必要な財源を安定的・継続的に確保し、東

京への確実な配分と国費率の引上げを図ること。 

 

 

 

 

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。 

- 108 -



参  考 

 

【主な河川の緑化状況】 

＜平成 23 年 3 月末時点＞     

河 川 名 
計画延長 

Ａ 

緑化延長 

（H22年度末） 

Ｂ 

緑化率 

Ｂ／Ａ 

中川 9.4km 3.7km 39% 

呑川 7.3km 0.7km 10% 

大栗川 1.6km 0.3km 21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中川の堤防緑化 

整備前 整備後 

呑川の護岸緑化 

整備前 整備後

整備前 整備後（イメージ） 

大栗川の護岸緑化 

歩行者通行スペース

階段
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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、環境基本法に基づく環境基準を踏まえ、水質浄化の取組を

進めてきた。 

しかしながら、隅田川、新河岸川をはじめとする感潮河川では、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。 

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支援制度がなかった。 

良好な水質を維持し、都民が水辺に親しめるよう、河川と公有水面について

計画的なしゅんせつを推進していく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）計画的なしゅんせつについて必要な財源を安定的・継続的に確保し、東

京に必要額を確実に配分すること。 

（２）公有水面の水質浄化についても、基幹事業としての取組が推進できるよ

う、交付対象事業の採択要件を緩和すること。 

 

 

良好な水質を維持し、都民が水辺に親しめるようにするため、計

画的なしゅんせつについて必要な財源の確保及び制度拡充を図るこ

と。 
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【しゅんせつが必要な土量（汚泥）の堆積状況】 

 しゅんせつが必要な土量のうち、隅田川、新河岸川が 4 割以上を占めている。 

  

区  分 
しゅんせつ必要土量 

（千m３） 

しゅんせつ必要土量

に占める割合 

しゅんせつ必要土量（Ａ） 1,908 ― 

 

隅田川（Ｂ） 576 30％ 

新河岸川（Ｃ） 235 12％ 

その他の河川（Ｄ） 1,097 58％ 

※ 平均堆積厚さが 0.5m 以上で、かつ、水質悪化や悪臭発生のある区間に堆積した土量 

（汚泥）をしゅんせつ必要土量としている。 

 

 

【外濠における水質悪化状況】 

 弁慶濠以外の濠では、環境保全のための 低限の基準である BOD 10mg/l 以

下（河川）もしくは、COD 8mg/l 以下（湖沼）を満たしていない。 

また、同様に、弁慶濠以外の濠では、外濠の下流を流れる神田川の環境基準

を大きく上回っており、神田川や日本橋川の水質悪化の原因となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直近10ヵ年(H12-H21)

牛込濠 新見附濠 市ヶ谷濠 弁慶濠
環境基準
の 低値

神田川の
環境基準

BOD値 (mg/l) 8.1 8.5 11.5 3.9 10以下（E類型） 5以下（C類型）

COD値 (mg/l) 16.0 15.4 18.4 7.7 8以下（C類型） ―

CODの経年変化
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７ 流域貯留浸透事業の推進  

  （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＞ 

都は、河道などの治水施設の整備に加え、総合治水対策の一環として、流域

における雨水の流出を抑制するため、都の関連施設に加え、関係区市町村とも

協力して公共施設への貯留浸透施設の設置や透水性舗装の実施などを推進して

いる。 

しかし、社会資本整備総合交付金等の採択要件では、地方公共団体等が設置

する３００ｍ３以上の貯留浸透機能を持つ施設とされており、小規模な貯留浸

透機能を持つ施設については、財政支援の対象となっていない。 

また、特定都市河川浸水被害対策法の雨水浸透阻害行為の許可に基づき、 

１，０００ｍ2以上の道路整備等の公共事業も貯留浸透施設の設置が義務化され

ているが、設置に要する費用に対して、財政支援の対象となっていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）流域貯留浸透施設の整備について必要な財源を安定的・継続的に確保し、

東京への確実な配分と国費率の引上げを図ること。 

（２）１施設３００ｍ３未満の小規模な貯留浸透施設についても取組を推進で

きるよう、交付対象事業の採択要件を緩和すること。 

（３）特定都市河川浸水被害対策法の雨水浸透阻害行為の協議に基づく道路事

業等において必要となる貯留浸透施設について、支援措置を図ること。 

 

 

 

 

参  考 

 

【整備状況】 

区    分 整備状況 
（H22 年度末） 

流域貯留浸透施設（S58～） 79箇所 

                        ＜平成 23 年 3 月末時点＞ 

 

流域における雨水の流出を抑制するため、流域貯留浸透施設の整

備について必要な財源の確保、国費率の引上げ及び制度拡充を図る

こと。 
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８ 海岸保全事業の推進  

  （提案要求先 国土交通省）      

（都 所 管 局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

我が国は、台風、地震、津波などに対し、厳しい地理的・自然条件にあるこ

とから海岸災害が多発しており、今回の東日本大震災においても甚大な海岸災

害が発生した。また、海岸侵食も顕在化してきており、放置すれば貴重な国土

が失われることになり、その保全は極めて重要である。 

伊豆・小笠原諸島沿岸は、海岸背後の平坦な場所に人口・資産の多くが集中

している。また、島しょ地域沿岸は豊かな海洋自然環境が広がり、島の貴重な

観光資源となっている。 

このことから、自然環境へ配慮しつつ、台風、低気圧及び季節風等による波

浪・高潮等から人命・財産及び国土を保全するため、これまで以上に着実な海

岸保全事業の推進が求められている。 

また、これまでの都の津波対策は、東海地震、東南海・南海地震に対して実

施している。しかし、検討の際に用いた津波高やその被害が、今回の東北地方

太平洋沖地震を踏まえて再検証された場合には、施設規模や構造等の改修が早

期に必要となる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）海岸保全事業の推進するために必要な財源を安定的・継続的に確保し、

東京に必要額を確実に配分すること。 

（２）津波高やその被害の再検証により、これまでに整備した施設の改修が必

要となった場合には、それ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。 

 

伊豆諸島等における海岸保全事業について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 

 

【海岸施設の整備状況】 

全体計画 

Ａ 

整備状況 

Ｂ 

整備率 

Ｂ／Ａ 

43.2㎞ 18.0㎞ 42％ 

＜平成 23 年 3 月末時点＞     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

波浪状況（左）と波浪による被災状況（右）（三宅島・阿古海岸） 

海岸侵食による汀線（海岸線）の後退（大島） 
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１７ 魅力的な運河空間の創造に対する支援の拡大 

   

（提案要求先 総務省・環境省・国土交通省） 

（都 所 管 局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京港の運河においては、環境を改善する「汚泥しゅんせつ」の取組、水辺空

間の賑わい創出に寄与する「運河ルネサンス」の展開、海岸保全施設上部を利用

した遊歩道整備や植栽等により、魅力的な運河空間の創造に努めている。 

東京港の運河の背後地は、運河へのアクセスを考慮したまちづくり構想が多数

存在しており、これらの運河筋は海岸環境や利用にも配慮した質の高い海岸整備

を行うべき場所となっている。 

都市海岸高度化事業の採択基準は、いわゆる市街地海岸の基準に加え、「背後

の土地利用と海岸整備が有機的に連携できる場所であること」や「利便性の向上

を図り、海岸での市民利用を促進するため必要な施設を整備するもの」などとさ

れており、これらは東京港の運河筋の特性や整備のあり方に合致しているが、こ

れまでは事業費枠等により、必ずしも認められてこなかった。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）運河における良好な水辺環境の再生のため、汚泥しゅんせつ事業に対する

財源を確保すること。 

（２）さらなる魅力的な水辺空間の創造に向けて、質の高い海岸整備を行うべき

地区については、都市海岸高度化事業を拡大すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）運河の環境を改善していくため、汚泥しゅんせつ事業に必要な

財源を確保すること。 

（２）魅力的な運河空間の創造のため、都市海岸高度化事業を拡大す

ること。 
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１ 土地区画整理事業の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 
＜現状・課題＞ 

 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６５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、国費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。 

 今後も引き続き安定的・継続的に財源を確保することが事業を着実に進めて

いくために必要不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 土地区画整理事業は、安心で安全な社会の実現に大きく貢献することから、

東京の都市再生を図る上で重要な事業である。 

また、財源が削減された場合、早期の事業完成を望む地権者等に深刻な影響

を与えることから、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

を安定的・継続的に確保すること。 

 特に、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、江戸川区施行の北小岩一丁目東部地区、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、共同施行の渋谷駅街区地区などとともに、今後、施行が見込まれる

新規事業化地区に対する財源を確保すること。 

 

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23年度交付金対象地区数 

施行者 区部 多摩 計 

都 ９（ ５） ０ ９（ ５）

区市町 ８（ ６） ２２（１７） ３０（２３）

都市再生機構 ２（ １） ０ ２（ １）

組合 ５（ １） １１（ ０） １６（ １）

個人 ８（ １）   ０（ ０） ８（ １）

計 ３２（１４） ３３（１７） ６５（３１）

（平成23年10月1日現在）  

１８ 市街地の開発に係る諸事業の推進 

土地区画整理事業の推進に必要な財源を確保すること。 
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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３１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、国費の導入を前提

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。 

今後も引き続き安定的・継続的に財源を確保することが事業を着実に進

めていくために必要不可欠である。 

（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）住宅金融支援機構の住宅資金貸付事業のうち、まちづくり融資について

は、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月７

日、閣議決定）において、23年度末で事業廃止とされている。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。 

（４）環状第二号線新橋・虎ノ門地区など都心部で進められている事業の整備

効果をより高めていくためには、周辺地域において、隣り合った街区をま

とめるなど大街区化を進めることが必要である。 

 

 

（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。 

（４）大街区化の推進に必要な財源を確保すること。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）市街地再開発事業の財源が削減された場合、早期の事業完成を望む地権

者等に深刻な影響を与える。このため、都市の再生に資する事業（西新宿

周辺及び大崎駅周辺等）の推進に必要な財源を確保すること。 

また、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。 

（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。そ

のため、本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。 

（４）都心をはじめとする既成市街地において、街区再編や機能更新を計画的

に行い、都市再生を進めていくための、大街区化の推進に必要な財源を継

続的かつ安定的に確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 23 年度交付金対象地区数 

施行者 区部 多摩 計 

都 ４（ ３） ０（ ０） ４（ ３）

区市町 ０（ ０） ２（ ２） ２（ ２）

都市再生機構 １（ １） １（ １） ２（ ２）

組合 １９（１８） ２（ ２） ２１（２０）

個人 ２（ １） ０（ ０） ２（ １）

会社 ０（ ０） ０（ ０） ０（ ０）

計 ２６（２３） ５（ ５） ３１（２８）

（平成23年10月1日現在） 
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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１２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。 

住宅市街地総合整備事業を着実に進めていくためには、今後も引き続き財源

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

財政の負担が大きくなっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

住宅市街地総合整備事業（拠点開発型）の財源が削減された場合、早期の事

業完成を望む地権者等に深刻な影響を与える。安全で快適な住宅市街地の形成

を図るため、事業の推進に必要な財源を安定的・継続的に確保するとともに、

地区公共施設等整備の現行国費率３分の１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２分の１に

引き上げること。 

安全で快適な住宅市街地の形成を図るため、住宅市街地総合整備

事業（拠点開発型）の推進に必要な財源を確保するとともに、地区

公共施設等整備に係る国費率を引き上げること。 
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４ 道路整備と一体的に進める沿道まちづくりの推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・建設局）  

 

＜現状・課題＞ 

 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、 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

帯の形成が重要である。 

木造住宅密集地域等で実施している「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、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

地利用の高度化と延焼遮断帯形成による防災性、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。これに併せ沿道においても、共同化住宅

が完成するなど、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。 

一体開発誘発型街路事業の財源が削減された場合、早期の事業完成を望む地

権者等に深刻な影響を与える。今後も事業を着実に進めていくため、事業の推

進に必要な財源を引き続き安定的・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。事

業の円滑な推進のため、国費を重点的に配分するとともに、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）一体開発誘発型街路事業の推進に当たり、都市防災総合推進事業及び住

宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）と連携し重層的な展開を

図り、延焼遮断帯の形成を促進することが重要である。そのため、事業の

推進に必要な財源を安定的・継続的に確保すること。 

 

 

 

道路整備と一体的に進める沿道まちづくりの推進に必要な財源

を確保すること。 
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１９ 大都市圏における地籍調査の推進 

 

  （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 地籍調査の効果としては、公共事業・民間開発事業のコスト縮減、災害復旧

の迅速化、公共物管理の適正化などが挙げられる。 

 平成２２年度末の地籍調査の実施状況は、全体平均で４９％の進捗率である

が、都は２０％の進捗率で、全体平均から大きく遅れている。 

 都では、災害時の影響が大きいと想定されているＤＩＤ（人口集中地区）を

中心に、地籍調査に積極的に取り組むこととしている。 

 平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴い、災害復旧の

迅速化のため、地籍情報を整備することの重要性が改めて認識されており、地

籍調査の一層の推進のため、国の積極的な支援が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国が直轄事業で実施する平成２２年度に創設された都市部官民境界基本

調査は、特に区部において、財政的・人材的に有効な支援となり、地籍調

査の進捗率を上げるために効果的であるので、引き続き国において実施す

ること。 

（２）平成２３年度予算においては、初めて全国一律に予算要望額が減額され

たが、細街路や密集市街地など土地の権利関係が錯綜している都市部にお

いて、地籍調査は、都市再生などまちづくりの推進はもとより、災害時の

境界復元にも極めて有効であるので、国においては、区市町村の要望どお

りの適正な予算額を確保すること。 

（１）地籍調査を効果的に推進するため、引き続き都市部官民境界

基本調査を国の直轄事業で実施すること。 

（２）都市部における地籍調査の重要性に鑑み、区市町村からの要

望額を満たす適正な予算額を確保すること。 
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（提案要求先 内閣官房・国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・知事本局） 

 

＜現状・課題＞ 

 本年４月、都市再生特別措置法が改正され、新たに特定都市再生緊急整備地

域が創設された。この改正では民間都市開発事業に対する税制支援が深堀りさ

れるなど、民間活力による都市再生を推進する上で一定の評価ができるものと

なっている。 

 一方、特定都市再生緊急整備地域においては国、自治体、事業者からなる協

議会を設置し、整備計画を作成することができることとなっている。しかし、

都市再生事業には様々な手法があり、協議会を設置することが必ずしも効果的

であるとは限らない。このため、対象を明確にするとともに、当該地域の拠点

の形成を計画的・戦略的に進めている都の意向を十分尊重して効果的な制度の

運用を図る必要がある。 

 その上で都は、都市再生特別措置法の仕組みを活用し、国と連携しながら国

際競争力の強化及び都市防災の強化に資する都市づくりを進めていく必要があ

る。 

 現在、民間都市再生事業計画の認定を受けることにより、地区外転出者に対

する措置として、所得税・法人税の課税繰延、代替不動産を取得した場合の不

２０ 国際競争力に資するまちづくりの推進 

（１）特定都市再生緊急整備地域に係る協議会の運営及び整備計画

の作成に当たっては、都市再生特別地区の決定権者であり、当

該地域の拠点の形成を計画的・戦略的に進めている都の意向を

十分尊重して効果的な制度の運用を図り、東京の都市再生を一

層推進すること。 

（２）都市再生緊急整備地域内において、都市再生事業に対する税

制等支援の更なる拡充を行うとともに、整備計画の有無にかか

わらず都市基盤施設の整備に必要な財源を確保することによ

り、国際競争力と災害対応力を強化し首都東京の信用を高める

こと。 
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動産取得税の課税標準控除などの支援措置があるものの、さらに税制優遇措置

として拡充すべき課題がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

都市再生特別措置法の改正により、日本の国際競争力に資する東京の都市再

生がより一層推進されるよう、以下のとおり検討するとともに、財源を確保す

ること。また、都市再生緊急整備地域における都市再生事業を推進するため、

以下のとおり、施策を充実すること。 

（１）特定都市再生緊急整備地域において国も参画して設置される協議会の運

営や、整備計画の策定に当たっては、都市開発事業の進捗に影響を及ぼさ

ないようにするとともに、都市再生特別地区の決定権者であり、当該地域

の拠点の形成を計画的・戦略的に進めている都の意向を十分尊重して効果

的な制度の運用を図ること。 

（２）民間が行う都市再生事業が着実に推進されるよう、税制等財政面の更な

る支援拡充を行うこと。また、法改正後も第１７条の主旨が的確に引き継

がれるよう、緊急整備地域内の都市基盤の整備については整備計画の有無

にかかわらず必要な財源を確保すること。 

（３）都市再生事業として認定された事業において、権利者の生活再建対策の

ため、第二種市街地再開発事業と同様に、地区外転出者に対する租税の軽

減を行うことや、市街地再開発事業の保留床取得に対して、税制上の優遇

措置を行うこと。 

 

 

 

 

参 考 

 

〔都市再生特別措置法〕 

 第１７条（公共公益施設の整備） 

 国及び関係地方公共団体は、地域整備方針に即して、都市再生緊急整備地

域における都市開発事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備の

促進に努めるものとする。 
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２１ 東京における一体的な都市づくりの推進のた

めの仕組みづくり 
 

  （提案要求先 内閣府・国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

（１）用途地域等に関する権限移譲が予定されている多摩部におい

ても、引き続き、広域の見地から一体的な都市づくりの推進が

担保できるよう、都市計画法等において、実効ある仕組みを講

じること。 

（２）首都としての風格ある景観など、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、景観法等において、実効ある仕

組みを講じること。 
 
＜現状・課題＞ 

平成２２年に策定された地域主権戦略大綱を受け、平成２３年、通常国会で

成立した「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律」では、三大都市圏における用途地域等の都市計画

決定権限について、特別区を除く、全ての市町村へ移譲する方針が示されると

ともに、区市町村が景観行政団体となる際に必要とされる都との協議において、

同意を要しないこととする方針が示された。 

用途地域は、市街地の土地利用を定め、都市のあり方を方向付ける基本的な

都市計画である。東京は、区部と多摩部にわたり、歴史的にも市街地が連担し

ていることから、区部の決定権限が都に留保されたとしても、多摩部の権限が

移譲されれば、日本の心臓部・頭脳部の役割を担ってきた東京において、都が

今日まで取り組んできた、一体的な都市づくりの継続が困難となる。 

また、区市町村が景観行政団体となる際には、都がこれまで行ってきた、一

の行政区域を越える広域的な景観形成への取組を引き継ぐことを前提として、

都は協議・同意に応じてきており、その同意が不要となることによって、首都

にふさわしい風格ある景観や、複数の区市町村にまたがる河川、崖線などの特

色ある景観形成の担保が困難となるおそれがある。 

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、ひいては日本全体の国際競争力の維持・

向上に支障を来すことにもなりかねない。 
 
＜具体的要求内容＞ 

用途地域等に関する権限移譲が予定されている多摩部においても、引き続

き、広域の見地から、一体的な都市づくりの推進が担保できるよう、都市計画

法等において、実効ある仕組みを講じること。 

首都としての風格ある景観など、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、景観法等において、実効ある仕組みを講じること。
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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・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歩行者の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歩行者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

場合の取扱いや情報公開の仕組みが決まっておらず、情報基盤整備などにおける

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とともに、

位置特定技術をまちの活性化や観光振興に使用できる仕組みを創設するこ

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。 

 

２２ 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

改正を行うとともに、位置特定技術をまちの活性化や観光振興に

使用できる仕組みを創設すること。 

（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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２３ 特殊地下壕対策の充実 

 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

特殊地下壕対策事業については、これまでも時限措置事業を延伸して、事業を

継続してきたが、現在の事業は、平成２３年度までの時限措置となっており、平

成２２年６月の行政事業レビュー「中間とりまとめ」において、「抜本的改善：

特殊地下壕対策は事業の全体像と優先順位を明確化」とされた。 

しかし、平成２１年度の国の実態調査では、都内で前回調査（平成１７年度）

より新規発見された地下壕が１４箇所あり、さらに、いまだ存在が知られていな

い地下壕も存在すると推測される。 

前回調査より危険度の上昇した地下壕も３箇所あり、当時危険性が少ないと思

われた地下壕も経年変化により劣化し、それを起因とする陥没、崩落による災害

の発生も危惧されている。こうした状況から、平成２４年度についても、事業継

続及び十分な財源確保は必要不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）新規発見及び経年劣化する地下壕へ対応を行う必要があることから、引き

続き特殊地下壕対策事業の補助制度を継続するとともに、年度途中等に新た

に対策が必要となった箇所について、特殊地下壕対策事業に必要な財源を確

保すること。 

（２）安全性に対する監視体制の強化や、速やかな対策がとれるようにするため、

現在補助対象となっていない調査費についても補助対象とするとともに、地

方自治体の負担を軽減するため、補助率を引き上げること。 

 

（１）引き続き特殊地下壕対策事業の補助制度を継続し、必要な財源

を確保すること。 

（２）特殊地下壕対策事業の補助対象を拡充するとともに、補助率を

引き上げること。 
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参  考 

 

 

１ 特殊地下壕対策事業 

（１）事業内容 

戦時中に旧軍等が築造した防空壕等の特殊地下壕で、地方公共団体が行

う下記の事業に対する補助 

①市街地に現存する特殊地下壕で、陥没等が顕著となっており、建築物等

に対する危険度が増し、放置し難いものの全部又は一部の埋め戻し等を

行う事業 

②都市計画区域内の都市施設が被災し、その復旧に伴い特殊地下壕の防災

処理等が必要となったものについて、必要 小限度の工事を行う事業 

 

（２）上記（１）①については、平成２３年度までに採択されたものに限る。 

 

（３）補助率等 

・現行補助率 ２分の１ 

・特別交付税措置対象事業 

 

（４）国費の内示状況 

平成２０年度   ０百万円   ０地区 

平成２１年度  ３０百万円   ２地区 

平成２２年度   ０百万円   ０地区 

    平成２３年度  ３７百万円   １地区 

 

２ 東京都に存在する地下壕 

  １６１箇所 

  うち、危険又はその可能性があるもの ９箇所 

  （「特殊地下壕実態調査」（平成２１年度）による。） 
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２４ 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６３０隻の不法係留船がある。これまで、都内の

放置船舶について都は、暫定係留施設の整備と代執行等の強制措置により、プレ

ジャーボートを中心に縮減に一定の成果を上げてきたが、暫定係留施設及び代執

行には多大な費用がかかる。 

また、小型船舶操縦士免許取得者は増加傾向にあり、問題の抜本的な解決を図

るためには、船舶について保管場所を義務付ける法制度の創設が必要である。 

平成１９年６月「プレジャーボートの三水域連携による放置艇対策検討委員

会」の提言では、「特に放置艇対策が進捗している地域では係留・保管能力が十

分であると想定されるため、保管場所確保の法制化を早期に図るべき」としてい

る。 

このため、「自動車の保管場所の確保に関する法律」に相当するような制度を

創設する必要がある。本要望は平成５年以降、八都県市首脳会議（平成２２年か

ら九都県市首脳会議に改称）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級小型船舶操縦士（H15.6から）
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新規免許取得者が

放置をする前に

法制度の整備を！

新規免許取得者が

放置をする前に

法制度の整備を！

保管場所の義務付けの効果

小型艇の陸上保管の促進

保管業への民間参入の促進

河川管理者の施設整備の負担減

不法係留船の縮減とモラル向上

保管場所の義務付けの効果

小型艇の陸上保管の促進

保管業への民間参入の促進

河川管理者の施設整備の負担減

不法係留船の縮減とモラル向上

万人 

小型船舶操縦士免許取得者の推移 全国 

都内河川の不法係留船の推移 

隻
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２５ 大都市補正の適用地区拡大 

 

  （提案要求先 国土交通省）      

（都 所 管 局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

国土交通省では、不調・不落対策として共通仮設費及び現場管理費の間接工事

費率について、平成２１年度より３大都市（東京２３区、横浜市、川崎市、大阪

市、名古屋市の市街地）で行う鋼橋架設工事、舗装工事、電線共同溝工事、道路

維持工事を対象に大都市補正を導入している。 

平成２２年度には札幌市や仙台市、さいたま市など１８市が大都市補正の適用

地区となり、平成２３年度には更に相模原市も追加され、適用地区は順次拡大し

ている。 

都市計画区域内の多摩地区※１については、既に適用地区に指定された市※２と人

口密度を比較しても同等以上であることなどから、大都市補正の適用地区に指定

されるべき地区であると考える。 

 

※１ 都市計画区域内の多摩地区の人口密度 

  4,978 人/km2（２６市２町） 

※２ 既に適用地区に指定された市の人口密度 

さいたま市 5,574 人/km2、千葉市 3,511 人/km2、相模原市 2,166 人/km2など 

 

＜具体的要求内容＞ 

不調・不落対策として都市計画区域内の多摩地区（武蔵野市や三鷹市、町田市、

日の出町など２６市２町）についても、２３区と同様に大都市補正（共通仮設費、

現場管理費の上乗せ補正）の適用地区に指定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不調・不落対策として都市計画区域内の多摩地区についても、 

２３区と同様に大都市補正（共通仮設費、現場管理費の上乗せ補正）

の適用地区に指定すること。 
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平成22年度から適用地区 

東京都要望地区 

平成21年度の適用地区 

さいたま

23 区 千葉市

浦安市、市川市 

船橋市、習志野市

川崎市 

横浜市 

東京都要望地区 
< 都市計画区域内

の多摩地区 > 
 26 市 2 町 

平成23年度から適用地区 

奥多摩町 

桧原村 

山梨県 

静岡県 

相模原市 

この 1 町、1 村は 
都市計画区域の
指定なし 

参  考 

 

 

■ 関東圏における大都市補正の適用地区拡大状況と東京都要望地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

- 131 -



 

 

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・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 東日本大震災の発生を受けて、首都東京も防災都市実現のため、都市基盤施設

の用地取得を加速させることが喫緊の課題であるが、そのためには以下の解決が

必須である。 

 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。 

 したがって、公共事業に協力することで農業を継続していれば免除される相続

税に加え、利子税をも納税しなくてはならなくなる。また、地価高騰時に相続し

た場合には、相続税と利子税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、生産緑地については平成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って

いる。 

 また、代替農地を取得したときは引き続き納税猶予の適用を受けられるが、東

京においては適当な農地が少ないことから、代替農地の取得は難しく納税猶予を

継続できる可能性は極めて低い。 

 

＜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

して譲渡した場合、納税の義務を猶予されていた相続税を納付することは当然で

ある。しかしながら、公共事業用地としての譲渡は、農業相続人の都合に起因す

るものではないことから、農業を継続しないことに対して課せられる利子税は免

除すること。 

 

 

 

２６ 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
★

【猶予された相続税は相続人が死亡するまで免除されない】

【しかも猶予期間が長くなれば利子税の負担が大きくなる】

⇒　相続税の納付
⇒　猶予期間が長くなれば利子税の負担が大きくなる

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

改正後：公共事業協力による軽減措置（利子税全額）

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

（提案要求先 国土交通省） 

           （都 所 管 局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 東日本大震災の発生を受けて、首都東京も防災都市実現のため、都市基盤施設

の用地取得を加速させることが喫緊の課題であるが、そのためには以下の解決が

必須である。 

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等の介護保険条例で定める介護保険料は軽減

措置が無く、譲渡所得に伴いこの保険料の負担増が生じている。 

 ６５歳以上の加入者（第１号被保険者）の介護保険料は、被保険者の合計所得

金額に応じてその納付金額が定められている。そのため、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には、合計所得金額の増加によっ

て保険料負担額が上昇することがある。 

 

＜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

（平成21年4月1日時点）

1.21

0.87

第 ５ 段 階
本人が区民税課税者で本人の合計所得金額が
１２５万円未満の方

56,760 1.08

52,560

本人が区民税課税者で本人の合計所得金額が
１２５万円以上２００万円未満の方

63,480

基 準 額 に

2.00

1.80

1.49

1.45

1.00

0.75

0.61

0.49

対 す る 比率

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

段  階 対　　　　象　　　　者 年額保険料

第 １ 段 階

32,040

本人および世帯全員が区民税非課税の方 39,360

本人が区民税非課税の方（世帯に区民税課税
者がいる場合）で本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が８０万円以下の方

45,720

第 ２ 段 階

第 ３ 段 階

第 ４ 段 階

本人が区民税課税者で本人の合計所得金
額が８００万円以上の方

本人が区民税課税者で本人の合計所得金額が
６００万円以上８００万円未満の方

本人が区民税非課税（世帯に区民税課税者が
いる場合）の方

特 例
第 ４ 段 階

第 ６ 段 階

本人が区民税課税者で本人の合計所得金額が
２００万円以上４００万円未満の方

本人および世帯全員が区民税非課税で、本人
の課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０
万円以下の方

105,120

第 ７ 段 階

第 ８ 段 階

第 ９ 段 階

第１０段階

本人が区民税課税者で本人の合計所得金
額が４００万円以上６００万円未満の方

78,240

94,560

76,200

(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・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 東日本大震災の発生を受けて、首都東京も防災都市実現のため、都市基盤施設

の用地取得を加速させることが喫緊の課題であるが、そのためには以下の解決が

必須である。 

 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 

 

 

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 

 

 

〔 現  行 〕 

 

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・法務省）      

（都 所 管 局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 東日本大震災の発生を受けて、首都東京も防災都市実現のため、都市基盤施設

の用地取得を加速させることが喫緊の課題であるが、そのためには以下の解決が

必須である。 

 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、分離処分をすることができない。そのため公共用地取得に際しては、区分所

有者等の４分の３以上の特別多数決議により、分離処分を可能としたうえで用地

取得を行っている。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、敷地利用権者全員による共同申請が必要となる。したがって、共有者全員

と同時に土地売買契約を締結しなくてはならず、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＞ 

多数の事業協力者の意向を反映するとともに、少数の反対者のために用地取得

が困難化することをさけるため、特別多数の合意によって土地の分筆が可能とな

るよう、マンションの区分所有等に関する法律及びその他関係法令を改正するこ

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 23 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１５２棟 

区部：約１１３棟 

多摩：約 ３９棟 

 

 

<<主な路線・箇所のマンション敷地件数>> 

                       棟 数  戸 数 

①石神井川（蛍～扇）        ９棟  ４９０戸 

②放射 19 号線                ７棟  ３４１戸 

③補助 11 号線               １１棟  ４１７戸 

④補助 26 号線（平塚橋）       ４棟  １７４戸 

⑤補助 94 号線（根津）         ４棟 約２３８戸 

⑥環状第５号の１（戸山）       ３棟  １４１戸 

⑦放射 25 号線（若松町）      １１棟 約４１０戸 

⑧都道 233 号線           ２棟  ２０９戸 

⑨主要地方道 17 号線（栄町三丁目）  ２棟 約２２０戸 

      ※⑤、⑦、⑨は未調査部分があるため戸数は概数。 

 

- 139 -



 

 

２７ 公共事業と農地保全を両立するための制度改

正 

 

(提案要求先 財務省・国土交通省・農林水産省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

農地は、新鮮で安全な農産物を供給する場であるとともに、特に東京都にお

いては潤いのある景観や良好な住環境の形成にも資する貴重なオープンスペー

スとなっている。 

しかしながら、農業者の相続等を契機として、農地は年々減少傾向にあり、

また、営農継続を希望する農業者であっても、公共事業に協力する場合に、代

替農地を取得できないため、現行制度の下では、公共事業の実施と農地保全の

両立を図ることが困難な現状にある。 

具体的には、農業相続人が農地を公共事業用地として譲渡した場合、相続税

等納税猶予措置を継続して受けられるのは、１年以内に代替資産を取得した場

合に限定されている（譲渡所得の課税特例に係る代替資産の取得期限は２年以

内）。 

しかし、農地そのものが少ないことに加え、農地を手放すケースは相続の発

生などに限られていることから、期限内の取得は極めて困難である。 

また、農地法については、代替地を目的とした農地の取得、保有は認められ

ていないため、関係自治体等はあらかじめ代替農地を確保しておくことができ

ない。 

さらに、生産緑地法では、買取り申出のあった生産緑地について、地方公共

団体等以外の公共事業施行者や農業者は、買取りの相手方になることができな

いため、代替農地として確実に取得することができない。 

この結果、営農意欲が高い農業者であっても、代替農地の取得を断念し、離

農するなど、公共事業の施行に伴い、農地の減少を招いている。また、農業者

が代替農地の取得を強く希望する場合は、制度上要望に応えることができない

ため、事業に対する協力を得ることが困難となっている。 

（１）農地を公共事業用地として譲渡し、代替農地を取得する場合

において、相続税等納税猶予の特例適用農地の買換え及び収用

等に伴う譲渡所得の課税特例に係る代替資産取得の期限を延長

すること。 

（２）農業者が公共事業に協力した場合、代替農地を確実に取得で

きるよう、必要な制度の見直しを行うこと。 
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このため、公共事業の施行と確実な農地保全を両立できるよう、相続税等の

税制度や農地に関する諸制度の改善が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）農業者が農地を公共事業用地として譲渡し、代替農地を取得する場合に

おいて、相続税等納税猶予の特例適用農地の買換え及び収用等に伴う譲渡

所得の課税特例に係る代替資産取得の期限を、当該事業が完了するまでに

延長すること。 

（２）公共事業に協力した農業者が代替農地を確実に取得できるよう、関係自

治体等があらかじめ代替農地を確保することを可能にするなど、農地の権

利移動の制限や生産緑地の買取りの仕組み等、農地に関する諸制度につい

て必要な見直しを行うこと。 
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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＞ 

我が国経済を成長軌道に戻し、国際競争力を高めるため、また、災害時において

日本の東西交通分断を避け、首都の中枢機能を守るためには、首都圏の陸・海・空

の交通・物流ネットワークの強化が喫緊の課題である。高速道路ネットワークの

要である外環の整備については、昨年１０月に国際化した羽田空港や、国際コン

テナ戦略港湾に選定された京浜港の機能強化に遅れることなく、より一層、事業

を加速し、一日も早く完成させなければならない。 

 外環（関越道～東名高速）については、平成２１年５月に事業化されたが、整

備手法や事業主体は、未だ定まっていない。平成２２年度は、生活再建のための

用地買収など直轄予算約８８億円が組まれ、平成２３年度には、１２５億円の直

轄予算が措置されたところである。しかし、地元では、早期の用地買い取りを求

める声が増えるとともに、今回の大震災で、交通・物流ネットワークの重要性が

明らかになったことから、外環の早期整備への期待と必要性は、より一層高まっ

ている。 

こうした外環の重要性、必要性や事業を取り巻く状況に鑑み、外環を一日も早

く完成させるべく、整備手法や事業主体を早期に決定し、事業を加速させる必要

２８ 外かく環状道路の早期完成 

（１）外環を一日も早く完成させるべく、整備手法や事業主体を

早期に定め、事業を加速させること。 

（２）用地補償及び工事に必要な予算を十分に確保し、計画的な用地

取得を推進するとともに、今年度に実施する準備工事に引き続き、

速やかに本体工事に着手すること。 

（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、

ジャンクションやインターチェンジ周辺等におけるまちづくり

などについて、都や沿線区市と協力し促進させること。 

（４）東名ジャンクション以南の早期具体化に向けて、国と都による

検討の場の設置や、必要な調査を実施すること。 
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がある。なおかつ、用地取得や工事などに必要な事業費を十分に確保し、計画的

な用地取得を推進するとともに、速やかに本体工事に着手すべきである。 

また、事業を進めるに当たっては、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）外環（関越道～東名高速）については、平成２１年度には、予算の一部が

執行停止となり、また、平成２２年度には、４月に整備手法の見直しが発表

されたものの、１２月に関連法案の廃案により見送りとなるなどの紆余曲折

を経ている。先の大震災でも改めて明らかとなったとおり、高速道路による

交通・物流ネットワークの強化は喫緊の課題である。 

とりわけ、高速道路ネットワークの要である外環の整備については、我が

国経済を成長軌道に戻し、国際競争力を高めるため、また、災害時において日

本の東西交通分断を避け、首都の中枢機能を守るために、より一層、事業を

加速し、一日も早く完成させなければならないことから、整備手法や事業主

体を早急に決定すること。 

（２）今回の大震災では、東京の被災は軽微であり、首都圏そして国土の東西か

らの人材や物資は、都心の高速道路網を利用して、東北を中心とした被災地

へ供給することができた。懸念される首都直下型地震や東海地震により、東

京そのものがダメージを受けた場合、外環が未整備の現状では、全国から東

京へ、全国から首都圏を経由した被災地への人材・物資等の供給が途絶する

可能性が高い。日本の東西交通の分断を避け、京浜港との連携を図るなど、

首都の中枢機能を守るためには、高速道路ネットワークの要である外環の整

備は喫緊の課題であり、一日も早く完成させなければならない。このために、

用地補償及び工事に必要な予算を十分に確保し、計画的な用地取得を推進す

るとともに、今年度に実施する準備工事に引き続き、速やかに本体工事に着

手すること。 

（３）地域住民の意見や要望に対する「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、ジャンクションやインターチェンジ周辺等のまちづく

りについて、都や沿線区市と協力し促進させること。特に３区市に跨る中央

ジャンクション周辺のまちづくりについては、国が主導し、都や沿線区市と

協力しまちづくりを促進させること。更にアクセス道路整備についても積極

的に支援を行うこと。 

（４）外環の環状道路機能を発揮させるため、東名ジャンクション以南（東名高

速～湾岸道路間）の早期具体化に向けて、「対応の方針」で示した国と都に

よる検討の場の設置や、計画の検討に必要な調査等を実施すること。 
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２９ 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、

更には、地震による被災時の緊急輸送、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、早期に事業化を図ること。 

（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、防災機能向上等、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。 

- 144 -



参  考 

 

（１）首都圏三環状道路の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計・用地取得

久喜白岡 JCT

平成 23年 

５月 29日開通

高尾山 IC 

平成25年度開通予定

・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備

目 標： 平成 27 年度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 

（H23.8 月末現在）

23年8月末 ２５年度末
中央環状線 ８４％ １００％

外環 ３２％ ３２％
圏央道 ４６％ 78％
合計 ４７％ ７０％

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
ふ く そ う

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。 

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。 

平成２４年から導入される予定の首都高速道路の新料金制度については、料金

圏を撤廃し上限を抑えた対距離料金制となっており、さらに、これまで都が要望

してきた中央環状線迂回利用割引等が措置されるなど、一定の評価ができるもの

である。これは、利用しやすい料金体系の構築への第一歩だと認識しており、多

摩地域から都心に向かう場合など、事業者が異なることによる割高感の解消も含

め、引き続き検討するべきである。 

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・ＥＶ

車等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）将来的に外環など三環状道路の完成を見据えて、圏央道エリアにおける料

金体系の一元化を目指すこと。そのため、国と地方の検討会を着実に開催し、

首都圏の利用しやすい新たな料金体系について検討を進め、その実現に向

け、責任をもって取り組むこと。 

（３）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：路線ごと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

- 147 -



 

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するとともに、被災時における緊急車

両や物資輸送車両の通行機能を強化する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２３年度予算においても、道路関係予算が大幅に削減された

平成２２年度と同規模となっており、骨格幹線道路である国道の整備に支障を来

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２

０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。 

 

３０ 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＞ 

東京港の国際競争力を強化し、首都圏の生活と産業を支えるとともに、震災

時における迅速な緊急物資輸送や被災者避難が行えるよう、ふ頭と背後地とを

結ぶ道路ネットワークの充実・強化を図ることが不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

中央防波堤地区の新たなふ頭開発に伴う交通需要に対応するとともに、震災

時に海上輸送基地となる耐震強化岸壁と内陸部とを結ぶアクセス道路を充実

・強化するため、臨港道路南北線の早期事業化を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京港の国際競争力及び地震災害に対する危機管理機能の強化

に向け、臨港道路南北線の早期事業化を図ること。 
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１ 道路・橋梁整備の推進  

 （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＞ 

首都東京は、日本の全人口の約１割にあたる１,３００万人が生活し、総生産

額が全国の約２割にあたる９２．３兆円にのぼるなど、人やもの、企業が集積し、

日本経済の中枢を担っている。しかし、都市計画道路の整備率は、約５９％と未

だ道半ばであり、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。 

一方、今回の東日本大震災では、改めて物流の重要性、道路ネットワークの重

要性が明らかになった。 

 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・防災性の向上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、我が国の経済を活性化させ、国際競争力を強化すると

ともに、今回の東日本大震災の被害状況を踏まえ、災害から首都の中枢機能を守

るためにも必要不可欠である。このため、地方自治体の道路整備の重要な財源と

なっている「社会資本整備総合交付金」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。 

また、平成２３年度より創設された地域自主戦略交付金についても、首都東京

の役割を踏まえ、制度の内容を十分に検討し、真に必要な事業に対する財源を安

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・環状道路整備 

 環状２号線、環状３号線、環状５の１号線、放射７号線、 

放射３５・３６号線など 

②多摩の南北・東西道路整備 

   調布保谷線、府中所沢・鎌倉街道線、東京八王子線など 

３１ 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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  ③交通の円滑化や耐荷力向上を図る橋梁整備 

松枝橋、若潮橋など 

 

参  考 

 

 

（１）東京の道路交通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）東京の主な道路事業 
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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＞ 

 無電柱化事業は、災害時に電柱の倒壊による道路閉塞を防ぐとともに電線類

の被災を軽減するなど、都市防災機能の強化に寄与する。 

 あわせて、安全で快適な歩行空間の確保や良好な都市景観の創出を図る上で

も重要な事業である。 

 都は「『１０年後の東京』への実行プログラム２０１１」及び「東京都無電

柱化推進計画（平成２１～２５年度）」に基づき、センター・コア・エリア内

のほか、震災対策上、重要な位置づけにある緊急輸送道路や主要駅周辺で重点

的に無電柱化を進めている。 

その結果、都道の地中化率は約３０％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）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。 

都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市

景観の創出を図るために、無電柱化の実施に必要な財源を確保する

こと。 
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参  考 

 

１ 都道における整備状況 

 

【無電柱化の整備状況】          （平成 23 年 4 月 1 日現在） 

 整備対象延長 整備延長 地中化率 

区部 1,288 km 576 km 45 ％ 

 
うちセンター・コア・エ

リア 
  581 km 387 km 67 ％ 

多摩 1,040 km 123 km 12 ％ 

計 2,328 km 699 km 30 ％ 

 

 

２ 平成２３年度 都の予算（当初） 

                          （単位：百万円） 

区    分 事業費 うち国費対象事業費（国費）

無電柱化整備事業  15,028 4,952（2,724） 

 

３ 都への当初内示額 

                        （単位：百万円） 

区  分 平成 21 年度 平成 22 年度 

無電柱化整備事業 

（国費） 
3,663（1,873） 3,680（1,929） 

 

 

【整備事例】日野市高幡（川崎街道） 

  

（整備前）             （整備後）
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３ 街路樹の充実  

 （提案要求先 国土交通省）      

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 豊かな緑は、風格ある都市景観の形成やヒートアイランド現象の緩和など、都

市環境の改善に寄与する。 

 大気浄化や二酸化炭素の削減、都市景観の向上に資する街路樹について、平成

２７年度までに１００万本に倍増し、連続する豊かな道路の緑を創出する必要が

ある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）街路樹の充実を図るため、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） 

 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 

事業費 ３１６ ２１２ 

うち国費対象事業費 

（国費） 

２６ 

（14.3） 

２５ 

（13.8） 

  平成 24 年度の国費対象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 

     

 

【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２３年４月１日現在） 

 

（１）策定済み 

 自治体名 

 １都 東京都 

１０区 北区、葛飾区、品川区、大田区、江東区、墨田区、中央区、

板橋区、千代田区、江戸川区 

 ２市 町田市、国分寺市 

 

（２）平成２３年度策定予定 

 自治体名 

９区 港区、新宿区、文京区、渋谷区、杉並区、豊島区、荒川区、

練馬区、足立区 

４市 八王子市、立川市、武蔵野市、多摩市 

 １町 奥多摩町 

 １村 神津島村 

 

 

２ 平成２３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 3,675 251(138) 

                                           補助率 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） 
47 47(26) 

                                           補助率 0.55 

 

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＞ 

 東日本大震災においては、津波による橋梁の流出が見られたものの、地震の

揺れによる落橋はほとんど無く、緊急活動を支える交通機能が早期に確保でき

た。 

改めて、震災時に迅速かつ円滑に応急・避難活動を行うための道路ネットワ

ークの重要性が明らかになった。 

東京都では、阪神淡路大震災の教訓を踏まえ、平成８年に「東京都緊急輸送

道路ネットワーク計画」を定め、震災対策上重要な位置づけにある橋梁の耐震

化に取り組んできた。 

今後とも、震災時の応急活動や円滑な避難活動を確保するため、橋梁の耐震

化を積極的に推進していく。 

 

＜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２３年４月１日現在） 

区  分 計画箇所 実施箇所 整備率 

橋梁の耐震性向上 

 413 橋 273 橋 66％ 

都  道 401 橋 267 橋 67％ 

臨港道路

等 
 12 橋   6 橋 50％ 

 

２ 平成２３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） 

橋梁の耐震性向上 

 1,640   328(  173) 

都  道 1,486   218(  118) 

臨港道路

等 
154 110(   55) 

 橋梁の耐震補強事業に対する補助率 0.50 又は 0.55 

 

３ 都への当初内示額 

（単位：百万円） 

区  分 平成 21 年度 平成 22 年度 

橋梁の耐震性向上 

（国費） 

 1,101（ 591） 936(  493)

都  道 870（ 475) 502(  276)

臨港道路 231（ 116） 434( 217)

 

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。 

【落橋防止装置】 

・ 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装置を整備する。 

[ 補 強 前 ] 

落橋防止装置 

 橋脚補強

[ 補 強 後 ] 
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６ 道路災害防除事業 

  （提案要求先 国土交通省）      

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 多摩地域や島しょ部の山岳道路では、台風や集中豪雨により落石や崩落等の

土砂災害が発生している。また、今回の東日本大震災においても、道路斜面の

崩落等の土砂災害が報告されている。 

このため、災害の発生に伴う、物的、人的被害や、通行止めによる経済的損

失、日常生活に及ぼす影響を未然に防ぐため、道路斜面の崩落や落石等による

土砂災害を未然に防止する必要がある。 

 また、斜面の安全対策として、斜面にモルタルを吹き付ける等の対策を行っ

てきたが、これらのうち、経年劣化が進行して対策を要するものについては、

安全対策が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）道路斜面の補強や落石防護対策等の道路災害防除に必要な財源を確保す

ること。 

（２）既対策斜面の補修、補強対策を行うために必要な財源を確保すること。 

 

土砂災害を未然に防ぐことにより、道路の安全性を向上させる道

路災害防除に必要な財源を確保すること。 
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参  考 

 

（１）道路災害防除事業 

１ 実施状況 

（平成 23 年 4 月 1 日現在） 

区  分 計画箇所 実施箇所 達成率 

道路災害防除事業 408 179 44％ 

   

２ 平成２３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） 

道路災害防除事業 3,430 832(453) 

  道路災害防除事業に対する補助率 0.50 又は 0.55（小笠原 0.6） 

 

３ 都への当初内示額 

（単位：百万円） 

区  分 平成 21 年度 平成 22 年度 

道路災害防除事業 

（国費） 

762 

(412) 

638 

(344) 

 

【対策事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）既対策斜面における補修・補強対策事業 

 

・ モルタル吹付等、経年劣化した既対策

斜面が崩壊する事例が発生 

 

 

・ 早期に法枠設置やモルタル吹付け等

の補修、補強対策が必要 

落石防護柵工 法枠工 

モルタル吹付崩壊事例 

- 161 -



７ 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６１％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、段差の解消や勾配の改善などを

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 

 

 

 

 

 

 

２ 平成２３年度 都の予算（当初） 

                          （単位：百万円） 

区    分 事業費 うち国費対象事業費（国費）

歩道整備事業等    7,278 1,329( 731) 

 

３ 都への当初内示額 

（単位：百万円） 

区  分 平成 21 年度 平成 22 年度 

歩道整備事業等 

（国費） 
1,969（1,025） 2,083（1,146） 

 

 

【整備事例】青梅市友田町（国道 411 号） 

   

 

歩道の整備状況 （平成23年4月1日現在）

うち幅員２ｍ以上

793㎞ 723㎞ 106㎞

88.2% 80.4% 11.8%

685㎞ 427㎞ 300㎞

69.5% 43.4% 30.5%

1,478㎞ 1,150㎞ 406㎞

78.5% 61.0% 21.5%

整備済延長 未整備延長

899㎞区　　部

多摩地域

計

整備対象
道路延長

985㎞

1,884㎞

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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８ 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次交差点すいすいプラン」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 23 年 4 月 1 日現在） 

区    分 計画箇所数 
完成箇所数 

（一部完成含む） 

第２次交差点すいすいプラン 
 

１００ ３６ 

 

２ 平成２３年度 都の予算（当初）          （単位：百万円） 

区    分 事業費 うち国費対象事業費（国費） 

交差点改良事業 5,507 1,374（756） 

 

３ 都への当初内示額 

（単位：百万円） 

区  分 平成 21 年度 平成 22 年度 

交差点改良事業 

（国費） 
1,930 (1,037) 1,194 (657) 
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９ 観光施策に資する道路の景観整備 

  （提案要求先 国土交通省）      

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 江戸期に培われた歴史的観光資源や、高度に発展した躍動的な国際都市に残

る豊かな自然など、東京に訪れる人が多様な魅力を感じられるような風格ある

観光都市への取組が進んでいるが、そうした拠点を結ぶ道路の景観整備は約五

割にとどまり、それにふさわしい国際観光都市と呼ぶには不十分である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 皇居周辺や六本木、浅草などの国際観光都市東京の核となる地域において、

地域特性を反映し、美しくうるおいのある良好な都市景観を創出する道路整備

を推進するため、道路の景観整備に必要な財源を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光施策に資する道路の景観整備に必要な財源を確保すること。 
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参  考 

 

１ 観光施策に資する道路の景観整備事業の整備状況 

 

（平成２３年４月１日現在） 

区 分 計画施設延長 完成施設延長 整備率 
観光施策に資する 

道路の景観整備事業 
７６．７㎞ ３５．９㎞ ４７％ 

 

 

２ 平成２３年度 都の予算（当初） 

                         （単位：百万円） 

区   分 事業費 うち国費対象事業費（国費） 

道路の景観整備事業 ３８０ １４０（７７） 

 

 

３ 都への当初内示額 

                         （単位：百万円） 

区   分 平成２１年度 平成２２年度 

道路の景観整備事業 

（国費） 
― ９０（４９．５） 

 

 

 

【整備実施例】 

 

   

 

 

 

 

 

 

中央区銀座（外堀通り） 渋谷区神宮前（表参道） 
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１０ 踏切内の歩道整備 

  （提案要求先 国土交通省）      

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

道路と平面交差する踏切については、道路交通及び列車運行の安全性の向上

を図るため、これまでにも立体交差や構造改良等に努めてきたが、依然として

交通安全上危険となっている狭小踏切道が数多く存在している。 

立体交差計画及び構造改良計画のない箇所について、歩行者の安全性の確保

を図るため、踏切道内に歩道の新設・拡幅を行う必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

踏切内における歩行者の安全性の確保を目指した歩道の整備を推進するため、

踏切内の歩道整備の実施に必要な財源を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路と平面交差する踏切で歩行者の安全を確保するため、踏切内

の歩道整備に必要な財源を確保すること。 
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参  考 

 

１ 踏切内の歩道整備状況 

 

（平成２３年４月１日現在） 

区    分 計画箇所数 完成箇所数 整備率 

 

踏切内の歩道整備 ２４ 

 

 ２２ 

 

９２％ 

 

２ 平成２３年度 都の予算（当初） 

                            （単位：百万円） 

区    分 事業費 うち国費対象事業費（国費）

踏切内の歩道整備    ５ ０（ ０） 

 

３ 都への当初内示額 

（単位：百万円） 

区  分 平成 21 年度 平成 22 年度 

踏切内の歩道整備 

（国費） 
５０（２８） １２０（６６） 

 

 

【整備事例】福生市（ＪＲ青梅線中新道踏切） 

 

   

歩道整備前 歩道整備後 
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１１ 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＞ 

東京港の国際競争力を強化し、首都圏の生活と産業を支えるとともに、震災時

における迅速な緊急物資輸送や被災者避難が行えるよう、ふ頭と背後地とを結ぶ

道路ネットワークの充実・強化を図ることが不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

中央防波堤地区の新たなふ頭開発に伴う交通需要に対応するとともに、震災時

に海上輸送基地となる耐震強化岸壁と内陸部とを結ぶアクセス道路を充実・強化

するため、臨港道路南北線の早期事業化と合わせ、臨港道路南北線に接続する有

明ふ頭連絡線及び中防内５号線の道路改良、並びに中防外５号線及び中防外３号

線の道路整備について事業採択し、必要な財源を確保すること。 

 

 

＜現状・課題＞ 

東京臨海部における脆弱な道路ネットワークを強化するためには、東京港臨海

道路Ⅱ期事業及び新木場・若洲線の整備に加え、新木場交差点を早期に立体化す

ることが不可欠である。 

 

＜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期事業及びその延伸部である新木場・若洲線が平成２３年度に完了すること

を踏まえ、新木場・若洲線と国道３５７号との交差点部がボトルネックとならな

いよう、新木場交差点の早期立体化に向けてより一層の事業推進を図ること。 

 

 

 

 

 

 

（１）東京港の国際競争力及び地震災害に対する危機管理機能の強化

に向け、臨港道路南北線に接続する道路について事業採択し、整

備に必要な財源を確保すること。 

（２）新木場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１，１３０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、小田急小田原線、京浜急行本線・空港線、ＪＲ南武線などの７路

線８箇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箇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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３２ 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 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【京浜急行本線・空港線（京急蒲田駅付近）の高架化による効果】   

780ｍ 

約６割 

減  少
340ｍ 

高架化前 

上り線 
高架化後 
(H22.5) 

環状第８号線で唯一残っていた踏切を除

却し、踏切による交通渋滞が解消   

（平成２２年９月）

上り線の全線高架化により、第一京浜で

の踏切による交通渋滞が約６割減少   

（平成２２年５月）

高架化前 710ｍ 

  高架化後 
  (H22.9) 

解 消 

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

H23.4現在

渋谷

東京

品川

上野

鉄道立体化の検討対象区間

- 172 -



３３ 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１，１３０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財源の確保など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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（提案要求先 財務省・国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・知事本局・財務局・交通局） 

 
＜現状・課題＞ 

１９４１年、当時の鉄道省の指導の下、帝都高速度交通営団（営団）が設立され、

東京の地下鉄建設が行われてきたが、高度成長期に急激な人口増加を迎えた東京都は、

インフラ整備を急ぐため、１９５８年、営団から１号線(浅草線)の免許・許可の譲渡

を受け、建設を開始し、これにより、東京の地下鉄整備は営団と都営に二元化した。 

２００１年、特殊法人等整理合理化計画の中で、営団の民営化が決定され、２００

２年東京地下鉄株式会社法（メトロ法）が施行、２００４年東京地下鉄株式会社(東

京メトロ)が設立された。メトロ法において、国及び都は、できる限り速やかに保有

株式の売却等行うことが規定された。 

営団の民営化が決定された当時の都営地下鉄は、大江戸線が全線開通したばかりで

赤字経営が続いており、東京メトロとの一元化を議論する余地はなかったが、現在は

安定した乗客数、旅客運輸収入を確保して、着実に長期債務を返済している。２００

６年度黒字に転換し、その後も黒字を確保しており、２００１年の特殊法人等整理合

理化計画策定時とは大きく状況が変化した。 

首都東京の地下鉄の二元化は、運賃体系の違いや二重改札など、利用者の利便性向

上の妨げとなっているばかりでなく、国内のみならず外国からの旅行者にとって分か

りにくく、使いにくいものとなっている。 

また、将来的には東京の人口が減少し、鉄道収益も減少することが見込まれる中で、

事業規模の拡大を図るには一元化が最も効果的である。一元化により規模のメリット

や合理化効果が発揮されれば、より効率的な鉄道経営が可能となる。 

国に対する都の提案要求に基づき、昨年８月に設置した「東京の地下鉄の一元化等

に関する協議会」を通じ、地下鉄一元化の実現に向け、国等との協議を進めている。

都においては、協議会に併せて、「東京の地下鉄を考える懇談会」を設置し、東京の

地下鉄の課題や改善策等について、有識者と意見交換を行った。 

 本年２月には、上記協議会において、東京メトロと都営地下鉄の経営一元化の協議

を継続しつつ、今後、改札通過サービスや乗換駅の追加指定など乗換面や運賃面での

サービス向上策を具体的に検討することで合意した。 
 
＜具体的要求内容＞ 

首都東京の世界に誇るべき都市基盤である地下鉄ネットワークの更なる充実

と利用者の利便性向上を推進するため、国は、当面、東京メトロの株式上場を見

送り、昨年８月に設置した「東京の地下鉄の一元化等に関する協議会」での議論

を踏まえ、地下鉄一元化の実現に向けて取り組むこと。 

あわせて、サービス向上策の実現に向けて協力すること。

３４ 地下鉄一元化の推進 

利用者の利便性向上と地下鉄ネットワークの充実のため設置した「東

京の地下鉄の一元化等に関する協議会」での議論を踏まえ、東京メトロ

と都営地下鉄の一元化の実現に向けて取り組むこと。 

また、２月の協議会で合意したサービス向上策の実現に向けて協力す

ること。 
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３５ 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２２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３０６億円、旧公庫債は約２３億円であり、今後の利子

負担額は、それぞれ約６８億円と約４億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 

 

【平成２２年度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 １．９ 30 年元利均等償還（５年据置）財政融資資金・平成２３年３

月発行 

機 構 資 金 １．９ 30 年元利均等償還（５年据置）平成２３年２月発行 

民 

間 

共 済     １．４ 10 年元金均等償還（３年据置）※ 

公 募     １．３８ 10 年満期一括償還 平成２３年３月発行 

※ 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      

１９ 83,756 16,174 99,930 640,433 

２０ 75,249 14,404 89,653 598,832 

２１ 50,478 13,232 63,710 581,274 

２２ 85,388 12,525 97,912 548,811 

２３（予算） 41,583 12,307 53,890 546,896 

※ 特例債を含む。 

 

 

【平成２２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 2,018 87 306 13 2,324 100

機構債 182 89 23 11 205 100

民間債 2,687 98 50 2 2,737 100

計 4,887 93 379 7 5,266 100

※ 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（補助対象分）にかかる残金は、平成２２年度末時点で

約８３１億円である。年間の買取金額は、約４１５億円となっており、この分

割買取に必要な補助所要額の確保と確実なる交付を強く求めるものである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

地下高速鉄道の補助金については、既開業路線分の所要額を確保すること。 

 

参  考 

 

【都営地下鉄建設費補助（新線建設費補助）】      （単位：千円） 

  年  度 国 補 助 金 一 般 会 計 

１９ 10,937,720 17,813,411 

２０ 10,663,610 19,914,859 

２１ 10,658,288 11,917,804 

２２ 10,647,031 11,830,036 

 ※ 実績である。 

 
 

（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＞ 

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。 

 

＜具体的要求内容＞ 

地下高速鉄道整備事業費補助制度については、大規模改良工事の補助対象事

業の拡大など一層の充実を図ること。 
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参  考 

 

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 

１９ 429,840 

２０ 666,698 

２１ 519,773 

２２ 820,412 

２３（予算） 755,024 

※ 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 019 駅 31 基    18 駅 059 基  

三 田 線    27 駅 024 駅 49 基    26 駅 150 基 

新 宿 線    21 駅 020 駅 42 基    21 駅 165 基 

大 江 戸 線    38 駅 038 駅 86 基    38 駅 396 基 

合 計 106 駅 101 駅 208 基    103 駅 770 基 

※ 平成２２年度末 エレベーター設置率    ９６％ 

          地上までの１ルート確保  ９１％（９６駅） 

          エスカレーター設置率   ９７％ 

          だれでもトイレ設置率  １００％（１０６駅） 
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（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

ＪＲ中央線は、多摩地域の中央に位置し、多摩地域と都心を結ぶ鉄道ネット

ワークの大動脈である。三鷹駅から立川駅間の連続立体交差事業については、

平成２２年１１月に全線高架化されたが、複々線化については、平成６年の都

市計画決定以後、進展が見られない。 

沿線市は、本年７月「三鷹・立川間複々線化事業化検討委員会」を立ち上げ、

事業化を検討することとしたところであり、関係者間で協力して検討を深度化

していくこととなっている。 

 

＜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、必要な措置を採ること。 

 

３６ ＪＲ中央線の複々線化の早期実現 

首都圏の幹線鉄道であり、東京の大動脈でもある中央線の複々線

化を早期に実現すること。 
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参  考 

 

〈経緯：ＪＲ中央線（三鷹～立川）〉 

 

平成 ６年 ５月 連続立体交差事業と複々線化を同時に都市計画決定 

平成１２年 １月 運輸政策審議会答申第１８号 

中央線複々線化が「平成２７年までに整備着手するこ

とが適当である路線」として位置付け 

平成２２年１１月 全線高架化 

平成２３年 ７月 三鷹・立川間複々線化事業化検討委員会の設置 

 

 

 

《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 

中央線だけが

未整備のまま

中央線だけが

未整備のまま
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３７ リニア中央新幹線の早期整備 
 

  （提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 
＜現状・課題＞ 

リニア中央新幹線は、東京・大阪間を最短で６７分で結ぶことが予定されており、三大都市

圏の交流・連携の一層の緊密化により、経済活動が活性化され、我が国の国際競争力の強化に

資すると考えられる。 

東海地震などの災害が発生した場合にも、東海道新幹線のバイパスとして三大都市圏を結ぶ

大動脈を途切れさせることなく、我が国の経済活力の停滞を防ぐことができると考えられる。 

リニア中央新幹線の整備に関しては、国が本年５月に建設・営業主体を東海旅客鉄道株式会

社に指名、建設の指示を行った。現在、東海旅客鉄道株式会社が、環境影響評価の手続を進め

ている。 

建設主体となる東海旅客鉄道株式会社は、自己資金での整備を表明しており、健全経営を維

持しながら路線建設を進めるため、名古屋までの開業を平成３９年、大阪までの開業を平成５

７年に予定しているが、我が国の国際競争力の強化のためには大阪までの早期開業が必要であ

る。 

 また、東海旅客鉄道株式会社は、首都圏や中京圏などの大都市においては、大深度地下利用

を活用することを検討しているが、大深度地下を利用する既存計画との整合が必要である。 

始発駅となる品川駅の整備に当たっては、国道等の基盤整備を行う必要がある。また、駅周

辺基盤整備に当たっては、建設主体の協力を得ながら事業を進める必要がある。 
 
＜具体的要求内容＞ 

（１）地元自治体の意見を十分聞きながら、全国新幹線鉄道整備法に基づく「整備計画」を踏

まえ、リニア中央新幹線の早期実現に向けて取り組むこと。 

（２）大阪までの早期開業に努めること。 

（３）ターミナルとなる品川駅の具体的な位置等については、建設主体となる東海旅客鉄道株

式会社が、国際競争力の強化に資すること等を十分踏まえ関係者で調整し決定していくよ

う、働きかけること。 

（４）整備に当たり、大深度地下の適正かつ合理的な利用の調整を図ること。 

（５）始発駅整備による駅周辺基盤への影響を考慮し、国道等の基盤整備に係る協力や調整、

必要な支援を行うこと。 

また、建設主体となる東海旅客鉄道株式会社に対しても必要な協力を行うよう指導する

こと。 

（１）リニア中央新幹線の大阪までの早期開業に向け、必要な措置を講じること。

（２）整備に当たり、大深度地下の適正かつ合理的な利用の調整を図ること。 

（３）始発駅整備に当たり、国道等の駅周辺の基盤整備に係る協力や調整、必要

な支援を行うこと。 

また、建設主体となる東海旅客鉄道株式会社に必要な協力を行うよう指導

すること。 
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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。 

 

 

３８ 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 23 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） 

 

247,089

※

1,195,908

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 横田基地の軍民共用化の推進 

  （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、軍民共用化を促進している。 

首都圏では、昨年、羽田空港のＤ滑走路等が供用開始されるなど、空港容量

の拡大が図られているものの、近い将来には満杯になることが予測され、増大

する航空需要への更なる対応が不可欠である。この様な中、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＞ 

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。 

 

 

 

 

 

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 ブッシュ大統領－小泉首相会談で横田基地の軍民共用化の実  

現可能性の検討に合意 

12月 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 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 「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 在日米軍に関する「再編実施のための日米のロードマップ」公表 

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 

JAL及びANAが国と都に「横田飛行場の軍民共同使用に関する要望

書」を提出 

10月 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 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 国土交通省の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 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 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 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 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 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 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 

平成22年 8月/11月 首都圏連合フォーラム及び九都県市首脳会議が、横田基地の

軍民共用化に向けて重点的に取り組むよう国に提言 

      11月 都が横田基地の活用を含めた「首都圏におけるビジネス航空受

入れ体制強化に向けた取組方針」を策定 

     12月 都が「横田基地軍民共用化推進セミナー」を開催 

 

（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＞ 

在日米軍が管理する横田空域は、一都八県にわたる広大なエリアに広がって

いる。「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

いては平成２０年９月に返還され、羽田空港の容量増加に対応した管制が可能

となったところであるが、依然、民間航空機の運航の支障となっている。 

例えば、西日本方面から羽田に到着する定期便は、横田空域を避け、房総半

島（館山など）まで大きく迂回したルートを通るなど、飛行時間の増大や消費

燃料、ＣＯ２排出量の増加といった様々な影響が出ている。 

より安全で効率的かつ騒音影響の少ない航空交通を確保していくためには、

横田空域を全面返還させ、首都圏の空域を再編成し、我が国が一体的に管制業

務を行うことが不可欠である。 

そこで、今後、“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

果を明らかにし、それを踏まえ、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。 

 

横田空域及び管制業務の早期全面返還を実現するとともに、同空

域を活用した合理的な航空路を設定すること。 
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１ 羽田空港の機能強化・更なる国際化 

 （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＞ 

都は、羽田空港の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、昨年１０月に新滑走路と国際線ターミナルの供用が開

始され、世界の主要な都市へ就航する本格的な国際空港となった。 

今後、国際線の発着枠は、平成２５年度中には、さらに昼間に３万回上乗せして６万回

（昼夜合計９万回）となり、昼間にも欧州や米国、長距離アジアなどの主要な都市へ就航

することが決まっているが、その一方で、中国との航空協議が進展せず、ニーズの多い昼

間の国際線枠が使い切れていないなどの課題がある。 

また、国際貨物については、深夜早朝時間帯にも運航できる羽田の特性をいかし、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可能となったが、いまだ、想定した取

扱量に満たないといった課題がある。このため、国は、昼間の空いている発着枠の中で、

貨物専用機による国際貨物チャーター便を限定的に運航させ、羽田空港での貨物取扱いの

活性化を図る方針を固めた。 

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、その機能を十二分に発揮させて、利用者にとって一層使い勝手の良

い空港にしていくことが必要である。 

さらに、今年３月に発生した東北地方太平洋沖地震では、空港施設が津波による大きな

３９ 羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進 

（１）羽田空港の昼間の国際線発着枠を３万回上乗せして昼夜合わせて年間

９万回にすることが既に決まっているが、未配分の発着枠についても、

極力国際線に振り向けること。 

（２）国際線発着枠の３万回増加に必要となる国際線旅客ターミナルの拡張

を早期に実施し、施設の規模については、今後の国際線の増加に対応で

きるものとなるよう、計画的に進めること。 

（３）羽田空港の機能強化を図り、より使い勝手の良い空港にするため、管

制の工夫などあらゆる角度から空港容量の拡大を進め、国際線の更なる

就航拡大を進めること。また、Ｃ滑走路の延伸を早急に進め、極力前倒

しして供用開始を図ること。 

（４）震災時の津波対策など、羽田空港における安全の確保について、適切

な対策を早急に講じること。 
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被害を受け、被災地への緊急物資の輸送に支障を来したことから、羽田空港における津波

対策に万全を期す必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）再拡張事業により年間約４０.７万回に拡大する昼間の空港容量のうち、なお残る昼

間の発着枠２．７万回についても、極力国際線に振り向けて、国際線発着枠を拡大す

ること。 

（２）平成２５年度中に、昼間の国際線発着枠を３万回上乗せして６万回（昼夜９万回）

とするため、その前提となる国際線旅客ターミナルの拡張を早期に実施すること。さ

らに、その施設の規模については、２．７万回の国際線への振り向けを含めて、今後

の国際線の更なる増加にも十分対応できるものとなるよう、計画的に進めること。 

（３）国際線の利用者に不便が生じないように、出入国管理、税関及び検疫体制について、

今後の増枠に対応できるように体制を強化すること。 

（４）近い将来には、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）Ｃ滑走路の延伸は、市街地への騒音影響を減じることで、羽田空港から大型機によ

る欧米などへの長距離便の運航を可能にするものであることから、その早期供用開始

を図ること。 

（６）昼間の国際線発着枠について、ニーズが多いにもかかわらず使い切れていない現状

を改善するため、航空協議の進展など早急な対応を図ること。 

（７）国際旅客チャーター便や国際貨物便についても、発着枠に余裕のある時間帯に、運

航を積極的に推進すること。 

（８）津波対策について、中央防災会議や空港の津波対策検討委員会での検討結果を踏ま

え、必要な対策を早急に講じること。 

（９）今年８月の突発的な豪雨により、羽田空港トンネルなどの施設が冠水したことを踏

まえ、利用者の安全確保の観点から、必要な措置を早急に講じること。 

（10）航空安全は人命に関わることであることから、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、より充実した適切な

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。 

（12）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。 

 

参  考 

（１）再拡張事業 

○平成19年3月現場着工、平成22年10月21日供用開始 

○事業費 総額約7,500億円（うち、都は総額約1,085億円の無利子貸付けによる協

力を実施） 

（２）国際化の推進  

①羽田空港における国際線就航状況［年間発着枠昼夜各3万回（40便／日）］  

【平成23年9月現在】 
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※「昼間」は6～23時、「深夜早朝」は深夜早朝時間帯（23～6時）＋ 

リレー時間帯（22～23時、6～7時） 

 ※ 運休 デトロイト 23年9月～24年4月、ニューヨーク 23年9月～24年2月 

②国土交通省成長戦略（平成22年5月） 

・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、国際線を更に増枠。 

③昼間の発着枠 

40.7万回(平成25年度中に見込まれる空港容量) 

  -35万回(国内線・国際線の割振り済み回数。国内線32万回、国際線3万回) 

-3万回(国土交通省成長戦略による国際線増枠) 

     ＝2.7万回(なお残る発着枠) 

（３）Ｃ滑走路の南への延伸 

・平成21年4月に公表された「経済危機対策」の中に盛り込まれ、国の計画ではおお

むね5年で整備予定としている。昨年度は基本設計などを実施。 

・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。 

（４）国際線の取扱い 

 旅客便 貨物専用便 

定期便 チャーター便 定期便 チャーター便

7：00～22：00 

（昼間時間帯のうちリレー時間帯を除く） 
〇 △ × ▲ 

22：00～7：00 

（深夜早朝時間帯＋リレー時間帯） 
〇 

※  昼間時間帯：6～23時、深夜早朝時間帯：23～6時、リレー時間帯：22～23時、6～

7時 

 

〇：運航可 

△：旅客定期便就航空港に限り運航可 

▲：旅客定期便就航都市に限り運行可 

×：運航不可 

（５）港湾機能の確保 

・東京港第一航路における航行船舶 の安全確保など東京港の港湾機能の確保が必要。 

昼間 計　３２便 深夜・早朝　計　２１便

台北 計　　８便 パリ 計　１便 ソウル 　計　２便
香港 計　　４便 ロンドン 計　１便(５便/週) シンガポール 　計　４便
ソウル 計　１２便 フランクフルト 計(１)便（Ｈ24.1月就航予定） バンコク 　計　３便
上海 計　　４便 サンフランシスコ 計　１便
北京 計　　４便 ロサンゼルス 計　２便 コタキナバル （３便/週）

ホノルル 計　３便 クアラルンプール（３便/週）
デトロイト 計　１便（運休） 　【計１便】

ニューヨーク 計　１便（ 〃 ）
バンクーバー 計　１便(無期限就航延期）
　

　　(便数：１日あたり)
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２ 羽田空港の機能発揮に資する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

ャルを十二分にいかすためには、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、京浜急行本線・空港線の連続立体交差事業（昨年９月に、環状８号線の踏切

が除却）を推進するとともに、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し、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、空港アクセスとして効果を発揮する中央環状品川線や国道３５７号

東京港トンネル部など、広域ネットワークについても整備を推進している。 

公共交通については、咋年１０月に京浜急行の「羽田空港国際線ターミナル駅」及び東

京モノレールの「羽田空港国際線ビル駅」が開業し、引き続き、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。 

こうしたなかで、今後、昼間の国際線の発着枠は、平成２５年度中には、さらに３万回

上乗せして６万回（昼夜合計９万回）となる予定である。このため、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）工事中の環状８号線（新設構内道路）については、整備を着実に進め、道路交通の

円滑化、安全性及び利便性の向上を図ること。また、残る国際線地区に隣接した区間

についても、工事着手に必要な調査設計や、変電所移設等の関連工事との工程調整を

早急に進めること。 

（２）環状８号線の踏切除却や高速川崎縦貫線の整備効果を踏まえて、今後の段階的な空

港容量の拡大にも対応した道路交通の円滑化と空港アクセスの強化を図るために、空

港と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。 

（３）本格的な国際空港となった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。 

（４）今後の段階的な空港容量の拡大や、深夜早朝時間帯における発着枠を利用した就航

拡大にも対応するため、より便利な公共交通手段を確保すること。 

（５）既に時間短縮効果が実証された公共車両優先システムの導入拡大など、アクセスを

より円滑にするためのソフト対策を講じること。

（１）羽田空港の今後の空港容量の拡大などに的確に対応し、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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３ 羽田空港を生かす跡地利用の促進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 
＜現状・課題＞ 

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、跡地利用に当たっては、空港機能のサポートや空港のポ

テンシャルの活用など、空港と密接に関連し、一体となった利用を図ることが重要である。 

跡地利用については、羽田空港移転問題協議会（メンバー：国土交通省、東京都、大田区

及び品川区。以下「三者協」という。）において、昨年１０月に「羽田空港跡地まちづくり

推進計画」（以下「推進計画」という。）を策定し、第１ゾーン及び第２ゾーンの土地利用

や基盤施設、まちづくりの進め方等について取りまとめた。 

また、第３ゾーンは、再拡張事業後の需要動向を見極めながら空港連携機能を導入するゾ

ーンと位置付けており、その一部については、昨年、国際空港機能を強化する観点から、国

際線旅客ターミナルの拡張用地等として活用することとした。 

さらに、本年９月に、都は国に対して、跡地の一部のエリアを国際戦略総合特区「アジア

ヘッドクォーター特区」に指定申請をしている。 

今後は、跡地が、本格的な国際空港となった羽田空港の有効活用に資するとともに、空港

と一体となった魅力的なまちとなるよう、推進計画を可能な部分から事業化し、段階的にま

ちづくりを進めていく必要がある。 

これに当たっては、羽田空港を所管し、現在跡地を管理している国の役割が重要である。 
  
＜具体的要求内容＞ 

（１）跡地が羽田空港の機能発揮に資するとともに、空港と一体となった魅力的なまちとな

るよう、｢推進計画｣の実現に向けて、用地取得に関する調整や都市計画、民間事業者の

公募など、まちづくりに必要な手続や、都市基盤の事業着手に積極的に取り組むこと。

これに当たっては、三者協での協議を継続し、関係自治体と十分に調整を行うこと。 

（２）第２ゾーンにおける民間提案の募集条件の検討に当たっては、空港と第２ゾーンの連

続性の確保や、商業機能など魅力ある施設の導入に配慮すること。 

（３）跡地と空港を高潮並びに津波から守るため、第２ゾーンの護岸について、早急に整備

を進め完成させるとともに、第１ゾーンについても、国の責任において早期に整備に着

手すること。 

（４）土地利用の具体化や護岸の検討にあたっては、多摩川の水辺をいかし、親水性ととも

に、みどり豊かな空間の形成にも配慮すること。 

（５）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。 

（６）関係地方公共団体等が、推進計画の実現に向けて、第１ゾーンにおいて用地を取得・

（１）「羽田空港跡地まちづくり推進計画」の具体化に早急に取り組み、空

港と一体となった魅力的なまちづくりを進めること。 

（２）空港跡地に係る多摩川の護岸整備を早急に進めること。 

（３）跡地売却に際しては、公共的な施設整備に資するよう、特段の配慮を

すること。 

- 192 -



確保する際には、国は、処分方法・価格等について、特段の配慮をすること。

 

参  考 
 

（１）第１ゾーン・・・空港・市街地近接性をいかした創造と交流ゾーン 

   【産業・文化交流機能】 

    ・産業交流施設（展示場、会議室、産業支援施設、羽田の歴史コーナー等）を導入 

   【多目的広場】 

    ・緑地やオープンスペースを確保 

    ・広域避難場所の一部として機能 

   【その他】 

    ・消防施設の移設等や交番の移設を検討 

    ・ライフライン管理施設（既存の通信施設、排水施設等）を配置 

    ・駅前広場（天空橋駅）を導入 

    ・多摩川、海老取川沿いに親水ネットワークを形成 

（２）第２ゾーン・・・国際線地区に隣接することを活かした交流ゾーン 

   【宿泊機能・複合業務機能】 

    ・国際線旅客等の利便性の向上を図るための宿泊施設（エアポートホテル）を導入 

    ・複合業務施設（航空・空港関連、観光関連、国際交流関連など）を導入 

    ・国際線旅客ターミナルビルを補完する商業機能の導入が可能 

   【その他】 

    ・多摩川沿いに親水ネットワークを形成 

※他に第３ゾーンがあるが、羽田空港跡地まちづくり推進計画の計画対象外 

（３）多摩川護岸 

    ・第２ゾーン東側については、国が平成22年度に測量調査を実施し、平成23年度

には、概略設計の予算を計上した。 

    ・第１ゾーン・第２ゾーン西側については、「羽田空港跡地まちづくり推進計画」

において、「国土交通省が主体的に検討」することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（４）国際戦略総合特区 

   ・都は、跡地（第１ゾーン）を含む地域について、大田区や民間事業者からの提案

を踏まえ、アジアヘッドクォーター特区とする案を国に提案中。 

＜羽田空港の跡地利用＞ 

国際線地区 

羽田空港跡地 

第１ゾーン 

産業交流施設 

多目的広場 等 

第２ゾーン 

エアポートホテル 

複合業務施設  等 

第３ゾーン 

※第３ゾーンについては、計画の対象外
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（提案要求先 内閣官房・法務省・外務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・ 

国土交通省・防衛省） 

（都 所 管 局 都市整備局・知事本局） 

 
＜現状・課題＞ 

ビジネス航空は、米国などにおいて、経営者層による利用のみならず、広く企業活動の

ビジネスツールとして活用されており、日本（特に首都圏）への乗り入れの要望も多い。

また、アジア諸国においても、ビジネス航空のニーズが高く、空港での受入れ体制の整備

が急速に進められており、近年の利用実績の伸びも大きい。 

 一方、首都圏では、ビジネス航空を受け入れる空港が羽田空港と成田空港に限られてい

るが、両空港では、発着枠や利用時間帯の制限などにより、利用がしづらく、受入れは極

めて限定的なものとなっている。 

ビジネス航空への対応の遅れにより、今後の国際ビジネスにおける、東京ひいては我が

国全体の地位の低下が懸念される。 

国際ビジネスにおいて、世界の都市間で熾烈な競争が行われている時代にあって、東京

ひいては我が国の国際競争力を強化するため、羽田空港の更なる利便性向上など、適切な

対応を図る必要がある。 

また、羽田空港、成田空港では、近い将来には満杯になることが予想されており、ビジ

ネス航空の受入れが極めて限定的にならざるを得ない。首都圏のビジネス航空需要へ早急

に対応するためには、滑走路長や都心までのアクセス等において最も優位性の高い既存飛

行場である、横田基地を活用する必要がある。 

都は、昨年１１月に「首都圏におけるビジネス航空の受入れ体制強化に向けた取組方針」

を公表し、国土交通省に提案した。さらに、出入国などの所管省庁にこの方針を説明し、

協力を求めるとともに、経済団体とも意見交換を行い、この中で、成田にも増して、羽田

への乗り入れ要望が強いことなど、都の考え方に賛同する意見が出された。 

このような中で、国土交通省は、同年１２月に委員会を設立し、首都圏におけるビジネ

ス航空の受入れ推進に向けた検討を進め、本年６月、中間報告を取りまとめた。 

中間報告では、成田空港における具体策が取りまとめられたが、「羽田空港をはじめと

するその他の首都圏の空港についても、実情に応じて、ビジネスジェット利用が図られな

いかを検討する必要がある。」との記載で終わっており、羽田空港の利便性向上や横田基

地の活用など、都の提案・主張が具体的に反映されていない。 
 
＜具体的要求内容＞ 

（１）国のビジネスジェットの推進に関する委員会において、羽田空港におけるビジネス

航空の専用施設整備や横田基地の活用について、検討を進めること。 

４０ 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進 

（１）首都圏におけるビジネス航空の受入れを促進するため、羽田空港において、

都心に至近で２４時間利用可能な特長をいかし、国際線ターミナルの拡張など

に合わせて、ビジネス航空のための施設整備を図ること。 

（２）平時は余裕のある横田基地の滑走路を活用してビジネス航空の受入れを早

期に実現すること。 
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（２）羽田空港において、ビジネス航空の受入れに不可欠な専用動線（CIQ施設など）を、

国際線ターミナル増床等のタイミングで整備することが効率的であり、手戻りがない

よう計画的に対応していくこと。 

（３）横田基地の軍民共用化に関する日米協議を促進し、既存施設を活用した利便性の高

いビジネス航空の受入れ体制を早期に確保すること。 

 

参  考 

平成22年11月作成 

 

首都圏におけるビジネス航空の受入れ体制強化に向けた取組方針（骨子） 
 
小型ジェット機等を用いたビジネス航空は、グローバルな企業活動に不可欠なビジネス

ツールとして欧米で広く活用され、近年では中東・アジアにおいても急速に利用が拡大し

ている。海外からは首都圏への乗入れ要望が強いものの、羽田・成田空港の受入れ体制は

立ち遅れており、極めて限定的な利用となっている。このままの状態が続けば、ビジネス

チャンスが他国に奪われることになり、今後の国際的なビジネスにおける東京ひいては我

が国の地位低下が懸念される。 

国も先ごろ、ビジネス航空に対して一定の対応策を打ち出したが、未だ十分と言えない

状況である。 

このため、都は、以下のように、ビジネス航空の受入れ体制強化に向けた考え方を提示

し、国と連携して、具体的な推進が図られるよう取り組んでいく。 
 
１ 今後の取組の方向 

(1) 将来的には欧米並みの利用を目指しつつ、当面、アジアにおけるビジネス航空の拠点

である香港を上回り、アジアでトップの発着回数を実現 

(2) ビジネス航空利用者が、一般旅客とは別の専用動線によって、迅速に入国手続などが

できる受入れ体制を確保 
 
２ 羽田空港における取組 

  羽田空港は、ビジネス航空の利用が最も便利で海外からの要望も強く、国も一定の受

入れ拡大を図ったが、まだ十分でない。そこで、 

(1) 都心との近接性を生かし、発着枠の拡大と合わせ、専用動線の確保、ＣＩＱ体制の充

実、スポットの増設を実施し、迅速で便利な対応を実現 

(2) 新国際線旅客ターミナルの増床（平成25年度に見込む国際線増枠への対応）の際に、

上記を実施するよう国に要請 
 
３ 横田基地における取組 

  羽田空港や成田空港での対応を図っても十分とはいえないため、比較的利用されてい

ない横田基地の活用が必要である。そこで、 

 (1) 横田基地において、既存施設の活用あるいは必要な施設整備により、ビジネス航空の

受入れ体制を確保。また、既に米軍関係者のために整備されているＣＩＱ体制や運航

支援事業者なども活用し、利便性の高いサービスを提供 

 (2) 軍民共用化を国と連携して推進し、上記を米国関係機関等へ働きかけ 

 (3) 国道16号や中央環状線、外環、圏央道などの整備を国と連携して推進し、都心から

のアクセスを一層強化
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（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

首都圏の空港では、羽田空港の再拡張事業、成田空港の北伸事業に加え、今

後も、成田空港の同時離発着方式導入等により、空港容量の拡大が予定されて

いる。 

しかし、旺盛な首都圏の国際航空需要を踏まえると、これらの両空港の容量

拡大が図られても、首都圏における空港容量は近い将来には限界に達すること

が予想されるため、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４１ 首都圏新空港の事業化の促進 

首都圏新空港構想の具体化に向け、調査検討を促進させるととも

に、国の施策として新空港を事業化すること。 
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参  考 

 

国土交通省航空政策審議会 航空分科会答申（平成 19 年 6 月） 

 

「首都圏第三空港については、これまで実施されてきた検討において、東京湾

における空域の確保や空港アクセスを始めとする様々な課題が明らかになって

きたが、首都圏における旺盛な航空需要等にかんがみると、羽田及び成田両空

港における利用状況や中期的な動向等も踏まえつつ、長期的な視野に立って引

き続き検討を行うことが望ましい。」 
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４２ 京浜三港（東京港･川崎港・横浜港）が実施する

国際競争力維持・強化施策への支援 

 

  （提案要求先 国土交通省）      

（都 所 管 局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

京浜三港（東京港・川崎港・横浜港）は、京浜港が我が国を代表する港湾とし

て、激化する国際港湾間の競争を勝ち抜き、我が国産業の活性化、生活の安定性

を確保するべく、様々な取組を進めてきた。 

こうした中、国は、我が国港湾の国際競争力強化に向けて、更なる「選択と集

中」による重点投資を行うため、「国際コンテナ戦略港湾」を公募し、平成２２

年８月に京浜港が選定されたところである。 

また、平成２３年９月には、地方自治法に定める協議会である「京浜港連携協

議会」において、「京浜港共同ビジョン」で示した将来像を具体化するとともに

「国際コンテナ戦略港湾」の内容を反映した、「京浜港の総合的な計画」を策定

した。 

今後も、京浜三港は、「国際コンテナ戦略港湾計画書」及び「京浜港の総合的

な計画」に記載した施策等を具体化し、国際競争力強化に向けた取組を引き続き

進めていく。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 京浜三港が実施する国際基幹航路の維持・増大に向けた取組について、「国際

戦略港湾」において国が示した、「選択と集中」による重点投資という趣旨を確

実なものとするため、荷役機械（ガントリークレーン）の整備に関する補助制度

の創設など財政支援を行うこと。

 

京浜三港（東京港・川崎港・横浜港）が実施する国際基幹航路の

維持・増大に向けた取組について、財政支援を行うこと。 
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４３ 物流機能の強化等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。さらに、災害時の緊急物資を円滑に輸送するために必要な耐震強化岸壁の

整備を推進していく必要がある。 

 

＜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）耐震強化岸壁の整備率は４２％と低く早急に震災時の機能を確保するた

め、必要な財源を確保すること。 

（４）ふ頭背後の道路など、社会資本整備総合交付金及び地域自主戦略交付金

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）物流機能の強化とともに地震災害への対応の強化に資する外

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他、今後、既存バース

の再編等による港湾機能の向上が必須となっている。 

今後、東京港の限られた空間（陸域・海域）において、周辺エリアとの一体

的開発による港湾機能の向上や、既存の港湾利用者と調整を踏まえた施設改修

などを迅速かつ効率的に行い、喫緊の課題である国際競争力の確保を図ってい

く必要がある。 

 このため、東京港においては、港湾の整備・運営に係る十分な実績を有する

港湾管理者が主体となり、動きの激しい港湾情勢への迅速かつ的確な対応を図

ることが重要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）東京港の港湾施設の事業実施にあたっては、直轄対象となる事業であっ

ても、補助事業や貸付金で事業採択すべきと港湾管理者が申し出た場合に

は、補助事業や貸付金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に対し、十分な支援を行うこと。 

（２）直轄事業の予算要求にあたっては、計画段階から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、補助事業等で事業採択すべきと港

湾管理者が申し出た場合には、補助事業等で採択するなど、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次勧告（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 

 （４）港湾法の一部改正（平成２３年４月） 

  ・法第５２条において、自らすることができる港湾工事として、以下の条

文が追加された。 

 

  一 国際戦略港湾が長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物

輸送網の拠点として機能するために必要な係留施設として国土交通省

令で定めるもの及びこれに附帯する荷さばき地の港湾工事 
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４４ 島しょ港湾等の整備促進 

 

（提案要求先 農林水産省・国土交通省） 

（都 所 管 局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

島しょの港湾は、島と本土を結ぶうえで不可欠な交通基盤であるばかりでなく、

漁業、観光など島の基幹産業の振興や、防災や地域の賑わいの拠点としても非常

に重要な施設である。 

しかし、伊豆・小笠原諸島は、我が国でも特に厳しい気象海象条件の下にあり、

定期船は未だ欠航することが多く、他県の離島と比較すれば、交通アクセスの利

便性はなお低い水準にある。 

また、各島には、噴火や地震等の災害時における島外への避難や救援活動の拠

点の確保、荒天時にも安心して停泊できる泊地の整備、津波や高潮への対応など

多くの課題も残されている。 

さらに、島の玄関口となる港湾地区の賑わいがなく、島全体の活力が不足して

きている。 

これらの課題に対処するため、港湾・漁港・海岸保全施設の整備が不可欠であ

る。 

国は、島しょが我が国の排他的経済水域の保全、海洋資源の利用、自然環境保

全等、国家的視点からも重要な役割を担っていることに鑑み、島しょの港湾整備

に重点的に支援を行うべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）伊豆・小笠原諸島の島民生活や産業を支えるとともに、災害への対応の強

化にも不可欠な、港湾・漁港の岸壁、防波堤等、補助対象となる基幹的施設

については、今後も着実な整備が継続できるよう、国の責務として必要な財

源を確保すること。 

（２）海岸保全施設や小規模港湾の整備など、社会資本整備総合交付金及び地域

自主戦略交付金対象事業については、地元の要望等に柔軟に対応できるよう

使いやすい制度設計にするとともに、必要な財源を十分確保すること。 

 

島民の生活や産業を支えるとともに噴火、津波など、災害への対

応の強化に資する島しょの港湾・漁港・海岸整備を促進すること。 
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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＞ 

メキシコ・カンクンで開催されたＣＯＰ１６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ＣＯＰ１７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ＣＯ２削減」を目標に掲げ、都政のあらゆる分野でＣＯ２の大幅な削

減を目指す１０年プロジェクトを始動した。昨年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。  

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。 

（３）「地球温暖化対策のための税」及び「地方環境税」の導入に

ついては、ＣＯ２の排出抑制に有効性の高い仕組みとするとと

もに、温暖化対策における地方の責任と役割を踏まえ、地方へ

の十分な税源配分を行うこと。 
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国は、昨年３月に「地球温暖化対策基本法案」を閣議決定し、国会で審議さ

れたが、未だ成立には至っていない状況である。 

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」等が盛り込まれた。 

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。 

また、税制改正関連法案における「地球温暖化対策のための税」については、

化石燃料の輸入・採取段階という上流での課税であり、化石燃料の消費抑制の

効果が働きにくい仕組みとなっている。さらに、国は、地球温暖化対策におけ

る地方自治体の役割の重要性等を踏まえることなく、全て国税としている。 

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＆トレード制度の早期実現 

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 

東日本大震災による電力不足に対応するため、緊急節電が求められたが、

大規模事業所において省エネルギーに資する設備・施設への更新をこれま

で以上に強力に推進するため、期間を定めて特別償却を認めるなど税制優

遇措置を講ずること。 
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（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、エネルギー需給構造改革投資促進税制及び、新たに

導入されたグリーン投資減税の補助制度をより利用しやすいものとするこ

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」の導入については、

地方分権改革との整合性、地方自治体が地球温暖化対策に果たす責任と役

割を踏まえ、地方税を主体として、国と地方で税源を適切に配分すること。 

また、ＣＯ２の排出抑制に有効性の高い仕組みとするため、徴税コスト

に配慮しつつ、可能な限り消費に近い段階での課税とすること。           

（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  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、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。 

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  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。 
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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 内閣官房・国土交通省・経済産業省・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、２０２０年までに東京のエネルギー消費に占める再生可能エネルギーの

割合を２０％程度に高める目標を掲げ、対策を講じている。 

これを実現するためには、今般成立した再生可能エネルギー特別措置法の実

効性を担保することが必要不可欠である。法の根幹となる買取価格及び期間は、

（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太陽

光、太陽熱、風力、地熱などの再生可能エネルギーを活かした

低炭素施策を着実に進めること。特に、再生可能エネルギー特

別措置法の実効性を担保するため、 

① 事業採算性が確実にとれる買取価格及び期間の設定、価

格改定の具体的な方針及び実施方法の明確化 

② 送電系統への優先接続の徹底、広域的な再生可能エネル

ギーの需給連携を可能とする電気事業者間の連系線運用の

弾力化について、明確に法令で規定するとともに、価格設

定（改定）プロセス及び系統接続状況等、制度の運用状況

を公表し、透明性を担保すること。 

（２）下水道事業において、発生する資源・エネルギーを広く利活

用することや再生可能エネルギーを活用すること等により温室

効果ガスの削減に資する計画的な取組に対し、高い補助率を適

用するなど財政措置を充実し、削減対策を支援すること。 
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今後「調達価格等算定委員会」において具体化される予定であるが、法の趣旨

を踏まえた適切な検討が、透明性を担保しながら実施される必要がある。 

一方、買取義務を負う一般電気事業者の一部からは、風力発電量が既に受入

枠の上限に達しており買取は困難という、法の趣旨を無視した認識が示されて

おり、来年７月の施行開始までに、その運用についても実効性を担保する仕組

みを構築しなければならない状況にある。 

また、住宅用太陽エネルギーに関しては、太陽光発電が国、自治体の本格的

な支援等により着実に普及が進んでいる一方、太陽熱利用は、単位面積当たり

では太陽光発電より高いＣＯ２削減効果を有しながら、普及促進が不十分な状

況にある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）再生可能エネルギー特別措置法の実効性担保 

   以下の内容を法令で明確に規定するとともに、その運用状況を公表し、

透明性を担保すること。 

① 再生可能エネルギーの競争力は種別ごとに異なるため、買取価格はコ

ストベースとし、買取期間も考慮のうえ、それぞれの再生可能エネルギ

ーが飛躍的に拡大するよう設定すること。 

また、買取価格の改定に当たっては、具体的な方針及び実施方法を明

確にするとともに、周知期間を十分に確保すること。 

② 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着実に実施すること。 

そのため、再生可能エネルギー供給事業者が負担する送電系統への接

続費用について、その算定根拠を明確にさせるとともに、電気の円滑な

供給の確保に支障が生ずるおそれがあるときの「接続拒否」規定を安易

に適用させないため、「接続拒否」が行われる場合はその理由を含めて

公表を義務化すること。 

また、「接続拒否」に関する紛争処理機関として想定されている「電

力系統利用協議会」が開催される場合は、公開すること。 

さらに、この「接続拒否」規定の適用を可能な限り回避するため、一

般電気事業者間の連系線における送電の事前通告時間を緩和するなど、

連系線の運用を弾力化し、広域的な再生可能エネルギーの需給連携を可

能とすること。 

（２）太陽熱利用促進に資する国の本格的な支援制度の創設 

都が、先行して平成２３年度より、導入支援のための予算措置を含む住

宅用太陽熱補助事業を開始することも踏まえ、光及び熱の両面で太陽エネ

ルギー全体を普及させるため、国においても太陽熱利用に係る本格的な支

援制度を早急に創設すること。 

（３）太陽光発電の大量導入に向けた配電網の強化 

太陽光発電を特定の地域で大量に導入する場合、配電網において一定の

許容量を超過することで特定の設置者に対して配電網の強化のための追加
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費用を原因者負担として求められるのが現状である。 

太陽光発電の飛躍的な導入拡大を可能とするために、配電網を社会的イ

ンフラと位置づけ整備することで、特定の設置者に過度に負担を強いるこ

とのないような措置を講ずること。 

（４）太陽光発電の施工に関する国家資格制度の創設 

太陽光発電の施工技術水準を確保することにより機器の信頼性を向上さ

せ、一層の普及促進を図るため、施工に関する国家資格制度を早急に創設

すること。 

（５）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海洋エネルギー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。また、海洋エネルギー利用を促進するため、

海洋における権利の調整を行うためのルールも検討のうえ、実証実験フィ

ールドを整備すること。 

（６）再生可能エネルギー発電事業者への債務保証制度等の創設 

与信力の低い中小企業やベンチャー企業等が風力発電事業等を行う場合、

借入主個人が担保や保証を求められずに金融機関から融資を受けやすくす

るため、国が創設する事業評価機関による適切な事業評価をもとに国が債

務保証を行う制度を早急に創設すること。 

（７）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

型社会づくりに向けた先導的な取組を支援すること。 

（８）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。 

（９）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。 

（10）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 

 

（８）～（11）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（Ｎ2

Ｏ）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 国土交通省・経済産業省・環境省） 

（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、 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

（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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乗せを可能とすべきである。                    

（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。 

 

 

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 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、２０２０（平成３２）年に向けた新たな基準の検討が「総合資源エネル

ギー調査会省エネルギー基準部会自動車判断基準小委員会・交通政策審議会陸

上交通分科会自動車部会自動車燃費判断小委員会合同会議」（経済産業省・国

土交通省）にて検討され、「中間取りまとめ案」が公表されたところである。 

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

（１）燃費基準値の設定に関し、自動車メーカー各社ごとの販売実

績を考慮した燃費基準とするのでなく、全社共通の燃費基準値

とすること。 

（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。 

- 212 -



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。 

 

＜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ために、「中間取り

まとめ案」にて示された車両の各重量区分の燃費目標値をベースに自動車

メーカー各社ごとの販売実績を考慮して設定する燃費基準値とするのでは

なく、全社共通の燃費基準値とすること。 

それにより難い場合は、車両ごとの重量によるのではなく、米国でも採

用されている車両ごとのフットプリントに応じた燃費目標値に改め、燃費

目標値の設定方法も、階段状のフットプリント区分を設定するのではなく、

米国と同様にフットプリントと燃費目標値が直線的に変化する方法に改め

ること。 

（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）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。 

（４）バイオマス燃料の普及を促進するため、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たバイオマス燃料の持続可能性基

準について、バイオディーゼル燃料に係る基準を早期に明らかにするなど

実効性あるものとし、また、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。 

（５）自動車から、バス・電車などの公共交通機関への転換を進めるため、地

域の特性に応じた取組に対する助成を行うこと。また、物流における共同

配送や営自転換、鉄道や船舶等へのモーダルシフトを推進していくため、
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必要となる施設の整備を全国的に進めていくとともに、中小企業・零細事

業者でもモーダルシフトに容易に取り組めるような仕組みづくりや助成を

行うこと。 

（６）交通の流れを円滑にするため、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とともに、ＩＴＳに対応し

たカーナビ等が普及するよう、財政支援を含めた必要な措置を講じること。 

 

 

 

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、 

（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。

- 214 -



・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。 

 

＜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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（提案要求先 経済産業省・環境省） 

（都 所 管 局 環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

地球温暖化の進行を阻止するためには、ＣＯ２の排出量を大幅に減少させる

ことに加え、地球温暖化係数の高いフロン類について大気への放出を可能な限

り防ぐことも重要である。 

冷媒としてフロン類を使用する業務用冷凍空調機器については、機器使用時

におけるフロン類の漏洩量が廃棄時に比べ多くなっており、その対策は喫緊の

課題である。 

 

※２００８年度業務用冷凍空調機器冷媒フロン排出量（経済産業省推計） 

使用時 ６．４百万トン-ＣＯ２ 

    廃棄時 １．６百万トン-ＣＯ２ 

 

＜具体的要求内容＞ 

業務用冷凍空調機器からの冷媒フロンの使用時漏えいを防止するため、フロ

ン類回収業者の回収報告において、漏えいによる補充量を報告させるとともに、

当該機器の所有者に対し、自治体が漏えい防止に関する措置を指導できるよう

法的な枠組を整備すること。 

フロン類の漏洩しにくい機器製造の基準を作成し、機器メーカーに遵守を求

めるとともに、設備技術者のスキル向上を図るしくみを構築すること。 

 

２ フロン対策の推進 

業務用冷凍空調機器における冷媒フロン類の使用時漏洩による

補充量を報告させるとともに、自治体が必要な措置を指導できる

よう法的な枠組を整備すること。 
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１ ヒートアイランド対策の推進   

（提案要求先 国土交通省・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。 

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）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 

場合に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。 

 

３ 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を支援

すること。 

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

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 東京の気温は、この１００年で３℃上昇しており、地球温暖化による影響と

いわれる０.７℃を大幅に上回っている。ヒートアイランド現象は、温暖化によ

る気候変動の危機ともあいまって、その影響についての懸念が近年高まってい

る。 

都市の暑さの影響によりエネルギー需要が増大し、その結果ＣＯ２排出量も

一層増加するという悪循環から抜け出し、東京を持続可能な都市として再生さ

せることが課題となっている。 

そのため、今後新たな拠点整備が見込まれている品川駅・田町駅周辺地域を

対象に、風の道の確保など先導的な環境モデル都市の実現に向け取り組んでい

く必要がある。 

特に、本地域には芝浦水再生センターが位置しており、貴重な水資源である

下水再生水利用の促進や未利用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・未利用エネルギー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 

- 219 -



 

（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＞ 

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。また、相続税の基礎控

除額の引下げ、税率の引き上げの議論が行われていることから、緑地の喪失が

さらに進むおそれがある。 

 

＜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 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。 

都市における緑は、生物の生息・生育空間として都市の生物多様性を支える

存在であり、都民に潤いや安らぎを与えるだけでなく、都市化に起因するヒー

トアイランド現象の緩和や、火災の延焼防止や都市水害の軽減、避難場所の提

供など、重要な役割を有している。 

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には、都内における

緑の保全・創出が急務となっていることから、都はこれまでも、失われつつあ

る貴重な緑地の保全地域指定、一定規模以上の開発に際し、緑地の設置を義務

付けるなどの取組を進め、緑の保全と創出に努めてきた。 
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（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

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して講じられてきた固定資産税（償却資産）の

特例措置を復活するとともに、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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５ 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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単独事業,
8,640

国費対象事業,
7,131用地会計返還

金等, 8,137

 参  考  

（１）公園整備事業の推進 

【都の公園整備の計画と実績】   

区 分 

都市計画公園・緑地計画 

決定面積（平成23年4月現在）

公園整備済面積 

（平成23年4月現在） 

規模 規模 

（ha） （ha） 

都市公園 都立公園 4,100 1,937 

その他公園 6,650 3,648 

都市公園以外の公園 － 1,930 

計 10,750 7,515 

一人当たりの公園面積 

※全国平均 10.6㎡/人 
8.5(㎡/人) 5.7(㎡/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２３年度 都予算に対する交付金の割合（事業費）】 

※都予算ベース 

(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 

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

○ 都立公園整備事業全体

（23,908百万円）に占める  

 国費対象事業費の割合は 

約３０％（7,131 百万円）

○ このうち、交付金は 2,954
百万円で、都立公園整備事

業全体に占める割合は 

約１２．４％

○ 国費率は施設1/2、 

用地1/3

都立公園整備事業 

全体計 23,908 百万円 

（単位：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緊の課題であり、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。 

さらに、東日本大震災を踏まえ、災害に強い首都東京を実現するため、防災

公園整備はより一層、早期に着実な整備が求められる。 

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き上げること。

- 224 -



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 

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

0.0
0.2

0.4
0.6
0.8
1.0

1.2
1.4
1.6

1.8
2.0

林
試

の
森
公
園

善
福
寺
公
園

横
網
町
公
園

尾
久

の
原
公
園

芝
公
園

城
北
中
央
公
園

宇
喜
田
公
園

上
野
恩
賜
公
園

和
田
堀
公
園

大
泉
中
央
公
園

面
積

（
㎡

）

凡例

大規模救出・救助活動拠点
となる防災公園(11公園)

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

災害時臨時離着陸場
となる防災公園(10公園)

救援・復興活動拠点となる防災公園

環状７号線

小金井公園

神代植物公園

駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園

東京臨海広域防災公園

木場公園

葛西臨海公園

篠崎公園

水元公園

城北中央公園

舎人公園

武蔵野の森公園

和田堀公園

祖師谷公園

東綾瀬公園

日比谷公園

東大和南公園

武蔵野中央公園

石神井公園

赤塚公園

上野恩賜公園

大島小松川公園

夢の島公園

芝公園
砧公園

代々木公園

光が丘公園

亀戸中央公園

- 225 -



 

 （提案要求先 国土交通省）      

  （都 所 管 局 建設局）   

 

＜現状・課題＞ 

 水と緑の回廊で包まれた美しいまち東京の復活に向け、緑の拠点となる都立公

園の整備や、緑の拠点を結ぶ街路樹の充実等を進めてきたこれまでの成果を国内

外に発信するとともに、国や地域、都民等の協力を得て、「緑あふれる東京」に

向けた取組のさらなる推進を図る契機とするため、全国都市緑化フェアを開催す

る必要がある。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）平成２４年度に東京都で開催する全国都市緑化フェアに必要な交付金を確

保すること。 

（２）全国都市緑化フェア開催を契機とし、国道においても、より一層、街路樹

の充実を図ること。 

 

 

参  考 

 

○ 全国都市緑化フェア 

・ 都市の緑化に関する全国規模のフェア 

・ 期間中に「全国都市緑化祭」を開催 

・ 昭和５８年度以来、原則として毎年度開催 

※ 東京都での開催は第２回（愛称：モアグリーン東京、昭和５９年

度）以来 

 

○ 東京都開催における取組 

・ 開催時期 ：平成２４年９月２９日から１０月２８日 

・ 主催   ：東京都、財団法人都市緑化機構 

・ 会場   ：上野恩賜公園、日比谷公園、井の頭恩賜公園、浜離宮恩    

賜庭園、海の森、国営昭和記念公園等

６ 全国都市緑化フェアの開催 

（１）平成２４年度に東京都で開催する全国都市緑化フェアに必要

な財源を確保し、東京に必要額を確実に配分すること。 

（２）全国都市緑化フェア開催を契機とし、国道においても、より

一層、街路樹の充実を図ること（再掲）。 
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７ 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。 

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

速やかに立ち上げ平成２２年７月を目途に結論を得ることとされた。 

平成２２年６月に財務省が公表した「新成長戦略における国有財産の有効活

用について」において、国家公務員宿舎の地域活性化や都市再生の貢献に関す

る記載が見られるが、その後、具体的な内容は示されていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）「新成長戦略における国有財産の有効活用について」における国家公務

員宿舎の地域活性化や都市再生への貢献に関する具体的な内容を早期に明

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当たっては、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り受けている。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３３万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当たり、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当たり、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 

○未利用国有地等の管理処分

方針について 

 (H23.5.23 財理第 2199 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各施設については、「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」により廃止予定時期が示されていたが、平成21年11月

の事業仕分けにより凍結となっている。 

 

0 10 500m 

小山台住宅（財務省） 

・面積 ： 約2.2ha 

峰友寮（農林水産省） 

 ・面積 ： 約0.2ha 

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 

宿舎（最高裁判所） 

 ・面積 ： 約0.2ha 

宿舎（最高裁判所）

･ 面積 ： 約0.2ha

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 

開園予定区域 

（都有地） 
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（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２２（２０１０）年度末までに、

区市町村の取組とあわせ、公立小中学校２２８校（都内全公立小中学校の１２

％）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、

率先行動として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。 

 

８ 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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９ 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３／４が生産緑地  

○ 10年間で約1,250haの市街化区域内農地が減少 

【市街化区域内農地の推移】
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- 232 -



 

 

（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＞ 

小笠原諸島は、平成２３年６月に世界自然遺産に登録された。世界遺産は人

類共通の財産であり、未来の世代に引き継ぐために確実に守らなければならな

い。それは、世界遺産条約締約国である日本の責任である。 

そこで、世界自然遺産の適正な保全管理を推進するにあたっては、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の保全管理について、「世界自然遺産

推薦地 小笠原諸島管理計画」に基づき、今後とも着実に外来種対策など

に取り組むこと。 

（２）国は、新たな外来種の侵入拡散防止に積極的に取り組むなど、世界遺産

委員会の勧告に適切に対応すること。 

（３）国は、オガサワラオオコウモリ、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）ノヤギの駆除を含む植生回復等都や村が行う事業については、引き続き

財政措置を講じること。 

（５）国は、適正な保全管理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として希少種の保護増殖施設や、新たな外来種の

侵入拡散防止に関する施設などを含んだ、自然遺産センター整備計画の策

定に取り組むこと。 

１０ 小笠原諸島世界自然遺産保全管理の推進 

世界自然遺産を将来に渡って保全していくため、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、九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）国が自ら物品納入や工事等において、規制適合車の利用促進及び対策地

域内で車検更新できない旧式な車両の利用抑止に率先的に取り組んでいく

ため、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（いわゆる「グ

リーン購入法」という。）に基づく基本方針において、かかる車両を使用

しないことを判断の基準として明記するとともに、荷主等に対する意識喚

起及び取組の促進を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 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 自動車からの排出ガス対策  

（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＞ 

平成１７年１０月より適用されている、いわゆる「新長期規制」に適合する

自動車は、触媒材質や燃料燃焼の工夫などの従来の排気ガスの低公害化技術に

加え、尿素を使用して窒素酸化物を分解する技術を採用するなどして、ＮＯｘ

やＰＭの排出量が従前の規制に適合する自動車より格段に抑制されている。 

しかし、都の調査により、地球温暖化係数が二酸化炭素の約３００倍もある

一酸化二窒素が、微量ながら排出されていることが分かり、自動車メーカー各

社は、新長期規制の次の規制となる、いわゆる「ポスト新長期規制」の段階で

の改善に努めているところである。 

また、都の更なる調査により、いわゆる「ポスト新長期規制」に適合する自

動車で、排出ガス規制で定められた試験条件と異なる走行条件において排出ガ

ス低減性能を無効化する機能（以下「無効化機能」という。）が作動し、実際

の走行時にはＮＯｘが大量に排出される自動車が発見された。これを受けて、

日本自動車工業会が無効化機能の付加を禁止する「設計ガイドライン」を策定

するなど、自動車メーカー各社は自主的な改善に努めているところである。 

なお、無効化機能は、米国や欧州において反社会的な行為として明確な禁止

規定が設けられており、違反により多額の罰金が課せられた事例があるが、我

が国では禁止規定が明文化されておらず、今回のように、排出ガス規制の主旨

から外れたものを抑止できるものとなっていない。 

国は、自動車から大気中に排出される排出物について、基準値及び規定の有

無に関わらず、使用中の自動車を調査及び監視し、必要に応じて基準値及び規

定の新設や強化、自動車メーカーへの指導を行い、大気汚染並びに国民の健康

被害などを未然防止していくべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国は、ポスト新長期規制といった新車に対する排出ガス規制だけでなく、

使用中の自動車が引き続き新車時の規制値を保っていることや、実際の走

行時においても同等の排出ガス低減性能を保っていることを調査及び監視

すると共に、必要に応じて基準値や測定法の新設などを行い、自動車メー

新車時の環境性能が使用過程でも維持されていることや、実際の

走行時においても同等の排出ガス低減性能を保っていることを、随

時、調査及び監視し、必要に応じて基準対象の新設や基準値の強化、

自動車メーカーへの指導を行うしくみを構築すること。 
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カーを指導していくためのしくみを構築すること。 

   特に、排出ガス低減性能の無効化機能については、その付加についての

禁止を法令等に明文化すると共に、無効化機能を付加させた者に対する罰

則規定を設けること。 

（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。 

 

３ 局地汚染対策  

（提案要求先 国土交通省・環境省） 

（都 所 管 局 環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

国は、平成１９年５月、「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法」を改正したが、同法は、

走行規制でなく保有規制であることや重点対策地区が交差点近辺の限られた範

囲に限定されることなどの課題を抱えており、その内容は不十分なものである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）窒素酸化物や浮遊粒子状物質による幹線道路沿道の局地的な高濃度汚染

の解消を促進するために、交差点のオープンスペースの設置や高活性炭素

繊維等を用いた脱硝技術の採用、施工などにより、流入車対策と合わせて、

国の責任において、抜本的な対策を講じること。    

（２）通過車両の環境負荷を軽減するため、地域特性や道路状況に応じて、車

両を高速道路等の他の道路に誘導するなど、抜本的な対策を国の責任にお

いて実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

局地汚染対策の着実な推進と充実を図ること。 
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４ 環境・保健対策の充実 

（提案要求先 環境省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 大気汚染物質と健康被害との関係については、国において各種の研究調査が

実施されており、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。 

 

５ 大気汚染による健康被害者に対する総合的な救済策の実施 

（提案要求先 環境省） 

（都 所 管 局 福祉保健局・環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

 健康被害者に対する救済では、平成１９年８月の東京大気汚染訴訟の和解を

受け、都は、平成２０年８月から気管支ぜん息の医療費助成を全年齢に拡大し

て実施している。しかしながら、現在の大気汚染の根本的な原因は、国の自動

車排出ガス規制の遅れにあり、国は、健康被害防止に有効な対策及び総合的な

健康被害者救済策を、責任をもって講じていく必要がある。 
 

＜具体的要求内容＞ 

 大気汚染による健康被害者の早期救済のため、都としては新たな医療費助成

を実施しているところであるが、大気汚染による健康被害に対する国の責任と

して、総合的な救済策を検討し、有効な対策を講じること。 

 大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。

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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１２ 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、新型遮音壁及び緩衝建築物一部負担に必

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）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 

（１）沿道環境対策事業 

平成２３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 11,330    809 (444) 

 低騒音舗装 7,374  121 ( 66) 

 新型遮音壁 36   20 ( 11) 

 遮熱性舗装・保水性舗装 3,605  487 (268) 

 防音工事助成 115    0 (  0) 

 緩衝建築物一部負担 200  200 (110) 

 

区       分 事業費 国、首都高速㈱の負担金額

 局地汚染対策 72          45 

  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 

・ 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。 

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。                          

１３ 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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  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。 
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（提案要求先 経済産業省・国土交通省・環境省） 

（都 所 管 局 環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

中小企業の狭あいな土地における土壌汚染の調査・対策に要する費用負担が

大きいことから、土壌汚染対策が進まず円滑な土地利用が進まない懸念がある。

また、公共事業（工事）等における土壌汚染対策に係る費用負担の問題が顕在

化している。 

これらの課題解決のため、国においても法制度の見直しや助成制度の整備等

が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）大都市の住宅と工場が混在する狭い土地に対応でき、かつ、資金力に乏

しい事業者が低コストで土壌汚染対策が行えるよう早急に汚染処理技術の

開発を促進し、普及を図ること。 

（２）事業者が汚染範囲を迅速かつ低コストで確認し、円滑に対策を実施でき

るよう、都は、条例に定める土壌汚染調査のうち、汚染範囲の絞り込みに

使用できる簡易で迅速な分析技術をすでに選定している。 

国においても、このような技術を参考にして、土壌汚染対策法に基づく

調査・対策においても簡易で迅速な分析法の導入を図っていくこと。 

（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

１４ 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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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、環境対策引当金制度のような事業者の自

助努力を引き出す仕組み等の促進策を設け、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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１５ 花粉症対策の推進 
 

花粉発生源対策の充実        

      （提案要求先 農林水産省） 

（都所管局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

花粉症は、今や国民の約４人に１人が患者であるとされ、特に都が平成１８

年度に実施した花粉症患者実態調査では、都民の約３．５人に 1 人が花粉症と

推計されるなど、その対策は、都民、国民の健康に係わる重要な課題である。 

花粉症問題は、深刻な大気汚染の放置や、戦後行った大規模な植林とその後

の木材輸入自由化により、スギ林の需給バランスが崩れ、花粉発生源となるス

ギ林伐採が停滞したことによってもたらされたものであり、国の責任において

広域的な対策を行うことが必要である。 

国は、平成２０年度から花粉発生源対策(協力金交付事業)を開始したが、事

業実施要件が現場の実態を充分に反映していないため、予算が有効に活用され

ないまま、平成２２年度で事業終了となっている。また、平成２１年度に、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たものの、当年

限りで中止したことは、誠に遺憾である。 

ついては、以下の内容に早急に取り組むこと。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）花粉発生源に対する抜本的な対策の実施 
花粉の少ない苗木の供給支援だけではなく、各自治体が行う対策への支

援を含め、花粉発生源に対する抜本的な対策事業を計画し実施すること。 

（２）花粉発生源対策に必要な基盤整備の充実 

   花粉発生源対策及び国産材の利用を推進していく上で不可欠となる林道

等の基盤整備対策を充実すること。 

（３）国産材の利用促進のための施策の充実 

花粉の少ない品種等への植え替えを促進し、伐採したスギ等の国産材を

積極的に利用するため、平成２２年１０月１日に施行された「公共建築物

等における木材の利用の促進に関する法律」（平成２２年５月２６日法律

第３６号）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）花粉発生源について抜本的な対策に取り組むこと。 

（２）花粉発生源対策に必要な基盤整備を充実すること。 

（３）国産材の利用促進のための施策を充実すること。 
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○ 花粉の少ない森林づくり対策事業 

(1) 協力金交付事業(国の平成 20 年度新規事業) 

    花粉発生源対策重点区域を対象に、スギ林の伐採による花粉の少ない

スギ等への林種転換に対して、林種転換協力金を交付 

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

い森林に更新を図った場合は、20 万円(ha 当たり)を交付 

   ② 26 年生以上のスギ林を針広混交林化等へ誘導するための伐採を行

った場合は、10 万円(ha 当たり)を交付 

 (2)  立木買取事業(国の平成 21 年度補正予算事業) 

花粉発生源対策重点区域を対象に、森林組合等がスギ林の買取を行

い、伐採跡地に花粉の少ないスギや広葉樹を植栽する事業 

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

上)の定額で買取 

② 森林組合等が行う伐採・搬出に対して 6,500 円／㎥を上限に支援 

【全国】 

鼻アレルギー診療ガイドライン作

成委員会「鼻アレルギー診療ガイ

ドライン 2009 年版」より 

2008 年度の調査で、 

国民のおよそ 26.6％

が花粉症患者と推定 

【東京都】 

都福祉保健局「平成 19 年度花粉

症患者実態調査」より 

1985 年度 

都民の約 10％ 

2006 年度 

 都民の 28.2％ 

過去 5年平均
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（3） ミニチュア採取園等緊急整備事業（継続） 

    花粉症対策品種を対象としたミニチュア採取園等の造成・改良につい

て、定額（１／２）を交付する事業【平成 20 年度～平成 24 年度】 

 

○ 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公共建築物等における木材の利用の促進に関する必要な施策を策定

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の認定をし、必要な措置を講ずるよう努める 

(3)都道府県：国の施策に順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：都道府県の施策に順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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１ 少子社会対策の推進 
 

１ 次世代育成支援対策の推進 

（提案要求先 内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省）      

（都 所 管 局 福祉保健局・生活文化局・教育庁）  

 

 

 

 
 

＜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。 

国は平成２２年１月に「子ども・子育てビジョン」を発表し、平成２２年６

月には「子ども・子育て新システム基本制度案要綱」をまとめ、子育て支援施

策を財源も含めて一元化することを目指した検討を進めている。これまで、「子

ども・子育て新システム検討会議作業グループ」の下に３つのワーキングチー

ムを設置して検討を行い、平成２３年７月に「子ども・子育て新システムに関

する中間とりまとめ」が決定された。 

この中では、すべての子供と子育て家庭を対象に、質の高い幼児教育・保育

を提供するとともに、保育サービスの量的拡大を図ることとしている。 

しかしながら、事業者指定基準について、現行の基準を基礎とした全国一律

の基準とするなど、地域の実情に応じた仕組みとはなっておらず、待機児童解

消のための保育サービスの量的拡大は期待できない。 

また、保育サービスの担い手である人材の確保・育成策も具体的に示されて

いない。 

加えて、幼児教育においては、他の学校種を含め学校教育体系全体との整合

性が図られておらず、幼児教育の質の維持・向上に大きく関係する、事業者の

参入・撤退の条件や事業者指定のあり方などについて、十分に議論が尽くされ

ているとは言いがたい。 

さらに、費用負担や財政支援の仕組みなど、制度の根幹に関わる課題も多く

残されている。 

  

＜具体的要求内容＞ 

子ども・子育て新システムの具体的な制度設計に当たっては、以下の点に留

意して検討を進めること。 

（１）地方公共団体や関係者に対する情報提供を行うとともに、法定化された

「国と地方の協議の場」などを通じて十分な協議を行い、その意見を反映

すること。 

（２）全国一律の基準ではなく、地域の実情に応じた保育サービスが提供でき

（１）安定的に次世代育成支援施策を推進できる体制を構築する

こと。 
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るよう、地方の裁量を拡大すること。 

（３）保育サービスの量的拡大と質の確保・向上を図るため、人材確保・育成

策を講じること。 

（４）幼児教育については、事業者の参入・撤退の条件及び事業者指定のあり

方等を十分に検討し、質の確実な維持・向上を図ること。 

（５）待機児童解消に資する地方単独施策も含め、すべての幼児教育、保育サ

ービスに必要な恒久的、安定的な財源を確保し、財政支援を行うこと。 

（６）現在の認定こども園については、地方裁量型も含めた４つの類型全てが

円滑に運営できる仕組みとし、必要な財政措置を行うこと。 

 

 

＜現状・課題＞ 

国有地を社会福祉施設の整備を目的に貸し付ける制度が創設されたが、貸付

料の減額を行わないこととしており、地価の高い都市においては活用が図りに

くい。また、国から社会福祉法人への直接貸付けは可能となったものの、株式

会社や特定非営利活動法人などの事業者に対する直接貸付けは認められていな

い。さらに、未利用地だけでなく将来的に利用が終了する国有地情報の提供も

円滑になされていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

国有地の貸付けに当たっては、低廉な価格で児童福祉施設を整備することが

できるよう、貸付料の減額を行うこと。また国から社会福祉法人以外への直接

貸付けも可能とするとともに、現在利用可能な国有地情報だけでなく、将来利

用が可能となる国有地情報についても早期に提供すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）定期借地権を活用した未利用地の貸付について、貸付条件を

見直すこと。 
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２ 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。 

現行の認可保育所制度は、公立と社会福祉法人を中心とした全国画一的な制

度となっているが、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、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を

国としてより積極的に推進していく必要がある。 

 

＜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。 

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。 

 

 

（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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３ 多様な保育サービスの充実 

（提案要求先 厚生労働省）      

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 都の保育所待機児童数は、全国の約３割を占めており、その解消は喫緊の課

題となっている。保育所の整備については、「安心こども基金」を財源とした

補助制度となっているが、基金による保育所整備事業は時限措置であること、

また、地方自治体独自の保育施設が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。 

 国は、待機児童の解消を早期に実現するため、平成２３年度から「国と自治

体が一体となって取り組む待機児童解消『先取り』プロジェクト」を実施して

いるが、地域の実情に応じた多様な取組が進められる仕組みとなっていない。 

 また、家庭的保育事業については、平成２２年度に児童福祉法に位置づけら

れたが、都は昭和４４年度以来、４０年以上事業への補助を行っている。国の

補助基準では、家庭的保育者の要件として長期間の研修を義務付けるなど、都

の基準と比べ制約が多い。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）保育所整備事業に対する補助について、安心こども基金実施期間終了後

の方針を早期に示すとともに、必要な財源を確保すること。 

（２）「国と自治体が一体となって取り組む待機児童解消『先取り』プロジェ

クト」を実効性あるものとするため、財政力指数にかかわらず待機児童数

の多い区市町村は施設整備の補助率かさ上げの対象とするほか、賃貸物件

により保育所を整備する場合の定員の上限を撤廃するなど、大都市の実態

を踏まえた制度設計とすること。 

（３）待機児童の解消に資する地方単独保育施策についても補助対象とするこ

と。 

（４）家庭的保育事業を拡充するため、地方独自の取組を踏まえ、家庭的保育

者に求める研修内容など補助要件を見直すこと。 

喫緊の課題である待機児童解消に向けた支援を充実すること。 
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２ 児童に関する相談支援機能の強化 

 

（提案要求先 厚生労働省）     

               （都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

家庭や地域における養育機能が低下している中で、児童虐待や非行など、子

供や家庭に関する深刻な相談が増加している。こうした状況に適切に対応でき

るよう、困難事例への対応を担う児童相談所の体制強化について対策を講じる

必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）児童福祉行政及び法的対応や行政実務に卓越した経験と能力を有する人

材を児童相談所長に任用できるよう、その資格要件を拡大すること。 

また、医師（精神科医及び小児科医）、児童心理司などの専門職の配置

を、児童福祉司と同様に児童福祉法において明確に定めるとともに、具体

的な配置基準を定めること。 

特に、児童心理司については、虐待を受けた児童の心理的ケアや保護者

援助など、その役割が高まっていることから、早急に定めること。 

そのほか、法的対応力強化のため、弁護士の配置を充実させるための財

政措置を講じること。 

（２）一時保護所における生活指導職員や心理職員、看護師等の配置基準を定

めること。 

 

（１）児童相談所の職員の専門性強化について必要な措置を講ずる

こと。 

（２）児童相談所の一時保護機能の充実に必要な措置を講ずること。
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参  考 

■ 児童相談所長の資格要件（児童福祉法第 12 条の３の１） 

■ 弁護士措置における国及び都の現状（平成２２年度） 

都国目項分区

弁護士措置の 

充実 

児童虐待・ＤＶ対策等総合支

援事業（法的対応機能強化事

業） 

交付基準額 6,138 千円 

歳出予算額 10,117千円 

所 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で な け れ ば な ら な い 。  

一  医 師 で あ っ て 、 精 神 保 健 に 関 し て 学 識 経 験 を 有 す る 者  

二  学 校 教 育 法 (昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 )に 基 づ く 大 学 又 は 旧

大 学 令 (大 正 七 年 勅 令 第 三 百 八 十 八 号 )に 基 づ く 大 学 に お い て 、心 理

学 を 専 修 す る 学 科 又 は こ れ に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 者  

三  社 会 福 祉 士  

四  児 童 の 福 祉 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 職 員 (以 下 「 児 童 福 祉 司 」

と い う 。 )と し て 二 年 以 上 勤 務 し た 者 又 は 児 童 福 祉 司 た る 資 格 を 得

た 後 二 年 以 上 所 員 と し て 勤 務 し た 者  

五  前 各 号 に 掲 げ る 者 と 同 等 以 上 の 能 力 を 有 す る と 認 め ら れ る 者 で

あ っ て 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る も の  
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３ 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児童に対応

できるよう施設のあり方について検討を行っている。施設の最低基準は、国が

示す「設備運営基準」に基づき自治体が制定することとなった。しかし、国の

「設備運営基準」に基づき措置費が算定されるため、都道府県が国の基準を上

回る基準を設定しても、財政的な裏づけがない。このため、社会保障審議会が

示した「社会的養護の課題と将来像」における人員配置の水準を実現するなど、

国は、児童等に対する支援体制を抜本的に改善する必要がある。 

 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。国は里親等の家

庭的養護の推進方針を示しているが、この推進のためには養育家庭の相談支援

体制の充実は不可欠である。 

 また、都で行った児童養護施設等退所者への調査結果によると、進学や就業

など社会的自立の困難さが伺える。施設等を退所した後、安定した生活を送る

ためにも、社会的養護における自立支援策の強化が求められている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）被虐待や発達障害を持つ児童の増加など、新たな状況に対応して、社会

的養護の体制整備を図ること。 

ア 児童養護施設等において、児童の状態に応じた個別的なケアを行える

体制を確保するため、社会保障審議会が示した「社会的養護の課題と将

来像」における人員配置の水準を早期に実現すること。 

イ 医療的・心理的ケアなどの専門的ケアを必要とする児童へ十分な対応

が行えるよう、精神科医や治療・指導職員を新たに配置すること。 

（１）児童養護施設等の施設のあり方を見直すこと。また、職員配

置や施設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退所後を含めて充実、

強化すること。 
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（２）家庭的養護の一層の推進を図ること。 

ア 社会全体での養育家庭への理解を高めるため、一層の普及啓発を図る

こと。 

イ 養育家庭が社会的養護の担い手として十分な活動ができるよう、里親

と施設入所児の交流に要する経費など、児童の委託前も含めて必要な経

費補助を行うこと。 

ウ 養育家庭の安心を確保するため、里親の数や地域の実情に応じ、里親

支援機関の人員配置や相談支援業務等の充実・強化が図れるよう、必要

な経費補助を行うこと。 

エ 児童養護施設及び乳児院における本体施設の定員や小規模グループケ

アの設置数、児童養護施設が１施設当たりに設置できる地方小規模児童

養護施設（グループホーム）数について、地方自治体の実情に合わせて、

弾力的に認めること。 

オ 地域小規模児童養護施設（グループホーム）において、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）学習指導費及び学習塾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、医療的な

ケアが必要な乳児への対応のため、看護職員の配置を充実させること。 

（５）養育家庭も含めて社会的養護に育つ子供が自立した生活を安定して継続

できるよう、施設等入所中から退所後までの支援策を強化すること。 
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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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（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、平成２２年度限りの制度として、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、いわゆる「つなぎ法」（国民生活等の混乱を回避するための平成二十

二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律）に基づ

き、平成２３年９月まで、平成２２年度の子ども手当制度を継続させた。また、

１０月から半年間については、いわゆる「特別措置法」（平成二十三年度にお

ける子ども手当の支給等に関する特別措置法）に基づき、新たな制度として実

施することとなるが、引き続き地方負担を残したままとなっている。 

 一方、平成２４年度以降の方針については、特別措置法の支給額等を基に、

児童手当法に所要の改正を行うことが基本とされているが、詳細な内容は明ら

かになっていない。 

 平成２４年度の手当制度の構築は、国の責任で国において行われているもの

であることから、費用についても、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。 

 国は、早期に手当のあり方を示すとともに、具体的な制度設計にあたっては、

国から地方に対して十分な協議を行い、地方の意見を的確に反映すべきである。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）子どもに対する手当のあり方について、現場に混乱が生じないよう早急

に内容を明らかにすること。 

（２）制度設計に当たっては、地方公共団体や関係者に対する情報提供を行う

とともに、法定化された「国と地方の協議の場」などを通じて、十分な協

議を行い、その意見を反映すること。 

（３）費用については、地方に負担を転嫁することなく、国の責任において確

実に財源を確保すること。

４ 子どもに対する手当の実施に伴う確実な財源

の確保等 

（１）子どもに対する手当のあり方について早急に示すこと。 

（２）制度設計に当たっては、地方公共団体や関係者に対する情報

提供を行うとともに、法定化された「国と地方の協議の場」を

通じて、十分な協議を行い、その意見を反映すること。 

（３）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

において確実に財源を確保すること。 
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５ 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）介護保険施設の居住費(ホテルコスト)の補足給付額について、地価等の地

域差を反映したものとすること。 

（３）小規模多機能型居宅介護について、利用定員上限を撤廃すること。 

   また、宿泊サービスの利用定員の規制を緩和するとともに、宿泊室の空室

について利用登録者以外の者が弾力的に利用できるようにすること。 

（４）認知症高齢者グループホームのユニット数について、既成市街地は３ユニ

ットの整備が認められたが、その他地域でも整備ができるよう、対象を拡大

すること。 

（５）職員配置が基準を下回った場合の介護報酬減算については、事業継続との

バランスに配慮した制度とすること。 

（６）認知症高齢者グループホームの入居定員について、「指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第９３条第２項の『入居定

員を５人以上９人以下とし』との規定をより柔軟に対応できるようにするこ

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。 

（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。 

- 258 -



 

 

＜現状・課題＞ 

現在、東京における介護サービス事業者の多くは、慢性的な介護人材不足など

により、厳しい運営状況にある。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、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。 

このことを含め、都は国に対し、今年度７月と８月に「介護報酬改定に関する

緊急提言」を行った。 

 また、国は平成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きたが、交付金事業は平成２３年度までの臨時的な措

置であり、平成２４年度以降の対応が不明なことから、事業者は職員の基本給の

抜本的な改善に踏み切れない状況にある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）介護報酬について、介護サービス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

ことができるよう、適切に見直すこと。 

（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）介護職員処遇改善交付金については、一時的な予算措置でなく、介護報酬

の基本部分に組み入れ、報酬の単価については、事業所ごとの取組を評価し

たものとすること。 

 

 

＜現状・課題＞ 

 高齢者の増加や介護療養型医療施設の廃止により、地域で療養する高齢者が増

加することが見込まれており、こうした高齢者には適切な医療と介護の支援が必

要である。しかし、現在の地域包括支援センターにおける、包括的・継続的マネ

ジメント支援機能は、業務多忙等の理由により十分機能していない。 

 また医療については、専門性が高く本人、家族、介護支援専門員が医療情報を

（３）在宅療養生活の継続を支援するため、地域包括支援センター

に専任の医療支援を担当する職員を配置するとともに、介護支

援専門員が退院時に実施するアセスメントを報酬算定の評価対

象とすること。 
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正しく理解することが難しく、適切な支援を受けられないという状況がある。 

 介護については、介護支援専門員が退院時の支援にかかわったとしても、結果

として介護給付サービスの利用に結びつかなかった場合、給付管理の対象となら

ない。このような支援を評価する仕組みがあれば、介護支援専門員の積極的な関

わりが期待できる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地域包括支援センターに医療面の支援を行う専任の職員を配置すること。 

（２）介護支援専門員が医療機関から退院を予定している要介護（支援）認定高

齢者（認定区分の未認定高齢者（申請中）を含む）に対して実施する退院後

の療養環境を整備するためのアセスメント自体を介護報酬算定の対象とする

こと。 

 

 

＜現状・課題＞ 

地価の高い東京において、在宅の要介護高齢者とその家族を支えるショートス

テイの整備を促進するには、小規模のショートステイが必要であるが、現行制度

では、職員配置や設備基準等について、小規模での運営が可能なものとはなって

いない。 

具体的には、医師１名以上の配置が必要であり、かつ、利用者１人あたりの床

面積も１０．６５㎡以上確保しなければならない。しかし、同様に宿泊サービス

を提供する小規模多機能型居宅介護においては、医師の配置は不要であり、利用

者１人あたりの床面積も７．４３㎡以上と、ショートステイと比較して緩やかな

基準となっている。 

さらに、ショートステイと同程度の設備を有する介護付有料老人ホームの空床

を活用してショートステイ事業を行う場合は、介護保険法の適用ができないため、

介護サービス費用全額を自己負担とする自主事業での実施となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地価の高い東京において、ショートステイ事業の促進が図れるよう、医療

機関等との連携が図れる場合には医師の必置を緩和するとともに、小規模多

機能型居宅介護を勘案して１人当たり床面積についても基準を見直すなど、

小規模での運営が可能となるような基準を設定すること。 

（２）介護付有料老人ホームの空床を利用したショートステイについて、短期入

所生活介護の指定対象に加えること。 

 

 

 

 

（４）ショートステイの基準等に関する規制緩和を行うこと。 
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＜現状・課題＞ 

在宅介護者の状況は、世帯構成の変化から、「老・老介護」や子供が仕事を続

けながら行う介護が増加しており、適度な休息や勤務の継続が可能となるような

サービス時間の確保が求められている。 

特に、認知症高齢者については、徘徊や多動などの周辺症状により、ショート

ステイの利用を事業者から断られることも多いことから、支援を強化する必要が

ある。 

都では、認知症高齢者の在宅生活を支援するため、平成２１年度から認知症対

応型通所介護事業所における早朝・夜間の利用時間延長と宿泊についての試行事

業を実施している。この試行事業の検証では、利用者にとっては通い慣れた馴染

みの環境（場所、職員、利用者同士など）でのサービス提供が可能であること、

家族にとってはレスパイトケアとしての効果があること等、おおむね高い評価が

得られた。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）認知症対応型通所介護の所要時間の前後に引き続き、午前６時から午後  

１０時までの時間に提供された日常生活の世話の所要時間について、限度を

設けず算定対象時間に含めること。 

   その際には、事業者の取組を促進するため、延長２時間で１００単位の現

状を見直し、適正な単位に上げること。 

（２）認知症対応型通所介護の利用登録者に対し、当該認知症デイサービスセン

ターにおける宿泊サービスの提供を制度化すること。 

   また、サービスの提供に際しては、事業者において十分な夜間体制が確保

できるよう、介護報酬において適正な評価をすること。 

   さらに、火災発生時の設備面の安全性を確保するため、スプリンクラー等

消火設備を設け防火体制を整備するとともに、利用者の尊厳が保持された環

境を整える措置を講じること。 

 

 

 

（５）認知症対応型通所介護において延長サービス（算定対象時間

の拡大）と宿泊サービスが提供できるようにすること。 
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２ 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） 

（１）一般病床において身体合併症患者の受入促進を図るため、診療

報酬の加算制度を創設するなど必要な措置を講じること。 

（２）認知症疾患医療センター運営事業に必要な財源措置を講じると

ともに、補助金の充実を図ること。 

（３）区市町村が、地域の実情に応じた認知症の人への効果的な支援

のための連携を促進できるよう、市町村認知症施策総合推進事業

の予算規模の拡大を図ること。 

（４）若年性認知症を専門としたデイサービスを実施できるよう、新

たな介護報酬を設定するなどの措置を講じること。 

 

＜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。そうした現状を踏まえて、国も、第５期介護保険事業計画の基

本指針(案)において、区市町村が地域の実情に応じて取り組むことができる優先

すべき重点事項の１つとして「認知症支援策の充実」を示すこととしている。 

 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。 

 認知症疾患医療センター運営事業では、平成２３年度予算が前年度と比較し大

幅に削減されたことから、事業の執行に支障がないよう、十分な財源措置を行う

必要がある。また、認知症疾患医療センターは、医療相談、地域連携等様々な事

業を行うことが要件となっているが、人件費について、地域包括支援センターと

の連絡調整業務を専従で行う担当者以外は補助対象となっていない。 

一方、平成２３年度に新設された「市町村認知症施策総合推進事業」は、市町

村において医療機関や介護サービス及び地域の支援機関をつなぐコーディネータ

ーとしての役割を担う「認知症地域支援推進員」を地域包括支援センター等に配

置し、医療と介護の連携強化や、地域における支援体制を構築する事業であるが、

予算規模は全国で１５０か所程度と限定されており、配置場所も各１か所とされ
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ている。 

 また、介護保険制度においては、現状、若年性認知症を受け入れた施設や事業

所に対して報酬の加算制度が設定されている。しかし、高齢者が中心のデイサー

ビスにおいては若年性認知症の人がなじめず、通所を本人が拒否したり、家族が

抵抗を感じることが多く、若年性認知症の人の居場所を確保する必要がある。 

 

＜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とともに、

入院受入れに必要な職員の配置ができるよう、対策を講じること。  

（２）認知症疾患医療センター運営事業に対する補助金について、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とともに、必要な人件

費を補助対象とすること。 

（３）市町村認知症施策総合推進事業は、その趣旨に鑑み、実施を希望する全て

の区市町村において地域の実情に合わせた「認知症地域支援推進員」の活用

が可能となるよう柔軟に運用するとともに、事業規模の拡大を図ること。 

（４）若年性認知症を専門としたデイサービスを実施できるよう、新たな介護報

酬を創設するなどの措置を講じること。 

 

 

 

 

 

 

参  考 

 

（１）若年性認知症利用者(入所者／患者)受入加算 

    若年性認知症の人やその家族に対する支援を促進する観点から、施設系

サービス、短期入所系サービス、通所系サービス、グループホームにおい

て若年性認知症の人を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サ

ービスを提供することについて評価を行なう。 

 

  宿泊による受入れ  １２０単位／日 

  通所による受入れ  ６０単位／日 

 

  ※宿泊による受入れとは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設等による受

入れをいい、通所による受入れとは、通所介護、通所リハビリテーション等

による受入れをいう。 
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３ 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。 

 平成２３年度末に廃止が予定されていた介護療養病床について、国は平成３０

年３月まで廃止計画期限を延長することとしたが、それまでの間の具体的な方針

を示していない。  

 また、介護療養型老人保健施設は、医療の必要性が比較的低く状態が安定して

いる患者の受入先として有力な施設であるが、現行の介護報酬水準が介護療養病

床の報酬に比べ十分な金額でないために、転換は進んでおらず、転換意向を持つ

施設もまだ少ない状況である。 

 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。 

 今般の「社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正」により平成２４年４月から、

特別養護老人ホーム等において介護職員等が医師・看護職員との連携の下、たん

の吸引等を実施することが可能となるが、都道府県が実施する研修は国の補助割

合が２分の１であり負担が生じることになる。 

 そのため、研修に必要な予算を確保することができず、都道府県間で当該医療

ケアを実施する介護職員数などに格差が生じる可能性がある。 
 
＜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 介護療養病床の今後の方針について、早急に明らかにすること。 

 また、介護療養型老人保健施設の報酬を適正な水準に設定するなど、円滑

な転換を促進すること。 

② 介護職員等によるたんの吸引等の実施のために都道府県が行う研修事業が

適切に実施できるよう、国の補助割合を１０分の１０とすること。 

療養病床再編成が円滑に実施されるよう十分な支援策を講じること。
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４ 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、全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当たっては、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。 

 なお、昨年より認知症高齢者グループホームは、延べ面積２７５㎡未満につい

ても国庫補助の対象となったところであるが、それ以外の施設は対象となってい

ない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）平成２３年度までの時限となっている既存施設のスプリンクラー等整備特

別対策事業について延長すること。 

（２）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。 

（３）都市型軽費老人ホームや小規模多機能型居宅介護事業所、サービス付き高

齢者向け住宅等を設置対象に加えること。 

（４）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。 

（５）既存施設だけでなく、新設や延べ面積２７５㎡未満の施設及び未届の有料

老人ホーム等の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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５ 事業の円滑な実施に向けた助成制度等の実現 

（提案要求先 財務省・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＞ 

（１）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すること。 

（２）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こ

と。 

 

 

＜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）平成２３年度までの時限となっている本制度について延長すること。 

（２）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。 

 

（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。

（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。 
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（３）定期借地権の利用について、存続期間を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。 

（４）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。 

 

 

＜現状・課題＞ 

 地価が高く人口が集中している大都市部の自治体にあっては、少子高齢化に伴

う社会福祉サービスの需要増に対応する施設用地の確保は喫緊の課題である。 

 都では、この状況を打開するための施策の一つとして、介護保険施設等の運営

を行う社会福祉法人、株式会社、特定非営利活動法人などの事業者に対し、未利

用の都有地を５０％減額の上、貸し付けることで、認知症高齢者グループホーム

等の施設整備の促進に努めている。 

 国においても、新成長戦略により、社会福祉施設整備のために、国有地を地方

自治体に貸し付ける制度が創設されたが、貸付料の減額がなく、直接の貸付先は

地方公共団体及び社会福祉法人に限定されている。 

 平成２３年２月に、都が国有地の貸付制度について区市町村に調査した結果で

は、貸付料の減額が必要であること、国から事業者への直接貸付けを可能とする

こと、未利用地だけでなく将来的に利用が終了する国有地情報の早期提供を求め

る意見が多く、本制度の貸付条件を見直す必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国有地に低廉な価格で社会福祉施設を整備することができるよう、貸付料

の減額を行うこと。 

（２）社会福祉施設の整備を迅速に行い、意欲のある多様な民間事業者の参入を

促すため、国から社会福祉法人以外の事業者に対する直接の貸付けも可能と

すること。 

（３）計画的に社会福祉施設の整備を行うことができるよう、直ちに利用可能な

国有地の情報だけでなく、数年後に利用可能となる国有地の情報についても、

早期に提供すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）定期借地権を利用した未利用国有地の貸付けについて、貸付

条件を見直すこと。 
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参  考 

 

○都が実施した国有地の貸付制度に関する区市町村アンケート結果 

 

１ 国が貸付料の減額を行わないことについて 

【特別区（２３件）】 

① 現行のままで良い  ０件（ 0.0％） 

② 反対       ２０件（87.0％） 

③ どちらでもない   ３件（13.0％） 

【市町村（３９件）】 

① 現行のままで良い  １件（ 2.6％） 

② 反対       ２０件（51.3％） 

③ どちらでもない  １８件（46.1％） 

【全体 （６２件）】 

① 現行のままで良い  １件（ 1.6％） 

② 反対       ４０件（64.5％） 

③ どちらでもない  ２１件（33.9％） 

 

 

 

２ 未利用地だけでなく、近々に利用が終了する国有地情報の早期情報提供が必要か 

【特別区（２３件）】 

① 必要 ２１件（91.3％）           

② 不要  ２件（ 8.7％） 

【市町村（３９件）】 

① 必要 １８件（46.2％）           

② 不要 ２１件（53.8％） 

【全体 （６２件）】 

① 必要 ３９件（62.9％）           

② 不要 ２３件（37.1％） 

 

問１

現行のまま

でよい

1（1.6％）

現行のまま

でよい

1（2.6％）

現行のまま

でよい

0（0％）

反対

40(64.5 ％)

反対

20（51.3％）

反対

20（87.0％）

どちらでもない

21（33.9％）

どちらでもない

18（46.1％）

どちらでもない

3（13.0％）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

市町村

特別区

現行のままでよい 反対 どちらでもない

問３

必要

39（62.9％）

必要

18（46.2％）

必要

21（91.3％）

不要

23（37.1％）

不要

21(53.8％)

不要

2（8.7％）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

市町村

特別区

必要 不要
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高齢者医療制度・国民健康保険の見直し等 

  （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２２年１２月、高齢者医療制度改革会議において、「高齢者のための新

たな医療制度等について（最終とりまとめ）」がまとめられた。 

これは、区市町村国保の構造的問題や今後も増嵩する医療費に対する財源問

題等の議論が欠如し、持続可能な医療保険制度の構築に向けた本質的な議論が

なされないままとりまとめられたものである。 

 こうした問題があるにもかかわらず、平成２３年６月に政府・与党社会保障

改革検討本部が決定した｢社会保障・税一体改革成案｣では、「市町村国保の財

政運営の都道府県単位化・財政基盤の強化」や「最終とりまとめに基づいた高

齢者医療制度の見直し案」等が盛り込まれており、早くて来年には関連法案を

提出することとしている。 

 現在、国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議ワーキンググル

ープや、社会保障審議会医療保険部会において、市町村国保の財政基盤の強化

等について議論が進められているが、市町村国保の構造的課題や財源問題など

について、抜本的な解決策が示されていないだけでなく、地方公共団体との十

分な調整もされていない。 

医療保険制度の見直しに当たっては、将来にわたり安定的で持続可能な制度

となるよう、必要財源も含めて十分議論するとともに、地方公共団体や保険者

等の関係団体、被保険者等の理解と納得を得られる制度とする必要がある。 

 

６ 医療保険制度の改革等 

（１)高齢者医療制度や国民健康保険制度など、保険制度の見直し

に当たっては、将来にわたり安定的で持続可能な制度となる

よう、十分議論するとともに、必要な財源を確保すること。

（２）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。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）高齢者医療制度及び国民健康保険制度など、医療保険制度の見直しに当  

たっては、将来にわたり安定的で持続可能な制度となるよう、財源の確保

策も含めて十分議論するとともに、地方公共団体や保険者等関係団体、被

保険者等の理解と納得を得ること。 

（２）医療保険制度の見直しに当たっては、医療費等の将来推計を適切に行う

とともに、その財源について、安易に地方公共団体や保険者に負担を転嫁

することがないよう、国の責任において、必要な財源を確保すること。 

（３）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。 

（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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７ 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」等において障害者制度に関する議論が行われており、平成２３年８月に総

合福祉部会から障がい者総合福祉法の骨格について提言が行われたところであ

る。また、障害者自立支援法等の一部を改正する法律が施行されるが、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。 

 同時に、安定的な制度にするため十分な財源を確保するとともに、広く国民

全体の理解に立った制度構築を目指し、社会保障制度全体の見直しとの均衡を

図る必要がある。 

 なお、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、事業の充実や低所得者に係る利用者負担の軽減に取り組む都道

府県や区市町村に超過負担が大きく生じている。 

 

＜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

とともに、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。 

   なお、後年度負担を考慮した十分な財源を確保し、安定的な制度とする

こと。 

（２）障害者自立支援法等の一部を改正する法律の円滑な施行のため、必要な

経過措置を設ける等、サービス利用者、サービス提供事業者及び地方自治

体の実情に十分配慮すること。 

また、法施行に伴う経費について、十分な財源措置を行うこと。 

（３）利用者負担については、法律上も負担能力に応じた負担が原則であるこ

とが明確化されたが、今後とも必要に応じた軽減措置を検討すること。 

（４）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

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。 

- 271 -



 

 

 

担の軽減も考慮した上で、十分な予算措置を行うこと。 

   また、改正法の附則にある移動支援事業の見直しに当たっては、地方自

治体等の意見を十分聞いたうえで、必要な検討を行うこと。 

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。 

（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。 

   また、国において障害程度区分の廃止を含めた新たな仕組みの検討が進

められているが、障害福祉サービス等給付のための判断基準の見直しに当

たっては、支給決定の公平性、透明性及び客観性を担保するとともに区市

町村が円滑に運用できる制度とすること。 

（６) 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は、平

成２３年度が最終年度とされているため、同事業実施の効果を検証し、「処

遇改善助成事業」等の効果を継続させるための報酬改定等、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。   

 

（３）円高・デフレ対策のための緊急総合経済対策を踏まえた平成２２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３９億円） 

 

  ○ 「障害者の地域生活を支援するため、施設サービスの昼夜分離や就労

支援等の新体系サービスへの移行に必要となる施設改修や設備の充実を

推進するとともに、発達障害者に対する情報支援の普及や障害者自立支

援機器の開発・普及を図る」とされた。 

  ○ 補正予算に係る同交付金都交付決定額は、約９１百万円（うち「発達

障害者に対する情報支援体制の整備事業１５０万円」 
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２ 障害福祉サービス基盤整備 

（提案要求先 財務省・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。 

 新成長戦略により、地方自治体だけでなく社会福祉法人も、国から直接国有

地を借りることができるようになったが、依然として社会福祉法人以外の民間

事業者は転貸でしか活用できない状況である。また、国は貸付料の減額は行わ

ないとしており、他地域と比較して特に地価の高い都においては、活用が図り

にくく、施設整備の促進につながりにくい。 

 都が国有地の貸付制度について区市町村に調査した結果では、貸付料の減額

が必要であること、国から事業者への直接貸付けを可能とすること、未利用地

だけでなく将来的に利用が終了する国有地の情報の早期提供を求める意見が多

い。 

 

＜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。 

（３）国有地に低廉な価格で社会福祉施設を整備することができるよう、国は

貸付料の減額を行うこと。また、社会福祉法人以外の民間事業者へ直接貸

し付けるなど、柔軟な貸付の仕組みを構築すること。さらに、計画的に社

会福祉施設の整備を行うことができるよう、現在利用可能な国有地の情報

だけでなく、将来利用可能となる情報についても、早期に提供すること。 

 

（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ととも

に、国有地の柔軟な活用を図る制度とすること。 
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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

が必要である。 

 

＜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 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、障害の特性や施設の実情を踏まえた施行令の見直しや運用を行うな

ど、消防用設備の整備のための必要な措置を講じること。 

② 消防用設備整備のための個別補助等、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】       

 区分 

社会福祉施設等

施設整備事業 

障害者自立支援基

盤整備事業 

障害者通所施設等

整備費補助 

（国庫事業） （基金事業） （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 

建
築
等 

補助内容 創設・改修 改修・増築 創設・改修 

補助基準額 

１９，９００千円 

（創設） 

  ５，０００千円 

（改修） 
２４，０００千円 

１０，０００千円 

（改修） 

 ２０，０００千円 

（増築） 

補助率 

国：１／２  

都：１／４  

事業者：１／４ 

国：１０／１０  

（特別助成の場合） 

都：７／８   

事業者：１／８  

補助対象物件 自己所有物件 

（改修）賃貸物件・

（増築）自己所有物

件 

自己所有・賃貸物件

備
品
等 

補助対象内容 － 初度設備等 １件１０万以上  

補助基準額 － １，０００千円 １，０００千円 

補助率 － 国１０/１０ 

（特別助成の場合） 

都：７／８   

事業者：１／８  

協議時期 

着工の前年度 当該年度 当該年度 

（平成２３年度分）

 国：ヒアリング日程 

  平成２３年３月  

１４日 

 

   (国内示：平成

２３年５月～６月） 

（平成２３年度分） 

予定 

 都：書類提出日 

   平成２３年６月  

以降年２回実施 

（平成２３年度分） 

予定 

 都：書類提出日 

   平成２３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たが、現行の報酬単価は、

地域区分が大都市の実情を反映したものになっていない。なかでも、在宅の最

重度障害者を対象とする重度訪問介護など訪問系のサービスについては、人材

の確保が困難な状況である。 

 また、訪問系サービスについては政令で国庫負担の上限が定められているた

め、平成２２年度では、都内の区市町村において約４２億円の超過額が生じて

いる。 

 なお、平成２２年１２月に公布された障害者自立支援法等の一部を改正する

法律により、障害児に係るサービス体系が再編されるほか、障害者の地域移行

・地域定着支援の個別給付化等が実施されることになったが、障害者（児）を

支える人材確保、良質なサービス提供、安定した事業運営を図ることができる

基準及び報酬体系とする必要がある。 

 さらに、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、現在区市町村の超過負担の一部について「重度訪問介護等の利用

促進に係る市町村支援事業」により支援しているが、引続き区市町村を支

援できるよう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）児童福祉法によるサービスについては、平成２４年度より、障害種別ご

との体系が一元化され、また、１８歳以上の利用者については、障害者自

立支援法のサービスで対応することとされた。これらの制度変更について、

重症心身障害児（者）を始めとした現行サービスの利用者が、継続してサ

ービスを利用できる事業内容、基準及び報酬体系とすること。 

（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。 

（７）学齢期の支援の充実のため創設された放課後等デイサービスについて、

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、必要・

十分な報酬単価を設定するとともに、現行の児童デイサービス等から円滑

に移行できるよう、必要な措置を講じること。 

（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、障害福祉サービス（通所）を入院中から利用できるようにするととも

に、個別給付化する地域移行支援・地域定着支援については、必要・十分

な報酬単価を設定すること。 

（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職場定着支援の機能を付与

し、その報酬を充実すること。 

 

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

工賃水準向上への支援策を充実し、併せて区市町村も実施主体と

して取り組めるよう、財政支援を行うこと。 
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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を充実し、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。 

 

 

 

 

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２８２か所（平成２２年度）設置・

運営されている。 

 

（２）工賃倍増計画支援事業の創設  

   障害者が地域で経済的にも自立して生活するためには、一般就労への移

行支援のみならず、福祉施設等における工賃水準の向上を図ることが重要

であり、平成１９年度より「工賃倍増計画支援事業」を創設した。 

 本事業により、都道府県ごとに工賃の倍増を図るための具体的な方策を

定めた「工賃倍増計画」が策定されることとなり、５年後の平成２３年度

には現状の工賃の倍増を目指すこととしている。  

 

（３）「工賃倍増５か年計画」による福祉的就労の底上げ  

   工賃水準の向上については、「成長力底上げ戦略」に『「工賃倍増５か

年計画」による福祉的就労の底上げ』として位置付けられ、官民一体とな

った取組を推進することとしている。  

 具体的には、各事業所において、民間企業等の技術、ノウハウ等を活用

し、経営コンサルタントや企業勤務経験者の受入れによる経営改善や企業

経営感覚の醸成を図るとともに、一般企業と協力して商品開発や市場開拓

等を行うこととしている。  
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５ 精神科医療等の充実 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局・病院経営本部） 

 

＜現状・課題＞ 

 次期医療計画において、国は、精神疾患を医療計画に記載すべき疾病に追加

する方針としているが、精神疾患に対応した地域医療連携体制を構築するには、

精神科だけでなく一般診療科も含めたより多くの医療機関等の参画を促し、地

域において病状の経過に基づききめ細かな対応を図る必要がある。 

 精神身体合併症医療においては、国の補助制度を活用して医師確保を図って

いるものの、診療報酬が不十分なため、継続的に十分な担い手を確保すること

は困難である。また、一般診療科と精神科との連携について、診療報酬上十分

に評価されていないため、特に精神科救急医療の現場において、精神身体合併

症患者の受入れが円滑に行われていない。 

 重度アルコール依存症については、平成２２年度の診療報酬改定で、重度ア

ルコール依存症入院医療管理加算が新設された。しかし、地域で生活する依存

症者の回復に向けては、疾患の特性に応じた専門性の高い、相応の時間をかけ

た通院医療が必要であるが、診療報酬上、十分な評価がなされていない。 

 認知行動療法については、平成２２年度から新たに診療報酬の対象となった

が、対象疾患がうつ病等の気分障害に限定されており、また個別の患者に実施

すること等の要件がある。 

 アウトリーチ推進事業については、平成２２年度から、国において精神障害

者の地域定着支援のために事業が創設されているが、平成２３年度においては、

その対象は病床削減を行う民間病院に限られている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）医療計画見直しの方針を踏まえ、精神科医療連携の推進に資するよう、

地域連携診療計画管理料の対象疾患に精神疾患を加えるなど診療報酬の充

実を図ること。 

（２）精神身体合併症患者への適切で円滑な医療提供体制を推進するため、診

療報酬の充実を図ること。 

 ① 精神身体合併症の入院医療については、対応可能な精神病棟が確保され

るよう精神病棟入院基本料の充実を図ること。 

 ② 精神身体合併症救急患者の地域連携による転院について、精神病床も加

算の対象とすること。 

 ③ 一般病棟で精神身体合併症患者に対し必要な治療を行った場合にも加算

を行うこと。 

精神科医療を充実させるため、診療報酬の改善を図るとともに、

精神障害者に対する各種福祉サービスを拡充すること。 
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（３）アルコールや薬物等への依存症対策については、入院治療だけでなく通

院専門医療についても診療報酬の充実を図るとともに、社会復帰支援施策

に対する総合的な補助制度を新たに創設すること。 

（４）認知行動療法に対する診療報酬について、対象疾患を拡大し、集団を対

象とする場合にも認めるなど評価の充実を図ること。 

（５）精神障害者の地域生活定着を支援するため、病院に限らず、精神保健福

祉センターや保健所、診療所等が、地域の実情に応じて訪問型支援を担え

るよう柔軟な制度とすること。 
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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＞ 

平成２２年平均の完全失業者のうち、失業期間が１年以上の失業者は、全国で

１２１万人と３年連続で増加するなど、依然として厳しい雇用状況が続いている。 

国は、住居・生活に困窮する離職者に対して、平成２１年度に住宅手当など第

二のセーフティネットと呼ばれる各支援施策を整備し、平成２３年１０月からは

求職者支援制度を開始しているが、失業等による生活保護申請が依然として増加

していることなどを踏まえると、これら各種支援策の自立促進の効果を高めるこ

とが重要である。 

住居を喪失した求職中の貧困・困窮者への支援は、あくまでも国の責任におい

て通年で実施すべきであり、年末年始に特別な対策が必要とならないようにする

ためにも、働く意欲がありながら就職できず、生活や住居に困窮している離職者

等に対するセーフティネット機能を一層強化する必要がある。 

 

＜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、住居・生活に困窮す

る離職者が、生活保護に至る前に的確な支援を行うことによって安定的な就労の

機会を確保し、生活再建を図ることができるよう、国の責任において必要な制度

・事業の再構築に積極的に取り組み、各種支援施策の充実・強化を図ること。 

８ 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、各種支援策の充実・強化に引き続き積極的に取り組

むこと。 
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２ 職や住まいに困窮する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、「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（第二のセーフティネット）が構築された。 

また、昨年には、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、

ハローワークへ住居・生活支援アドバイザーが配置され、生活福祉・就労支援協

議会が設置された。 

本年１０月からは、求職者支援制度が法制化されたが、住宅手当や臨時特例つ

なぎ資金貸付は、臨時的・時限的措置にとどまっている。 

一方、住居を失った離職者や不安定就労者の中には、住宅入居費用などを貸し

付ける総合支援資金貸付制度の対象外であったり、住宅手当を利用できない者が

いる。また、住宅手当を受給中に就職できた者も３割程度にとどまっている。 

都は、第二のセーフティネットが利用できない住居を失った離職者や不安定就

労者等に対して、生活相談や居住支援等の支援を行う事業を実施しているが、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

に困窮している者に対し、一刻も早く就職し、生活を安定させるよう、第二のセ

ーフティネットによる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が恒久的な施策として体系的に位置づけられ機能

するよう、各種支援策を再構築すること。また、住宅手当などの窓口一元化

や就労支援の機能を強化するとともに、敷金・礼金の貸付けが受けられず、

住宅手当を活用できないケースなども見られるため、利用者の立場に立った

制度・運用面の抜本的な改善を図ること。 

（２）「住居・生活支援アドバイザー」が、十分に機能し、住居・生活・就労の

支援に関する相談・助言等を個々の利用者の状況に応じてきめ細かく行える

よう、確保・育成に更に努めるなど、就労支援と連携した生活相談、居住支

援を強化すること。 

（３）住居を失った離職者や不安定就労者が第二のセーフティネットを活用した

適切な支援を受けられるよう、総合支援資金貸付制度の充実などを図ること。 

（４）第二のセーフティネットについては、地方自治体に費用負担を求めること

がないよう、国が引き続き全額負担すること。あわせて、自治体が実施する

住居喪失不安定就労者・離職者対策について引き続き十分な財政措置を講じ

ること。 

住居を失った離職者や不安定就労者などが安定的な生活を実現する

ことができるよう、国の責任において総合的な支援策を行うこと。 
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参  考 

 

○ 第二のセーフティネット（平成２１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。 

○ 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。 

 

○ 住宅手当の利用実績                        （単位：人） 

 期間 申請件数 決定件数 就職者数 

H21.10～H22.3 ４，００４ ２，７０８ １３３

H22. 4～H23.3（延長分） ３，０３８ ２，８８５ ５０３

H22. 4～H23.3 (当初分) ６，５８４ ５，４８４ １，６４８

H23. 4～H23.9（延長分） ９５６ ９４５ ２８８

H23. 4～H23.9（当初分） ２，０４３ １，８５１ ７４９

 

○ 総合支援資金の貸付実績 

 資金種類 期間 貸付実績（件） 貸付金額（千円） 

離職者支援資金（旧制

度） 

H21. 4～H21.9 ４６７ ４１０，５３７

総合支援資金 

H21.10～H22.3 ３，３５２ １，８２０，８３２

H22. 4～H22.9 ２，９９０ １，８８４，７５７

H22.10～H23.3 １，２９０ １，０７２，５２８

H23. 4～H23.9 ７３０ ５４９，２１９
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３ 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、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。 
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参  考 

 

○都内保護の動向 

 都の生活保護の動向は、平成２３年７月現在、２０７，２２２世帯、２７２，

７６３人、保護率２０．７‰となっている。保護率の対前年同月伸び率は、平

成２０年夏まではおおよそ０．２ポイント増であったが、同年１２月以降増加

傾向に拍車がかかり、２１年１２月以降は対前年同月比２．０ポイント以上と

急増した。この傾向は２２年秋まで続き、その後落ち着きつつあるが、増加は

継続している。 

 

    平成２０年４月からの保護率対比           （単位：‰） 

区分 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 

３月 16.8 18.8 2.0 

 ２１年度 ２２年度 増加ポイント 

４月 16.8    18.8 2.0 

５月 17.0 19.0 2.0 

６月 17.2 19.2 2.0 

７月 17.4 19.4 2.0 

８月 17.5 19.5 2.0 

９月 17.6    19.6 2.0 

10 月 17.8 19.8 2.0 

11 月 18.0 19.9 1.9 

12 月 18.2 20.1 1.9 

１月 18.4 20.2 1.8 

２月 18.6 20.1 1.5 

３月 18.8 20.3 1.5 

 ２２年度 ２３年度 増加ポイント 

４月    18.8    20.3 1.5 

５月 19.0 20.4 1.4 

６月 19.2 20.6 1.4 

７月 19.4 20.7 1.3 
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９ 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年度及

び２３年度についても緊急臨時的に定員増を認めたが、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等を行い、診療

報酬の一層の充実に努めるとともに、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。 

 こうした状況の中、国は平成２１年度に創設した「救急勤務医支援事業」に

ついて、十分な効果検証もせずに平成２３年度から救命救急センターを同事業

の対象外にしたことは極めて遺憾であり、勤務医の負担軽減に逆行するものと

して看過できない。 

  国は、地域の医師確保など、地域医療の課題解決のため、都道府県が策定す

る「地域医療再生計画」に基づく事業に対して財政支援を行っているが、都道

府県における対策には限界がある。平成２２年度に実施した必要医師数実態調

査を踏まえ、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

推進するとともに、チーム医療に対する診療報酬の一層の充実に努めるこ

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

一層の充実に努めるとともに、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。 

- 287 -



 

 

 

と。 

（３）女性医師が生涯にわたって、安心して医療に携わることができるよう、

再就業等総合的な支援策の一層の充実を図ること。 

（４）へき地等勤務医師の安定的な確保や在宅医療を推進するため、新たな医

師キャリアシステムの構築や総合的な診療に対応できる医師養成を図ると

ともに、へき地等派遣医師に対する特別な手当を創設すること。 

 

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２２年１１月に策定した需給見通しでは、平成２３年

時点で約２，６００人の不足が見込まれており、今後の看護職員確保施策の一層の

推進によって、平成２７年の需要と供給の均衡を目指している。 

 また、１２月に出された国の第七次看護職員需給見通しでは、平成２７年には全

国で１４，９００人（常勤換算）の不足とされている。 

 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、ナースセンタ

ーに配置する就業協力員の拡充等の再就業対策や定着対策等、看護職員確

保対策事業についても支援を図ること。 

（５）看護教育の充実強化を図るため、指導的役割を担う幹部看護教員を養成

する研修体制について、国が責任をもって整備すること。 

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 地域医療連携の推進 

   （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＞ 

医療法で規定する基準病床数制度は、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。 

医療連携を推進していくためには、急性期、回復期、維持期の間における切

れ目のない連携に対する診療報酬上の更なる評価や、それを担う地域の医療機

関等への支援が必要である。 

あわせて、必要な機能を担う医療機関等の確保に当たっては、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医療ニー

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。 

また、脳卒中をはじめとする疾病別の医療連携体制の構築に当たって、急性

期から維持期における切れ目のない連携の要となるリハビリテーションの医療

機能は不可欠であるが、回復期リハビリテーションの機能を担う医療機関が全

国に比べて都は少ない。 

 

（１）基準病床数制度について、都道府県が地域の医療ニーズを反映

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）急速な高齢化の進展を踏まえ、急性期を脱した後も医学的管理

が求められる患者への対応など、高齢者にとって安心な医療提供

体制の実現のために必要な医療療養病床を確保すること。 

（４）状態に応じたリハビリテーション提供体制の整備を行うため、

回復期リハビリテーション病棟の確保に対する支援策を講じる

こと。 
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＜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。 

① 脳卒中の地域連携クリティカルパスの普及を促進するため、診療報酬

の評価対象医療機関を診療所まで拡大したことも踏まえ、連携に付随す

る届出事務の簡素化やがん治療連携パスと同様に会合を条件にしないこ

となど施設基準の緩和を図ること。 

② 退院後も切れ目のない医療・介護サービスの提供を評価するとして「地

域連携診療計画退院時指導料Ⅱ」が新設されたが、急性期病院から回復

期病院を経ないで、維持期の病院・診療所に移行した患者についても算

定できるよう診療報酬の改善を図ること。 

③ 脳卒中医療連携の推進に当たり、脳卒中超急性期治療の実施医療機関

を地域で安定的に確保できるよう、実態を踏まえ、薬剤師の配置等の施

設基準を緩和し、評価の改善を図ること。 

④ 医療資源が少ない地域の基幹医療機関が、他病院との連携において急

性期と回復期の両方の機能を評価できるよう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、経営面だけでな

く地域の実情に応じた医療が提供できる診療報酬とすること。 

（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、ＭＳＷの育成や各医療機関における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）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

する方針を国の責務として速やかに明示すること。 

（８）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 在宅療養の基盤強化 

（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） 

（１）在宅療養を一層充実させるため、必要な機能を担う医療機関等

の確保に資する診療報酬の改善を図るとともに、医師、看護師な

ど在宅療養の担い手となる人材を育成する施策を推進すること。

（２）地域における在宅療養推進に取り組む区市町村へ財政措置を講

じること。 
 

＜現状・課題＞ 

 高齢者の増加や介護療養型医療施設の廃止により、地域で療養する高齢者が

増加することが見込まれる。こうした高齢者には適切な医療と介護の支援が必

要であり、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。 

 国は、「在宅医療連携拠点事業」をはじめとして、医療と介護の連携強化を

重視しているが、医師や看護師などの医療資源をはじめ、在宅療養を支える基

盤の状況は地域によって様々であり、地域の実情に即したきめ細かい支援が課

題となっている。 

 在宅医については、現在、在宅療養支援診療所が位置付けられているものの、

２４時間往診体制を確保しなければならないなど、診療報酬上の要件が厳しい。

このため、実際に訪問診療を行っているにもかかわらず、在宅療養支援診療所

として診療報酬の算定を受けられない診療所医師がいる。 

 あわせて、医師や看護師などの医療従事者の人材育成に加え、病院から在宅

療養への移行や多職種間の連携などを円滑に行う人材の育成も重要である。 

  また、在宅療養をさらに推進するためには、住民に最も身近な行政機関であ

る区市町村の主体的な取組が重要なことから、都は「在宅療養支援窓口」の設

置など、各区市町村が実施する様々な取組に対して支援を行っている。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）在宅療養生活を地域全体で支える観点から、在宅療養支援診療所の規模

や機能に応じた段階的な区分を設け、実情に即した診療報酬体系とするこ

と。 

（２）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、

歯科衛生士及びリハビリテーション医療従事者等の育成とともに、病院か

ら在宅療養への移行や多職種連携のコーディネートを行う人材を育成する

施策を推進すること。 

（３）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、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

で対応が可能となるような促進策を検討すること。 

（４）地域における在宅療養推進の取組を促進して基盤を強化するために、区

市町村への財政措置を講じること。 
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５ 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＞ 

国は「がん対策推進基本計画」の中で、がん検診について、受診率を５年以

内に５０％以上とするとともに、全ての区市町村において、科学的根拠に基づ

くがん検診が実施されることを目標としている。 

検診受診率を高めるためには、区市町村での検診のほかに職域検診、個人検

診の受診のそれぞれの促進が重要であり、国をあげての働きかけが必要である。

東京都では、モデル的な取組の中で、個別受診勧奨・再勧奨が非常に有効であ

るとの成果を得ており、これらの取組を推進していく必要がある。 

また、がん予防対策の科学的評価のためには地域がん登録の充実と職域も含

めたすべての検診について受診状況の正確な把握と精度管理も求められる。 

現在、国は企業と連携した検診受診促進事業を実施しているが、手続きが煩

雑で事業実施期間が限られているなど、活用しづらい。  

「がん検診推進事業」については、対象を５年毎の節目年齢としているが、

子宮がん及び乳がん検診については「がん予防重点健康教育及びがん検診実施

のための指針」に基づく検診受診間隔（２年に１回）と合致しないことなどか

ら、区市町村において混乱が生じている。 

また、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おらず、読影医師等も不足して

いる。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１）自治体が実施した検診受診率の向上に有効な事業について取組が一層進

むよう財政措置を講じるとともに、次期がん対策推進基本計画に位置付け

（１）がん検診受診率の向上に有効な事業について財政措置を講じる

とともに、次期がん対策推進基本計画に位置付けること。 

（２）職域において有効ながん検診の促進を図ること。また、職域を

含めた国内のがん検診全般について、受診率･実施状況を把握し、

精度管理・事業評価ができるような仕組みを構築すること。 

（３）「がん検診推進事業」は、今後も継続して実施するとともに、

受診率向上効果についての検証も継続して行うこと。 
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ること。 

（２）次期がん対策推進基本計画において、職域がん検診の位置付けを明確に

するとともに、国･都道府県･区市町村･職域がそれぞれ受診状況の正確な把

握と精度管理に取り組めるような仕組みづくりを行うこと。 

（３）企業と連携した検診受診促進事業に対する予算措置を継続するとともに

活用しやすい制度とすること。 

（４）「がん検診推進事業」について、次の措置を講じること。 

① ２４年度以降も事業を継続して実施すること。 

② 区市町村が地域の実情をふまえて、事業が効果的に実施できるよう、

実施方法の弾力的な運用を認めること。 

また、指針に基づく取組を積極的に実施できるよう、指針との整合性

を図ること。 

③ 乳がん検診については、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。  

 

（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。 

（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。

（６）がん診療連携計画策定料の算定要件の緩和を行うこと。 
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 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。 

 現在、国においてがん診療連携拠点病院のあり方の見直しが検討されている

ところであるが、拠点病院がその機能を十分果たすためには、二次医療圏に１

か所という原則に捉われず、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、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。 

 都は、がん診療連携拠点病院等を中心に、都内共通の地域連携パスを活用し

た医療連携を進めている。現行のがん治療連携計画策定料の算定要件は、入院

中のがん患者に治療計画を作成し、文書により説明して同意を得た上で、退院

時に連携医療機関に提供した場合に限られており、在院日数が短く、退院時に

は病理診断結果が出ていない患者や、外来のみでがんの診断・治療を行う患者

に対しては算定できない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）がん診療の質の向上、がん診療の連携協力体制の強化がより一層図られ

るよう、がん診療連携拠点病院の指定を、人口、がん患者数、患者の受療

動向等の地域の実情を踏まえ、柔軟に行うこと。 

（２）がん診療連携拠点病院が、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。 

（６）がん治療連携計画策定料の算定要件について、患者への説明・同意等の

要件を入院中に限定しないこと。また、入院治療だけでなく外来治療にも

算定できるようにすること。 
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（３）地域がん登録の推進 

（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、がん対策の推進に当たって重要な

役割を担うため、高い精度が必要である。 

 がん登録には、医療機関が実施する「院内がん登録」と、都道府県が行う「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い。 

 このため、「地域がん登録」に必要な個人情報の取扱いが各自治体間で異な

ること、また、「地域がん登録」のために収集した死亡情報を「院内がん登録」

に活用することができないなど、個人情報利用に関する制度面の整備が不十分

であり、精度の向上が図れない。 

 加えて、地域がん登録に携わる医師等専門職の人件費など、実施に当たって

の財政措置も十分ではない。 

 また、がん登録について国民及び医療機関への周知が図られておらず、その

重要性と必要性について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）がん登録に必要な情報が確実に提供されるよう、個人情報の取扱いなど

について、制度面での整備を図ること。 

（３）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、必要な財政措置を

講じること。 

（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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６ 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、都では平成２１年８月から「救急医療の東京ルール」に基づき

地域全体で救急患者を受け止める搬送体制を開始し、昨年７月、全都での運用

を開始した。 

 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るとともに、「院

内トリアージ加算」が新設された。しかし、算定の対象となるのが小児救急外

来に限られているなど、まだ十分なものとはいえない。 

 また、国は平成２２年度、医療提供体制推進事業費補助制度において「受入

困難事案患者受入医療機関支援事業」を創設したが、そもそも同補助制度には

十分な財源が確保されておらず、医療機関が空床を確保することを要件とする

など、補助条件も活用しにくい仕組みとなっている。現に、昨年都が実施した

調査結果でもいわゆる受入困難事案の対象患者の約半数は入院を必要としない

軽症患者であり、補助条件を地域の実情に応じた柔軟なものにすべきである。 

（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」の一層の普及を進め

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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 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。 

（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受入困難

事案患者受入医療機関支援事業をはじめとする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」の一

層の普及を進めるため、「院内トリアージ加算」の対象を全ての救急患者

とするとともに、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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７ 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＞ 

現在の地域周産期母子医療センター運営費補助のＮＩＣＵ病床にかかる補助

単価は、超低出生体重児や先天異常児等、より高度な新生児医療を提供してい

る総合周産期母子医療センターの補助単価よりも大幅に高い単価設定となって

おり、実態に見合っていない。 

 周産期医療に対する診療報酬は改善されてきたが、周産期母子医療センター

における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、

まだ充分とはいえず、特に新生児を専門とする医師は１施設あたり常勤医が平

均５名しかおらず、勤務環境や医師の確保が厳しい状況にある。 

また、集中治療を脱した後も医療ニーズや療育支援の必要性が高い児への医

療・保健・福祉サービスが地域に不足しているなどの理由により、円滑に退院

できない状況が、ＮＩＣＵの恒常的な満床状態を解消できない要因のひとつと

なっている。 

 在宅療養等へ円滑に移行するためには、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、地域小児科医及び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）地域周産期母子医療センターのＮＩＣＵ運営費の補助単価を、国の定め

る補助単価の範囲内で都道府県の裁量に応じて設定できるよう、制度改正

をすること。 

（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。特に厳しい状況にある

（１）周産期母子医療センターに対するＮＩＣＵ運営費にかかる補助

基準単価について、地域の実情に応じた設定が出来るよう、補助

制度の仕組みの改善を図ること。 

（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、補助制度の仕組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向けた施策に対する財

政支援を図ること。 
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新生児科医については、育成策を充実させること。 

（３）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。 

（４）ＮＩＣＵ退院児の地域における在宅療養の充実を図るため、重症児の訪

問看護に対する診療報酬を充実させること。 

 

 

８ 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、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。 

 現在、小児科医師の確保が非常に困難なこともあり、小児の二次救急医療機

関は減少傾向にある。これらの医療機関を支援するため、都は国が平成２１年

度補正予算で創設した地域医療再生基金を活用し、大学からの小児科医師の派

遣を行っている。しかし、基金を活用した事業は平成２３年度で終了するため、

事業終了後にも引き続き支援の仕組みが必要である。 

 重篤な小児の救命救急医療への対応を図るため、小児救命救急センター運営

費補助金が新たに計上されたが、補助の基準額が実情に見合っておらず、実質

的には多額の持ち出しをしている。小児救命救急センターは、小児救急患者を

（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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２４時間体制で受け入れるなど高度医療の役割を担っていることから、体制整

備のため、実情を踏まえた適正な補助を行う必要がある。 

 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）二次救急医療機関が減少するなど、小児救急医療の厳しい現状を踏まえ、

引き続き小児救急医療を担う人材の確保や小児救急医療に係る診療報酬の

改善などの更なる充実策を講じるとともに、医師の不足する医療機関に対

して医師派遣等の支援を行えるよう、引き続き財政支援を講じること。 

（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。 

 

 

９ 医療機関経営安定化対策の推進 

 （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＞ 

平成２３年度は、医療提供体制施設整備交付金予算の大幅な減額があり、提

示のあった交付金の申請上限額では、事業計画のうち一部の事業にしか充当で

きない。このままでは、平成２２年度以前から継続実施している工事の中断が

想定され、当該病院が多大な不利益を被る事態となる。 

 

医療提供体制施設整備交付金について継続実施し、十分な財源確

保を行うこと。 
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＜具体的要求内容＞ 

医療機関の健全な経営を確保し、狭あい・過密な大都市において患者の療養

環境及び職員の執務環境の改善を進めるためには、施設整備事業の財源を十分

に措置する必要がある。このため、医療提供体制施設整備交付金を継続実施し、

必要な財源を確保するとともに、算定に当たっては地域特性に配慮した算定基

準とすること。 
 
 

１０ 院内感染防止対策の推進 

（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＞ 

院内感染防止対策について実効ある取組を行っていくためには、各医療機関

において感染対策チームを設置し、院内巡回や職員研修等を行っていくことが

重要とされ、診療報酬において感染防止対策加算が新設されたが、施設基準が

厳しく、都内医療機関の１０％程度しか届出をしていない。また、算定できる

のが入院初日のみとされているなど、活用が困難となっている。 

院内感染対策事業における「院内感染地域支援ネットワーク相談事業」にお

いては、医療機関の感染防止対策の支援のために、日常的に相談できる専門家

の相談窓口設置が補助対象とされているが、補助基準額が実勢を反映したもの

でない。また、地域ごとのネットワーク構築や相互支援体制の構築のための取

組（地域ごとの研修・情報交換等の実施）は補助事業の対象とされていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）「感染防止対策加算」について、医療機関の規模や機能に応じた段階的

な区分を設け、実情に即した診療報酬体系とすること。 

 また、入院初日とされている算定要件を改め、入院期間が比較的長期と

なる慢性期患者に対応する医療機関に対して配慮するなど、実情を考慮し

た評価とすること。 

（２）「院内感染地域支援ネットワーク相談事業」等においては、補助基準額

を大都市の実情を反映したものとすること。また、地域ごとのネットワー

ク構築や相互支援体制の構築を目的とした研修事業等についても補助事業

の対象とすること。 

（１）医療機関における院内感染防止対策を推進するため、診療報

酬における施設基準等の緩和及び評価の充実を図ること。 

（２）院内感染対策に係る医療機関の支援のため、地域における病

院間の相互支援体制の構築に向けた施策の充実を図ること。 
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１１ 在宅人工呼吸器使用患者の安全確保 

（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＞ 

在宅で人工呼吸器を使用する場合は、停電等による呼吸器停止のリスクが常

に伴うものであるが、人工呼吸器に装着する予備電源（外付バッテリー）等は、

診療報酬算定上評価されていない。在宅療養を推進する視点に立てば、患者・

家族が安心して安全な療養生活を送れるよう十分に配慮することが必要である。

また、在宅診療と不可分な経費については、診療報酬において適切に評価され

るべきである。 

 東日本大震災の後、電力不足等に備え「重症難病患者拠点・協力病院設備整

備事業」において、在宅難病患者等の療養確保に必要な無償で貸し出すための

設備の整備を対象とした補助制度が追加されたが、対象品目とされた自家発電

装置等と人工呼吸器の直接接続は危険が伴うことが指摘されている。また、同

補助制度の対象施設は難病医療拠点病院等に限定され、さらに、対象となる疾

患も限定されており、在宅人工呼吸器使用患者に漏れなく緊急時の対応を行う

ためには不十分である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）在宅人工呼吸指導管理料・材料費加算において、人工呼吸器に装着する

外付バッテリー等の予備電源を適切に評価すること。 

（２）「重症難病患者拠点・協力病院設備整備事業」において、対象品目に人

工呼吸器の安全な駆動確保のための物品を加えること。また、難病患者以

外の在宅人工呼吸器使用患者に広く対応できるよう補助対象医療機関及び

対象患者を拡大すること。 

（１）在宅で人工呼吸器を使用する場合の停電等によるリスクを

考慮し、人工呼吸器用の予備電源等を診療報酬の対象とするこ

と。 

（２）災害発生等による停電時の無償貸与のための非常用電源装置

整備費補助について、呼吸器の安全な駆動確保のために必要な物

品を対象品目に加えること。また、対象医療機関を拡大すること。
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１０ 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＞ 

 ウイルス肝炎は、肝がんへ進行するリスクが高い。ウイルス肝炎対策におい

ては、早期発見、早期治療が極めて重要であり、地域特性を踏まえた検診の受

診促進や、検査体制・医療連携体制の強化、検査、治療方法の向上などについ

て充実を図る必要がある。 

 また、国は平成２０年４月に医療費の助成制度を創設したが、低所得者に対

し十分な配慮がなされていない。 

 

＜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）肝炎患者の治療については、国民へ正しい知識を普及するとともに、働

きざかり世代への治療が確実に行われるよう、職場での理解を進めるため

の必要な措置を講じること。 

（４）医療費助成制度については、低所得者の負担の軽減措置を図るとともに、

地方に超過負担が生じることのないよう確実な財源措置を講じること。 

（５）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。 

 

 

 

 

（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）医療費助成は低所得者の経済的負担に配慮し、確実な財源措

置を講じること。 
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参  考 

 

 

医療費助成制度の助成内容 

   

  Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎のインターフェロン治療及び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） 

① 

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

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。 
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１１ 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＞ 

本年９月、国は、新型インフルエンザ対策行動計画の改定を行った。新たな

行動計画では、感染力や病原性、流行状況、地域特性等、様々な状況に対応で

きるよう、具体的な判断基準をガイドライン等に定めることとしているが、ガ

イドラインの見直し時期については未定である。 

一方、新型インフルエンザによる重症患者等が多数発生し、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についての明確な法令適用基準が無

く、診療継続に伴い発生するリスク、医療スタッフの確保等に対する方針も示

されていない。 

また、抗インフルエンザウイルス薬については、使用期限を迎える行政備蓄

薬の大量廃棄の問題が生じているほか、国産の抗インフルエンザ薬の市販流通

や新薬の開発が進んでいるにもかかわらず、流通備蓄を含めた新たな備蓄計画

に関する検討が行われていない。 

さらに、ワクチン接種についても、ワクチンの安定的供給、円滑かつ確実に

接種を行える体制の構築など、法的整備を含めた体制整備がなされていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）新型インフルエンザの感染力や病原性の強さ、地域の流行状況等に応じ

て各自治体が的確に対応できるよう、改定後の行動計画を踏まえ、ガイド

ラインを速やかに見直すこと。 

（２）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こと。 

また、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。 

（３）抗インフルエンザウイルス薬について、引き続き安定的供給に努めると

ともに、国産の新薬の開発状況や、薬剤耐性ウイルスへの対応の必要性を

感染力や病原性の強さ、地域の流行状況等に応じて的確に対応で

きるよう、ガイドラインを速やかに見直し、医療体制の整備、抗イ

ンフルエンザ薬の備蓄、ワクチン接種体制の確立など、保健医療体

制全般にわたり整備を進めること。 
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踏まえて備蓄計画を見直すこと。特に、国の方針に基づき備蓄したタミフ

ル、リレンザは近年中に使用期限を迎えるが、期限前に備蓄薬を放出する

際の条件緩和などの具体的な対応策を示すとともに、必要な財源措置を講

じること。 

（４）ワクチン接種については、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。 

   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、国の責任において必要な財源措置を講じること。 

（５）新型インフルエンザ対策に万全を期するため、「感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律」を米軍基地の施設及び区域に適用す

る旨を、日米地位協定上、明記すること。 

   また、協定が整備されるまでの措置として、「日本駐留米合衆国軍との

伝染病情報の交換に関する覚書」について、早急に新型インフルエンザに

対応可能な内容に修正すること。 
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１２ 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＞ 

わが国が輸入する食品は年々増加し、カロリーベースで約６割に達している。

そのため、輸入食品の安全性に対する消費者の関心も高く、輸入食品の監視体制

を充実・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。 

  近年、委託製造の増加など食品の製造形態が変化しており、現行では違反食品

の迅速な排除や未然防止に限界があるため、法令の見直しが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）輸出国における衛生管理の徹底及び輸入事業者への指導の強化により違反

食品の輸入を未然に防止するとともに、輸入時の監視体制の充実・強化を図

ること。 

（２）原料原産地表示については、対象品目を拡大するなど、制度を強化するこ

と。 

   なお、検討に当たっては、消費者にとってより分かりやすい制度となるよ

う十分配慮すること。 

（３）食品製造を他社に委託する事業者や複数の製造工場を総括する本社などに

対する監督権限の拡大及び自主回収報告制度の導入など食品衛生法につい

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）食品衛生法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＞ 

平成２３年５月、「結核に関する特定感染症予防指針」が改正されたところで

あるが、日本の結核り患率（人口１０万対）は１８．２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。 

現在、定期接種では、ワクチン株由来ポリオの発生や、積極的勧奨の差し控え

期間中の日本脳炎ワクチン未接種者への対応などが課題となっている。 

また、任意接種の定期化に向けた検討が厚生科学審議会感染症分科会予防接種

部会で行われているが、費用負担のあり方、ワクチンの安全性や安定供給など様

々な課題がある。 

なお、昨年１１月から先行して子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業が開始

されたものの、平成２３年度末までの時限事業となっており、平成２４年度以降

の方針が示されていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）任意接種ワクチンについて、新たに定期接種の対象とする際には、以下の

点に十分配慮して行うこと。 

① 定期接種化の計画を早期に示すこと。特に、子宮頸がん等ワクチン接種

緊急促進事業の対象ワクチンについては、安定的に接種が継続されるよう、

平成２４年度以降の対応も含め早急に方針を示すこと。 

② 定期接種の財源措置については、国の責任により必要な財源確保を行う

こと。 

③ ワクチンの安定供給対策を十分に講じること。 

④ ワクチンの効果や安全性を十分検証し、情報提供を行うとともに、複数

ワクチンの同時接種に関する国の考え方を提示するなど、被接種者が安心

して予防接種を受けられるような環境整備を行うこと。 

⑤ 混合ワクチンの開発を促進するなど、被接種者の負担を軽減するための

措置を講じること。 

（２）不活化ポリオワクチンの導入にあたっては、自治体に対してスケジュール

を早期に提示するとともに事前の情報提供を十分に行うなど、経口生ポリオ

ワクチンからの円滑な移行対策を講じること。 

（３）平成１７年から行われた積極的勧奨の中止により日本脳炎定期接種を完了

していない者に対する積極的勧奨の実施に当たっては、ワクチン不足等の混

乱が起きないよう対策を講じた上で実施すること。 

 

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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１ 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく介護福祉士候補

者の受入体制の充実 

 

（提案要求先 法務省・外務省・厚生労働省） 

（都所管局 知事本局・福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

我が国とフィリピン共和国及びインドネシア共和国との間の経済連携協定

（ＥＰＡ）に基づき、平成２０年度から、外国人介護福祉士候補者の受入れが

行われている。 

この候補者を対象とする初めての介護福祉士の国家試験が、平成２４年１月

に迫っているが、受験機会は最大２回までしか認められていない。その一方で、

これまで行われてきた看護師候補者の国家試験の受験結果から類推すると、現

時点では、介護福祉士候補者の試験結果も厳しいものとなることが懸念される。 

在留期限までに国家試験に合格できなければ、候補者は帰国を余儀なくされ

ることとなっており、前途あるアジアの友好国の若者たちが、母国語と異なる

言語を用いて、努力して身につけた知識や経験、技術を活かして、我が国で能

力を発揮し活躍する途が閉ざされることになる。こうした状況は、ＥＰＡの趣

旨はもとより、国際協力の観点からも問題である。 

国は、候補者の効果的な受入体制を構築するとともに、責任を持って支援に

取り組むべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

ＥＰＡの趣旨を踏まえ、協定に基づき来日した意欲あるアジアの若者が、我

が国で就労し、能力を発揮できるよう、渡日前の日本語教育や、渡日後の国家

試験対策の充実など、効果的な受入体制を構築すること。 

また、初めての国家試験が平成２４年 1 月に迫っているが、受験機会が最大

２回までしか認められていないことから、少なくとも看護師同様最大４回の受

験機会を確保できるよう、滞在期間を延長し、その間については、国は責任を

持って支援すること。 

経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく介護福祉士候補者の受入れにつ

いては、渡日前の日本語教育の充実や国家試験の受験機会の拡大な

ど、受入体制の充実や要件の緩和を行うこと。 
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（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・下水道局・知事本局） 

 

＜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２．７％、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。 

東京都下水道局も長年にわたって培ってきた汚水・汚泥処理のための高

度な技術や環境負荷を大幅に低減させる技術・ノウハウを有しており、先

進的な特許技術の国際展開など、下水道局所管の出資法人である東京都下

水道サービス株式会社と一体的に対応してきた。 

「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、海外での事業展開にあたっての戦略

と戦術を練り上げて着実に推進することが重要である。 

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、政策金融支援の改善、公的保証制度の拡充など、

戦略的に体制及び制度の整備等、速やかに取り組むことが必要である。 

 
＜具体的要求内容＞  
（１）水に関する各省・関係機関の更なる連携の強化及び窓口の一元

化を図るとともに、より効果的な海外情報の収集・提供を速やか

に行うこと。 

（２）事業展開にかかる現地活動にあたっては、効果的な支援を実施

するとともに、障害発生時における調整・対処を行うこと。 

（３）各省・関係機関が実施している各種施策・取組を効果的に組み

合わせて提供するなど、地方自治体の海外での事業展開を積極的

に支援すること。 

（４）政策金融支援の拡充と迅速な実施、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などを図ること。 

２ 「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化 

 「国際貢献ビジネス」が着実に実施できるよう、体制及び制

度の整備等の必要な措置を図ること。 
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参  考  
 

 

主なインフラビジネス関連支援施策の現状 

ビジネス
展開

ステップ

Ⅰ．事業計画
　　 検討段階

Ⅲ．確立・
     拡大段階

対応策の
内容

（案件組成、 マー
ケット サーベイ、
事業化基本設
計）

Ⅱ-1．
事業化詳細設計
（マーケティング、
計画策定等）

Ⅱ-2．
事業環境整備
（調達先確保、人
材育成等）

Ⅱ-3．
試行展開

（本格展開、
評価、横展
開）

必要な情報
等の獲得支
援

パートナー
シップの構
築支援

現地関係者
への普及・
啓発支援

資金・金融
面の課題の
解決支援

技術開発の
促進支援

⑪NEXI（貿易保険）

途上国の
ビジネスイン
フラ整備の
推進

等（技術開発への資金支援施策）

Ⅱ．事業化段階

備考

対応策番号１、２、３、５、６の各段階にて

それぞれ対応

⑥JBIC（F/S調査）

①JE
T
R
O

（投
資
環
境
・市
場
開
拓
）

②JETRO（国内セミナー開催））

③
J
E
T
R
O

（
海
外
市
場
調
査
・
情
報

提
供
）
※
１

JICA（④協力準備調査、

⑤技術協力） ※２

⑤JICA（技術協力） ※主にNGOを企業に紹介 ※２

⑦JETRO（展示会出展支援）

⑤JICA（技術協力） ※２
⑧AOTS/JODC(産業人材育成）、⑤JICA(技協プロ）

⑨METI（貿易投資円滑化事業、（研修・専門家派遣）

⑩JBIC（国際金融）

⑪NEXI

（貿易保険）

⑫日本政策金融公庫

（中小企業事業）海外展開資金

⑦JETRO（展示会出展支援）

⑤JICA

（技術協力） ※２

⑬NEDO（提案公募型協力事業）

⑭中小企業庁等（技術開発への資金支援施策）

⑮METI（円借款/民活案件形成調査）

JICA（④協力準備調査、⑤技術協力、⑯円借款、⑰無償資金協力） ※２

⑧AOTS/JODC（産業人材育成）、

⑨METI貿易投資円滑化支援事業（実証事業・研修・専門家派遣）

※１

有料代

行調査、

かつ拠点

所在地の

みで対応

可

※２

相手国

政府から

の要請・

国際約

束に基づ

き実施す

るもの（た

だし、協

力準備

調査は要

請・国際

約束を要

件として

いない）

であり、

基本的に

個別企

業のニー

ズに応じ

て実施す

るもので

はない

 

※経済産業省ＨＰより 
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（提案要求先 内閣府・財務省・経済産業省・国土交通省） 

（都 所 管 局 知事本局） 

 

＜現状・課題＞ 

 長期化する景気低迷の影響等により、国と地方を合わせた債務残高は 

約１,１００兆円にも及んでいる。一方、高度成長期に集中的に整備された社会

資本は老朽化が進み、更新にかかる資金需要は引き続き増加を続けている。 

 更に、先般の東日本大震災により引き起こされた東京電力福島第一原子力発電

所における事故により、我が国のエネルギー政策は大きな転換を迫られている。 

我が国のエネルギーを将来にわたり支え、安定した国民生活や旺盛な経済活動の

維持・強化を図るためには、老朽化した火力発電所を高効率で環境負荷の少ない

発電所へと切り替えていくことが不可欠であり、今後、こうした発電所更新等に

かかる資金需要の増加は確実である。 

国家財政全般においては、赤字国債に頼った運営はもはや限界であり、また、

電力事業については、今後は東京電力の信用力に基づいた資金調達にも厳しい環

境が見込まれている。 

したがって、このような公共性の高い事業には、円滑な民間資金の調達を実現

するため、官が先導的な役割を果たし、従来にない新たな金融システムを構築す

る必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

発電所更新等の社会資本整備への資金供給を目的としたインフラファンドを

国の主導により創設し、広く内外の資金を調達する仕組みを構築すること。 

 

３ 政府主導による官民連携インフラファンドの創

設 

逼迫した国家財政のなか、社会資本整備の需要が拡大し続けている

ことを踏まえ、民間資金を有効に活用する手段として政府主導による

官民連携インフラファンドを創設すること。 
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４ 効果的で実効性のある総合特区制度の運用 

 
（提案要求先 内閣官房・内閣府） 

（都所管局 知事本局） 
 

特定都市再生緊急整備地域と一体として総合特区地域を指定す

るなど、関連する施策との有機的な連携を図り、効果的で実効性あ

る制度運用を行うこと。 

 
＜現状・課題＞ 
 少子高齢化・人口減少、国内市場の縮小、アジア等新興国の台頭に加え、東

日本大震災による影響もあり、日本の国際的な地位は低下している。日本の持

続的成長を維持するためには、海外からの投資を戦略的かつ重点的に呼び込み、

高付加価値機能の集積を図ることが必要である。 
そのため、大胆な規制緩和や財政支援により、外国企業を東京へ誘致し、外

国企業と国内企業とが刺激し合うことで新技術・新サービスを創造する魅力的

な市場を形成することを目指し、国際戦略総合特区の指定申請を行った。 
また、都市開発事業の円滑な実施により、重点的に国際競争力強化を推進す

るため、特定都市再生緊急整備地域の申し入れを合わせて行っている。 
 
＜具体的要求内容＞ 
 東京をアジアのヘッドクォーターへと進化させ、日本経済を牽引するために

は、産業・高付加価値機能の集積を一層進めることが必要である。また、防災

面、エネルギー面での都市機能の脆弱性といった東京の弱みを克服する取組等

を合わせて実施することにより、国際競争力を強化することが求められている。 
そのため、総合特区の指定に際しては、特定都市再生緊急整備地域と一体と

して行うなど、関連する施策との有機的な連携を図り、効果的で実効性ある制

度運用を行うこと。 
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（提案要求先 外務省・経済産業省・国土交通省・防衛省）      
（都所管局 知事本局） 

 
＜現状・課題＞ 
 欧米と並ぶ第三極として大きく成長するアジアでは、今後、航空機需要の高

い伸びが予測されており、特にアジア諸都市間を結ぶ１００席前後の旅客機に

ついて大きな需要が見込まれている。また、航空機開発は、他分野にも大きな

技術波及効果を有しており、産業全体の高度化に貢献するのみならず、国家の

安全保障上、また国のシンボルとして大きな意義がある。 
 我が国の航空機産業が、アジア諸国を適宜パートナーに加えながら、欧米の

下請けに甘んずることなく、独自の航空機開発を進めることが重要であり、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。 
 
 
 
 
 
 

 

５ 国産ジェット旅客機の開発支援 

１００席前後の国産ジェット旅客機の開発について、国が主導し、

開発事業者を支援すること。 
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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、

バンガロール及びハノイで開催し、アジア旅客機の実現に向けて議論を深めて

きた。 
この間、国が後押ししてきた国産初のジェット旅客機の開発は、当初の３０

～５０席の規模から７０～９０席の規模に軌道修正され、平成２０年３月には

ＭＲＪ（三菱リージョナルジェット）の事業化が決定された。 
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。 
平成２２年１１月に東京で開催した国際会議では、「アジア旅客機ビジョン」

を発表し、１０年後を目処に、アジア各国の技術を結集して１００～１５０席

クラスの旅客機の開発に着手することを、目標として打ち出した。また、この

目標の実現に向けて、アジア各国の協力関係の更なる強化と、政府による支援

の充実が必要との認識で一致した。 
平成２３年９月に、経済産業省所管の独立行政法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構が、「航空機分野の国内外技術動向および市場分析に係る情報収

集」に係る実施体制を決定し、将来(2020 年頃）に実現が想定される１５０席

クラス後継将来民間機の調査・検討を実施する予定である。 
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（提案要求先 内閣府） 

    （都 所 管 局 生活文化局） 

 
＜現状・課題＞ 

ＮＰＯ法人の新認定制度については、平成２３年６月２２日に「特定非営利

活動促進法の一部を改正する法律」が公布され、平成２４年４月１日施行が予

定されている。これまで、８月３１日に施行令案・施行規則案の概要が公表さ

れ、パブリックコメントが行われた。１０月１４日に特定非営利活動促進法施

行令及び同施行規則がそれぞれ公布、制定されたところであるが、今後の詳細

設計や運用開始後において反映していくべき点を含め、都として以下のとおり

要望する。 
 

６ ＮＰＯ法人新認定制度の導入に係る対応 

ＮＰＯ法人新認定制度について、以下のとおり対応すること。 

（１）制度の詳細設計や運用などについては、地方の意見を反映す

ること。また、運用開始後も、法改正を含め、運用実態に応じ

て随時修正を加えていくこと。 

（２）事務移管について、以下の意見を反映させること。 

① 自治事務としての地方における広い裁量権の付与 

② 財務諸表の作成を義務付ける統一的な会計基準の策定 

③ 制度改正に伴い見込まれる認定法人数の算定基礎の公表 

④ 事務移管に係る適切な財政措置 

⑤ 地方と国税庁との双方向の連携の法制化 

（３）条例による個別指定について、以下の点について見直すこと。

① 条例個別指定に関する国の関与 

② 条例個別指定によるＰＳＴ要件免除の影響 

（４）参議院内閣委員会で附帯決議された事項を尊重し、東京都及

び各自治体の実情に応じた適切な措置を十分に講ずること。 
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＜具体的要求内容＞ 
（１）地方の意見の反映 

今回の事務移譲は、国税に関することを地方に委ねるという点で画期的

なことであり、また、地方にとっては全く新たな事務であることから、国

と地方の緊密な連携が重要である。今後、制度の詳細を詰めるに当たって

は、十分地方と協議し、その意見を反映すること。 
また、運用開始後も、法改正を含め運用実態に応じて随時修正を加えて

いくこと。 
（２）事務移管について、以下の意見を反映させること。また、運用開始後に

おいても運用実態に応じて随時修正を加えていくこと。 
  ① ＮＰＯ法人の認定事務及び指導・監督事務に関して、地方に広い裁量

権を付与すること。 
  ② ＮＰＯ法人の財務諸表は、法人の自主的判断で作成されている。認定・

監督事務が的確に行えるよう、活動や運営の実態をわかりやすく示す財

務諸表の作成を義務付ける適切な会計基準を地方移管までに策定するこ

と。 
  ③ 制度改正に伴い政府として見込む認定法人数（仮認定を含む）の算定

基礎を公表すること。 
  ④ 財源措置の方法は交付金とすること。 
    また、政府として合理的に見込んだ認定法人数等を基礎とした人件費

や、整備予定のＮＰＯ法人の活動に関するデータベースに係る費用を適

切に見込むなど、事務移管に見合う適切な総額を措置すること。 
  ⑤ ＮＰＯ法人を指導・監督するのに必要な範囲において、国税に関する

文書の閲覧権を認めるなど、地方と国税庁との双方向の連携を図るため

の規定を法制化すること。    
（３）条例による個別指定について 

① 条例個別指定に関する国の関与 
「寄附金控除対象法人による個別指定」（条例本体に法人の名称・所

在地を明記）については、条例での個別指定が都道府県による認定を経

て国税にも影響を及ぼしうるものであるため、条例による個別指定を求

めるとのことであるが、現在国が認定を告示で行っていることも踏まえ、

具体的な議決内容は地方議会の判断に委ねるべきである。 
  ② 条例個別指定によるＰＳＴ要件免除の影響 

平成２３年度改正事項である「条例個別指定によるＰＳＴ（パブリッ

ク・サポート・テスト）要件の免除」規定は、平成２４年度以降都道府

県に認定事務が移管された後は、従たる事務所の存する自治体の条例に

より、主たる事務所の状況に関係なくＰＳＴ要件が免除され、主たる事

務所の存する都道府県は、ＰＳＴ要件の審査を行うことなくＮＰＯ法人

の認定を行うことになる。従たるものと主たるものとの関係も明記せず、

このような規定を設けることについて、認定の的確性の点から危惧を表

明する。 
（４） 平成２３年６月１４日の参議院内閣員会で附帯決議された事項について、

その内容を尊重し、東京都及び各自治体の実情に応じた適切な措置を十分

に講ずること。 
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 （提案要求先 経済産業省）      
（都 所 管 局 産業労働局） 

 
＜現状・課題＞ 
 今年度は、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関す

る法律の延長とともに、東日本大震災復興緊急保証制度、東日本大震災を対象

とした災害関係保証、セーフティネット保証５号の指定業種を原則全業種とす

る措置などが実施されているが、これらは平成２４年３月末をもって終了が予

定されている。しかし、電力不足や風評被害など東日本大震災の直接・間接に

よる影響が続くと考えられるほか、円高基調の継続や海外経済の減速等による

景気の下振れにより、輸出の減退や製造業の業績悪化を通じて中小企業の仕事

の減少や受注単価の切り下げなどが危惧されるなど、来年度についても中小企

業を取り巻く環境は依然として厳しいものと考えられる。このため、東日本大

震災復興緊急保証やセーフティネット保証をはじめとする、金融のセーフティ

ネット（信用補完制度等）について、引き続き中小企業者の資金調達の円滑化

を確保するよう万全な措置を講じる必要がある。 
 
＜具体的要求内容＞ 
 今後の経済情勢の推移を踏まえ、東日本大震災復興緊急保証制度の延長など

中小企業者の資金調達の円滑化の確保のため万全な措置を講じること。 
 
 

７ 中小企業者の資金調達の円滑化の確保 

今後の経済情勢の推移を踏まえ、東日本大震災復興緊急保証制度

の延長など中小企業者の資金調達の円滑化の確保のため万全な措置

を講じること。 
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８ 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＞ 
 昨年１０月に羽田空港が国際化され、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った。今後、中長期的には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８０８基(２２年度末現在)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。 
また、外国人旅行者は、日本滞在中における旅行情報源として、インターネ

ットを活用している。しかし、現在、外国人旅行者が持つスマートフォン等の

携帯端末で気軽に情報を取得できる通信環境とはなっていない。 
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。 

（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。 

（３）外国人が利用しやすい無料の公衆無線ランの整備を推進、支援

すること。 
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（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。 
（３）国が現在進めている「観光ＩＣＴ化促進プログラム」の一層の促進によ

り、空港等だけでなく、外国人旅行者が多く集まる鉄道ターミナルや観光

地等においても、外国人の誰もが利用しやすい無料無線ランの整備が図ら

れるよう、国自らが導入を進めるとともに、各地域に対しての支援を行う

こと。 
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（提案要求先 農林水産省） 
（都 所 管 局 産業労働局） 

 
＜現状・課題＞ 

平成２１年４月、特定重要病害虫として国内への侵入が警戒されていたウメ

輪紋ウイルス（プラムポックスウイルス。以下「ＰＰＶ」という。）が、東京都

青梅市内のウメの木において国内で初めて確認された。その後、東京都は国の

協力指示書のもと、農業関係職員を総動員し、調査を行った結果、あきる野市、

八王子市、奥多摩町、日の出町、羽村市及び足立区においてもＰＰＶ感染樹が

確認され、感染樹が多い市町は、ＰＰＶの緊急防除を行う区域（以下「防除区

域」という。）に指定された。 
平成２３年度の調査では、新たに福生市でＰＰＶの発生が確認されるなど、

防除区域内だけでなくその周辺部においても、依然新たなＰＰＶ感染樹が確認

されており、その本数は１，８００本以上になると見込まれ、今後、感染樹の

周辺の樹木も含めて、約１万本の樹木について、所有者からの買上げ及び伐採

抜根による廃棄処分を早急に実施しなければならない。 
 このような状況の中、都内でも特にウメが重要な地域資源になっている青梅

市の吉野梅郷（青梅市梅郷地区、沢井地区二俣尾）では、早期の防除対策の完

了が緊急の課題になっているとともに、地域資源であるウメの復旧・復興が求

められている。 
 
＜具体的要求内容＞ 

ＰＰＶの緊急防除対策を計画的かつ早期に実施するため以下のとおり予算、

人員・体制を確保すること。 
（１）平成２４年度についても緊急防除対策を適切に実施するため、予算を確

保すること。 
（２）植物防疫所にＰＰＶ感染の有無を確認するための検定に必要な国の体制

を確保すること。また、年度ごとに拡大する調査範囲で、病症が確認でき

る限られた期間内（５月から８月）に調査を完了させるため、植物防疫官

の派遣についてさらに増員すること。 
（３）感染樹の廃棄処分を計画的に実施するため、その前提となる検定結果に

ついて、ウメの木の所有者及び管理者等に対して速やかに公表を行えるよ

う措置を講じること。

９ ウメ輪紋ウイルス（プラムポックスウイルス）の

緊急防除対策 

緊急防除対策を早期に完了するための予算、人員・体制を確保す

ること。 
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１０ 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２２年６月１日現在の障害

者雇用率は１．６３％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。都内の就職件数は平成２２年度は３年ぶり

に前年実績を上回ったが、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。 
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

の課題となっており、施策の拡充が必要である。 
 

＜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、一般就労実績増に伴う定着支援の充実が図れ

るよう、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。 
（３）公的機関によるチャレンジ雇用は就労準備性を高める観点から有意義であ

り、国の機関においても、受け入れの拡大を図ること。 
（４）障害者が継続的に就労できるよう、ハローワークや自治体の機関が連携し

て企業の雇用管理や障害者のキャリア形成を支援する取組を実施すること。 
（５）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当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。

（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）国機関におけるチャレンジ雇用受入れの拡大を図ること。 

（４）障害者の雇用継続に資するキャリア形成モデルの構築に努めること。

（５）障害者の態様に応じた多様な委託訓練は、今後とも充実を図ること。
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参 考  
 

【東京都内の障害者の解雇状況】 

  
平成２０年度 平成２１年度 平成２２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 19 27 41 71 46 50

第２四半期 13 37 30 32 19 20

第３四半期 18 21 32 41 23 27

第４四半期 40 120 28 46 20 23

年 度 計 90 205 131 190 108 120

 
【障害者就業・生活支援センター支援体制及び登録者実績（平成２２年度実績）】 

※ 就業支援担当のうち 1 名は主任級 

 

拠点名称 事業開始 
支援体制 各センター登録者数 

就業 
担当 

生活 
担当 

合計 平成２２年度 
２０年度 
（参考） 

２１年度

（参考） 

ワーキング 

・トライ 

平成 14 年 

5 月 7 日 
7 1 8 252 206 231

アイー 

キャリア 

平成 16 年 

4 月 1 日 
5 2 7 251 187 229

オープナー 
平成 18 年 

4 月 1 日 
3 2 5 175 129 154

ＷＥＬ’Ｓ 

ＴＯＫＹＯ 

平成 19 年 

4 月 1 日 
3 1 4 163 106 138

ＴＡＬＡＮＴ 
平成 20 年 

7 月 1 日 
3 1 4 109 40 64

センター計  21 7 28 950 668 816
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【国ジョブコーチの実績】       【参考 東京ジョブコーチ】 

 

平成２２年度実績 全国 東京

ＪＣ数合計 1142 91

 
各センターＪＣ 

（配置型） 
306 17

 １号ＪＣ 744 46

 ２号ＪＣ 92 28

支援件数 3,302 269

 20 年度 21 年度 22 年度

ＪＣ数 20 40 60

支援 
件数 

67 271 516
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１１ 若年者の就業を支援する施策の充実 

 

新規学卒者及び未就職卒業者対策の推進 

 
（提案要求先 厚生労働省） 
（都 所 管 局 産業労働局） 

 
＜現状・課題＞ 

国は、「３段構えの経済対策」に基づき、トライアル雇用の推進など新規学卒

者等の就職支援に係る対策を講じている。 
しかしながら、新規学卒者の就職環境は依然として厳しく、未就職卒業者の

問題も深刻である。また、若年無業者やフリーターの安定雇用確保の問題も解

消されていない。 
こうした状況の中で、国は緊急対策の着実な実施を図るだけでなく、新規学

卒者をはじめとする若年者の就職支援を更に強化し、実効性を確保するととも

に、雇用機会を確保していくことが課題となっている。 
  
＜具体的要求内容＞ 
（１）新規学卒者及び未就職卒業者の雇用対策については、現下の厳しい雇用

情勢の中で、重点的に取り組む必要があることから、就職促進策の更なる

拡充を行うとともに、必要な財源を確保すること。 
（２）新規学卒者をはじめとする若年者の雇用機会の確保等に向け、事業主に

対する指導をより一層徹底すること。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（１）新規学卒者及び未就職卒業者対策の更なる推進に向け、就職

促進、自立支援策を拡充し、必要な財源を確保すること。 

（２）若年者の雇用機会の確保等に関する事業主への指導を徹底す

ること。 
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１２ 沖ノ鳥島等の利活用の推進 
 

１ 沖ノ鳥島の利活用の推進 

（提案要求先 内閣官房・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。 
国においても、平成２２年６月にはいわゆる低潮線保全法（※）を制定し、沖

ノ鳥島の港湾施設の建設等に取り組むこととしている。 
しかし、今後、島の利活用を推進していくためには、永続的経済活動のための

環境整備についても国がさらに積極的に取り組む必要がある。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１） 沖ノ鳥島近海で実施するカツオ・マグロ漁業に対する操業支援を行うこと。 
（２）水産資源を増殖するためシマアジ等の種苗放流を行うこと。 
（３）沖ノ鳥島礁内及び周辺海域の海洋資源並びに同島周辺海域での漁場の調

査・監視活動を行うこと。 
（４）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。 
（５）海洋深層水による漁場造成等、漁場整備を推進すること。 
（６）沖ノ鳥島に対する国民の理解と支援を醸成するため、普及啓発活動を行う

こと。 
 
※排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠

点施設の整備等に関する法律（平成２２年６月２日法律第４１号） 

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。 

- 329 -



参  考 
 

（４）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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）海洋深層水による漁場造成について 
  太陽光が届かない水深 200m 以深にある海洋深層水は栄養物質を多分に含ん

だ海水であり、この深層水を表層へ汲み上げることができれば、光合成によっ

て植物プランクトンが増殖し、食物連鎖を活性化させることができる。 
海洋深層水の汲み上げについては、表層が高温・高塩分、深層が低温・低塩

分である海水中に筒状のパイプを鉛直に設置すれば、塩分密度差によって浮力

が生じ湧昇流が起こるというストンメルの永久塩泉の原理を応用した動力を

用いない方法が実証されている。 
 

 海洋深層水 
低温・低塩分濃度

 

高温・高塩分濃度

※ 佐賀大学海洋エネルギー研究センターの資料より引用 

【海洋深層水汲上装置イメージ （東北大学 圓山教授）】
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２ 南鳥島の利活用の推進  

 
 

 
＜現状・課題＞ 
 南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。 
国においては、平成２２年６月にはいわゆる低潮線保全法（※）を制定し、南

鳥島の港湾施設の建設等に取り組むこととしている。 
しかし、今後、島の利活用を推進していくためには、永続的経済活動のための

環境整備についても国がさらに積極的に取り組む必要がある。 
 

＜具体的要求内容＞ 
南鳥島の利活用の推進のために、効率的な物資輸送が可能で、海洋資源開発の

拠点等になる港湾施設等の建設整備を進めるとともに、飛行機を活用して、より

迅速な対応ができるよう滑走路の延伸等の整備を行うこと。 
 
※排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠

点施設の整備等に関する法律（平成２２年６月２日法律第４１号） 
 

 
 

 

南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。 

（提案要求先 内閣官房・国土交通省）

（都所管局 知事本局）
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      （提案要求先 農林水産省） 
（都所管局 中央卸売市場） 

 
＜現状・課題＞ 
 今日、卸売市場を取り巻く環境は、消費者の食の安心・安全の確保や品質管理

の高度化、物流機能の効率化など劇的に変化している。 
 一方、首都圏の生鮮食料品流通における基幹市場としての役割を果たしてきた

築地市場は、開場から７０年が経過し、施設の老朽化や場内外の車両混雑が深刻

化しており、改善に向けた対応が急務である。 
 こうしたことから、都は築地市場の豊洲移転を進めており、効率的な物流や高

度な品質・衛生管理を備えた首都圏３，３００万人の食生活を支える新たな基幹

市場として、平成２６年度中の開場を予定している。 
 また、築地市場以外の既存市場においても、施設の老朽化が進んでおり、今後

も多額の設備投資が必要となることは明らかである。 
 しかし、市場財政は平成２２年度決算において約６８億円の累積欠損金を抱え

るとともに、今後の豊洲新市場整備事業等の進捗に伴い、建設改良事業の財源で

ある積立金は大幅な減少が見込まれるなど、厳しい状況にある。 
 また、昨今の景気低迷や流通環境の変化により、市場業者の経営状況は悪化し

ており、さらに東日本大震災による風評被害・消費低迷により、一層困難な経営

を強いられている。 
 このような状況下において、都が今後とも流通環境の変化に対応し着実に施設

整備等を進めていくためには、確実な財源確保が極めて重要である。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）生鮮食料品の安定供給の役割を担う卸売市場整備に対する支援は国の責務

であり、豊洲新市場整備を対象とした交付金については、市場財政や市場業

者の使用料負担に影響を及ぼす不当な財源調整を行うことなく、所要額を確

実に措置すること。 
（２）他市場における食の安全・安心の確保や市場機能の強化等を目的とした施

設整備に対しても、豊洲新市場整備と同様に措置すること。 
 
 
 

１３ 豊洲新市場整備等に対する交付金の確実な措

置 

豊洲新市場整備等卸売市場施設整備を対象とした交付金につい

て、必要額を確実に措置すること。 
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１ ２０２０年オリンピック・パラリンピック競技大

会日本招致 

 

（提案要求先 内閣官房・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省）

（都 所 管 局 スポーツ振興局） 

 

＜現状・課題＞ 

オリンピック・パラリンピック競技大会の招致は、震災からの復興と再生に

向けて国民が一つになれる夢であり、スポーツの力で人々を結び、大会開催と

いう共通の夢に向かって進む国民の意思は、日本再生の原動力となる。 

オリンピック・パラリンピック競技大会の招致には、外交力・政治力を駆使

した国家間の熾烈な戦いを勝ち抜かなければならない。スポーツ基本法の趣旨

に基づき、招致と開催に必要な支援を行うことは、国の責務である。 

昨今の経済情勢下において、企業からの寄附等が見込み難くなっている中、

招致活動に必要な資金が集まりやすい仕組みが必要である。 

招致成功には、国、スポーツ界、経済界などを束ねた国家を挙げての総力戦

が不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）招致に係る国からの財政支援も含めた閣議了解を着実に行うとともに、

ＩＯＣに提出すべき政府による財政保証を早期に発出すること。 

（２）招致活動を国家プロジェクトと位置づけるため、早期の国会決議がなさ

れるよう、必要な働きかけを行うこと。 

（３）日本の外交ルートを駆使した国際的なプロモーション活動など、国が主

体的に招致に取り組むこと。 

（４）スポーツ基本法第２７条に基づき、招致に必要な資金の確保のため、招

致活動に対して補助金を交付するとともに、招致活動をスポーツ振興くじ

の助成対象に位置付けること。 

（５）招致活動に対する企業寄附について、税制上の優遇措置を講じること。 

 

２０２０年オリンピック・パラリンピック競技大会招致のため、

国を挙げて取り組むこと。 
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参  考 

 

（１）国を挙げた取組み 

○オリンピック憲章（第五章 ３４開催都市の選定 ３） 

全ての立候補都市のある国の中央政府は、法的な拘束力のある文書を

ＩＯＣに提出し、その中で、その国と当局がオリンピック憲章を遵守し

かつ尊重することを、当該政府が約束、保証しなければならない。 

○財政保証 

ＩＯＣに対して、大会組織委員会が資金不足に陥った場合の補填につ

いて、保証するもの 

２０１６年招致時の財政保証（総理大臣名） 

「日本国政府は、東京オリンピック組織委員会に財政赤字が生じた場合、

関係国内法令に従って、最終的に赤字を補填します。」 

○２０１６年招致における主な実績 

   平成１９年９月１１日 閣議了解 

   平成２１年２月  ３日 麻生総理大臣名の財政保証発行 

     平成２１年３月１７日 衆議院による招致決議 

    平成２１年３月１８日 参議院による招致決議 

○２０１６年招致における国の国際的プロモーション活動 

     在外公館による情報収集・働きかけ 

     閣僚による外国要人面会時の側面的な働きかけ 

     ＩＯＣ評価委員会視察時の積極的なサポート 

 

（２）今後のスケジュール 

２０１２年２月  ＩＯＣに対し「申請ファイル」を提出 

２０１２年５月  ＩＯＣが立候補都市を４都市程度選出 

２０１３年１月  ＩＯＣに対し「立候補ファイル」を提出 

２０１３年２～４月 ＩＯＣ評価委員会による立候補都市訪問調査 

２０１３年６月  ＩＯＣに対する開催計画説明会 

２０１３年９月  ＩＯＣが開催都市を決定 

２０２０年７～９月 オリンピック・パラリンピック競技大会開催 
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２ スポーツ振興事業の推進 

 

１ スポーツ施設の整備促進  

（提案要求先 文部科学省） 

（都所管局 スポーツ振興局） 

 

＜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。この点、国は、平成２２年８月に「スポーツ立国戦略」を策定し、

生涯スポーツ社会の実現を目標に掲げ、地域スポーツ施設の整備支援を施策と

して挙げている。また、平成２５年に東京で開催するスポーツ祭東京２０１３

（第６８回国民体育大会・第１３回全国障害者スポーツ大会）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り、国は、地域スポーツ施設の整

備を支援する責務を負っているが、国のスポーツ施設整備に関する財源及び補

助制度は不十分である。 

 

 

（１）国の策定した「スポーツ立国戦略」の目標を達成すべく、地

域スポーツ推進の拠点となる施設整備に向けて、必要な財源を

適切に確保すること。 

（２）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とともに、国庫補助率を引き上げる

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の規模

や機能を踏まえ、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。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）国の策定した「スポーツ立国戦略」の目標を達成すべく、地域スポーツ

推進の拠点となる施設整備に向けて、必要な財源を適切に確保すること。 

（２）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、

「地域自主戦略交付金交付要綱」（平成２３年４月１日付２３文科施第５

号）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とともに、国庫補助率を引き上げること。 

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。 

（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、都民はスポーツ施設をより効果的かつ効率的に利用する

ことができる。 

しかし、「地域自主戦略交付金交付要綱」（平成２３年４月１日付２３

文科施第５号）における交付金対象施設の対象経費や、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。 

したがって、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等の改善を図ること。 
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参  考 

 

 

（１）地域自主戦略交付金交付要綱（抄） 

 

項 交付対象

事業 

対象となる経費 算定割合 

3 都道府県立 
の社会体育 
施設整備 

社会体育施設の整備に必要な経費のうち、次に掲げる事業に要する 
経費。 
ア 地域スポーツセンター新改築 
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 
築又は改築（ 新築又は改築により、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ものに限る。）。ただし、床面積4,0 
00㎡（ 研究又は宿泊機能を併設する施設にあっては6,000㎡ ） 
を上限とし、2,000㎡ 未満のものを除く。 

イ 地域スポーツセンター改造 
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 
付を受けて建築し、建築後20 年以上経過したものの改造（ 改造 
により、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、 
かつ、床面積が2,000㎡ 以上となるものに限る。）。ただし、 
補助対象工事費6,000万円未満のもの又は改造前の床面積が1,5 
00㎡未満のものを除く。 

ウ 地域スイミングセンターの新改築 
一般の利用に供するための地域スイミングセンターの新築又は改 
築（ 新築又は改築により、談話室、トレーニング室等を備え、 
かつ、屋内プールにあっては年間を通して利用できるよう設計さ 
れた温水プール、屋外プールにあってはプール水を飲料水等に活 
用するための浄水機能を備えるものに限る。）。ただし、プール 
本体については水面積600 ㎡ を上限とし、200 ㎡未満のものを 
除く。談話室等については床面積100 ㎡を上限とする。 

エ 浄水型水泳プールの新改築 
一般の利用に供するための浄水型水泳プールであって、地震防災 
対策特別措置法（ 以下「地震特措法」という。） 第２ 条第１ 
項に規定する地震防災緊急事業五箇年計画に計上されているもの 
の新築又は改築（ 新築又は改築により、プール水を飲料水等に活 
用するための浄水機能を備え、かつ、屋内プールにあっては年間 
を通して利用できる温水プールを備えるものに限る）。ただし、 
プール本体については、屋内に設置するものにあっては水面積60 
0㎡ を上限とし、屋外に設置するものにあっては水面積400㎡を 
上限とする。 

オ 地域屋外スポーツセンターの新改築 
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( 新築又は改築により、運動場（ 野球場及びコートを除く。）
クラブハウス及び照明施設を備えるものに限る。）。ただし、運 
動場にあっては実際に運動を行う区画の面積10,000 ㎡ を上限と 
し、5,000㎡ 未満のものを除く。クラブハウスにあっては談話室、 
トレーニング室等を備えるもので、床面積330㎡ を上限とする。 
照明施設にあっては照明しようとする面積に対し、２ 辺以上の方 
向から照明されるもので地上面における平均照度が200ルクス以 
上であり、照明しようとする面積10,000 ㎡ を上限とし、5,000 
㎡未満のものを除く。 
 

ア～ ウ、オ及び
カ１ ／ ３ 
エ１ ／ ２ 

(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 
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カ 地域武道センターの新改築 
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（ 新 
築または改築により、談話室、トレーニング室等を備える柔・剣 
道場及び弓道場に限る。） ただし、財政力指数が1.00 を超える 
都道府県の設置するものは除き、柔・剣道場にあっては床面積2,1 
00㎡ を上限とし、550㎡ 未満のものを除く。 

 

（２）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）  

（ 近改正 平成２２年１０月１５日平成２２年度要領第３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＞ 

   下表のとおり 

 

 

 
助成区分 助成割合 助成限度額

改修・改造 3/4 900,000千円

改修・改造 3/4 450,000千円

新築・改造 3/4

天然芝生化

人工芝生化

天然芝生化

人工芝生化

2/3 1,333千円

100,000千円

20,000千円

※都道府県は対象外

48,000千円

30,000千円

助成事業の内容

4/5

大規模スポーツ
施設整備助成

Jリーグホームスタジアム等整備事業

国民体育大会冬季大会競技会場整備事業

地域スポーツ
施設整備助成

スポーツ競技施設の整備

学校開放事業によるスポーツ活動
に供する諸室

スポーツ競技施設の大規模改修等

スポーツ施設等整備事業

クラブハウス整備事業

芝生化新設事業

芝生化改設事業

天然芝維持活動

グラウンド芝生化整備事業

屋外夜間照明施設整備

3/4

2/3
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２ 大規模スポーツ施設の整備推進 

（提案要求先 文部科学省） 

（都 所 管 局 スポーツ振興局） 

 

＜現状・課題＞ 

本年８月、スポーツ立国の実現を目指し、国家戦略としてスポーツに関する施

策を総合的かつ計画的に推進するための法律、スポーツ基本法が施行された。ス

ポーツ推進のためのスポーツ施設の整備や、国際競技大会の招致等が、国の責務

として謳われている。 

東京には、１９６４年東京オリンピックのレガシーである国立霞ヶ丘競技場が

あるが、老朽化も進み、現在の国際競技大会を開催する水準に適合していないた

め、大規模国際大会から疎遠になっている。サッカーＷ杯では、２０２２年大会

日本招致活動の際、競技団体が求める規模のスタジアムがないため、首都東京で

の決勝戦を打ち出すことができなかった。２０１９年に日本開催が決定している

ラグビーＷ杯においても、都内の現状の施設規模では、サッカーＷ杯と同様に東

京での決勝戦開催は困難である。 

こうしたなか、国においては、歴史、立地、交通利便性などの優れた国立霞ヶ

丘競技場を、ラグビーＷ杯での活用を視野に、８万人収容のスタジアムに建替え

ていく方針とのことである。都としても、スポーツ都市東京の実現に向け、スポ

ーツ活動の推進、スポーツイベントの開催など、既に様々な振興施策に取り組ん

でおり、２０２０年オリンピック・パラリンピック大会の開催を目指した招致活

動にも取り組んでいくところである。 

今後とも、大規模な国際大会が招致可能な日本を代表する拠点として、国立霞

ヶ丘競技場を建替えていくことを強く要望する。 

 

＜具体的要求内容＞ 

スポーツ基本法の制定趣旨を踏まえ、国の責務として、東京オリンピックのレ

ガシーである国立霞ヶ丘競技場を、大規模国際大会の招致・開催に相応しい水準

のスタジアムに建替えを行うこと。 

 

スポーツ基本法の制定趣旨を踏まえ、国の責務として、東京オリン

ピックのレガシーである国立霞ヶ丘競技場を、大規模国際大会の招致

・開催に相応しい水準のスタジアムに建替えを行うこと。 
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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＞ 

ひきこもり等の社会参加支援の課題として、自宅以外での生活の場が失われ

た若者に社会との接点がないばかりでなく、家族も外部にその問題を明らかに

しない傾向があるため、若者や家族が適切な支援に結び付きにくいことがあげ

られる。 

そこで、ひきこもりの状態にある若者等に対しては、子供家庭、教育、青少

年、就労支援、精神保健、生活福祉等の分野で住民と接点をもつ区市町村の関

係部署が連携し、支援が必要な若者の情報を共有するとともに、若者やその家

族に対して個別的な働きかけを行い、若者の状態に合わせて具体的な支援を実

施する必要がある。 

しかし、区市町村においては、個別的な働きかけや具体的な支援を実施する

ために必要なノウハウやマンパワーが不足している。そこで、ＮＰＯ法人等を

活用すること等により区市町村の体制整備を促進するため、財政措置を含めた

施策の展開が必要となる。 

また、若者が社会とのつながりを失い、ひきこもりの状態になることを防ぐ

ためには、高校中退の未然防止や高校中退者への就労支援等が重要であるが、

実施されている支援に関する情報が対象者に届きにくい状況にあるなど、関係

省庁の連携による情報の周知が必ずしも十分でない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

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て支

援を実施するため、国は子ども・若者育成支援推進法第５条に規定された財政

上の措置その他の措置を講じること。 

具体的には、区市町村がＮＰＯ法人等と協働するなどして、子ども・若者総

合相談センター等での相談及び支援を行う事業を実施する場合には、補助金等

を交付すること。 

また、区市町村を、セーフティネット支援対策等事業費補助金の措置がある

「ひきこもり対策推進事業」の実施主体に位置付け、区市町村が「ひきこもり

３ 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、区市町村をはじめとする地方公共団体等において相談や支援

の体制が整備されるよう、財政上の措置その他の措置を講じること。
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地域支援センター」を設置するなどのひきこもり対策を推進できるようにする

こと。 

さらに、平成２３年度地域若者サポートステーション事業における高校中退

者等アウトリーチ事業及び継続支援事業について、高校における周知活動の推

進を図るなど、厚生労働省、文部科学省をはじめとする関係省庁が、ひきこも

りの未然防止に資する連携体制を構築すること。 

 

 

 

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） 

（都 所 管 局 青少年･治安対策本部） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成２２年中に都内で検挙された刑法犯の犯罪少年は８，４３４人で、前年

と比較して２１９人（２．５％）減少したが、初発型非行の１つとされている

万引きの検挙人員が前年と比較して３４８人（７．７％）増加しているほか、

再犯者の割合が２８．２％となるなど、少年非行をめぐる情勢は、依然として

予断を許さない状況にある。 

こうした中、東京都においては、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」を運営するなど、

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ている。 

一方、国において設置を進めている、地域における保護司の活動拠点である

更生保護サポートセンターは、非行少年の立ち直り支援や再犯防止に寄与する

ものと考えられるが、都内には、同センターが３か所設置されているに過ぎな

い。 

 

＜具体的要求内容＞ 

都内の更生保護サポートセンターを増設すること。 

なお、今後、同センターを増設するに当たっては、各保護司会が同センター

となる施設を賃借するために必要な予算を講ずるなど、施設の確保のために実

効性ある措置を執ること。 

 

 

都内の更生保護サポートセンターを増設すること。 
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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・厚生労働省） 

（都 所 管 局 青少年・治安対策本部・教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

（１）平成２１年４月に「青少年が安全に安心してインターネットを利用でき

る環境の整備に関する法律」（以下「法」という。）が施行され、施行後

三年以内にその状況について検討を加え、見直すこととされている。 

インターネット・携帯電話に関する青少年の健全育成については、法に

基づき、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おり、兵庫県をはじめとして、東京都や埼玉県な

どフィルタリング解除手続きの厳格化等を条例化している実状があるが、

条例の効力が及ぶ範囲は当該自治体の区域内に限られているため、区域外

での契約や事業者には規制が及ばず、効果が限定的となっている。さらに、

法施行後もフィルタリング等利用率は７割程度に止まり、またインターネ

ットに起因する子供の被害は増加している等、依然として、有害情報から

青少年を守る環境の整備は喫緊の課題となっている。 

（２）現在、サイトの健全性を認定する第三者機関「ＥＭＡ（一般社団法人モ

（１）青少年のインターネット環境の整備について、青少年がイン

ターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会を可能

な限り少なくするという観点から、青少年インターネット環境

整備法の見直しを行うこと。 

（２）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。 

（３）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。 

（４）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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バイルコンテンツ審査・運用監視機構）」の認定を受けたサイトはフィル

タリングの対象外となっているが、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も後を絶た

ないことから、平成２３年２月には、それらのサイト等を通じて起きた被

害の実態について、警察庁からＥＭＡに情報提供を行い、認定業務に活用

していく旨の覚書が、両者の間で交わされた。 

（３）平成１１年に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保

護等に関する法律」（以下、「児童買春・児童ポルノ禁止法」という。）

が施行され、その後の改正を経て、現在、児童ポルノの製造・提供及び提

供を目的とする所持等が禁止されているものの、依然多くの児童ポルノが

流通している状況にある。 

   特にインターネットの普及に伴い、容易に児童ポルノの閲覧・入手が可

能な状況にあり、児童ポルノの氾濫が、新たな児童ポルノの製造・提供を

助長し、さらなる被害児童等を生み出す土壌となっているとともに、一旦

流通した児童ポルノの回収は事実上不可能であり、被害児童やその親しい

者に対して将来にわたり、耐え難い苦しみを与え続けている。 

   本年上半期に全国の警察が送致した児童ポルノ事件は 649 件（前年同期

比 54 件（約 9.1％）増）、被害児童数は 310 人（前年同期比 39 人（約 14.4

％）増）となり、いずれも統計を取り始めた平成１２年以降 多となるな

ど、児童ポルノ対策は喫緊の課題である。 

（４）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、現行児童買春

・児童ポルノ禁止法第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。 

 

これらに関し、都においては、平成２２年１２月に「東京都青少年の健全な

育成に関する条例」を改正し、以下の規定を定めている。 

・ 保護者は、青少年が使用する携帯電話を契約する際に、フィルタリングを

利用しない旨の申し出をする場合には、「青少年が有害情報を閲覧するこ

とがないように適切に監督する」等の正当な理由等を記載した書面を事業

者に提出しなければならない。 

・ 事業者は、青少年のインターネットの利用により青少年の売春や犯罪被害

など様々な問題が生じている実態を踏まえ、フィルタリング等の性能及び

利便性の向上を図るように努めなければならない。 

・ 都民は、児童ポルノを根絶することについて理解を深め、実現に向けた自

主的な取組に努めるものとする。 

・ 保護者や青少年の育成に関わる者は、青少年が、児童ポルノや、１３歳未

満の青少年を衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着や下着の

みを着けた状態で扇情的なポーズをとらせ、みだりに性欲の対象として描
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写した図書類（いわゆる悪質なジュニアアイドル誌等）の対象とならない

よう、適切な保護監督及び教育に努めなければならない。      等 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）青少年のインターネット環境の整備について、インターネット上の自由

な表現活動の確保ばかりに着目するのではなく、青少年がインターネット

を利用して青少年有害情報を閲覧する機会を可能な限り少なくするという

観点から、青少年インターネット環境整備法の見直しを行うこと。 

そのような観点に基づき、青少年が使用する携帯電話のフィルタリング

解除手続の厳格化や、特定サーバー管理者に対する青少年有害情報発信状

況の監視義務規定を創設する等、青少年の被害の実態を踏まえた取組を、

国においても進めること。 

（２）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、引き続き民間団体や事業

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。 

（３）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。 

（４）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、児童買春

・児童ポルノ禁止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。 
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参  考 

 

（１） 青少年インターネット環境整備法の見直しの必要性 

  青少年が使用する携帯電話等は、法により、フィルタリングサービスを提

供することが義務付けられているが、保護者が解除を申し出た場合は無条件

に解除が可能なため、実効性に乏しい。 

一方、総務省が平成２３年２月に取りまとめた「青少年が安全に安心して

インターネットを利用できる環境の整備に関する中間報告」においては、イ

ンターネット上の自由な表現活動や青少年の知る権利等を確保する観点が

強調され、青少年や保護者のリテラシーの向上を求める等に止まっており、

青少年が被害に遭っている実態を踏まえたものとはなっていない。 

（２） コミュニティサイトにおける青少年の被害 

  平成２３年上半期の全国における出会い系サイトに関係した事件の被害児

童数は、前年同期比２３．６％減の１３３人、検挙件数は４９７件である。

また、コミュニティサイトに起因する事犯の被害児童も前年同期比で５５人

減の５４６人であるが、近年、コミュニティサイト（非出会い系サイト）に

起因する犯罪被害が出会い系サイトに比較して圧倒的に多くなっている。 

さらに、非出会い系サイトを運営する事業者のうち一部ではミニメール

（※）の監視等を始めているが、業界全体の取組とはなっておらず、被害児

童の減少にはつながっていない。（※同一のコミュニティサイトに会員登録してい

る者同士でメッセージを交換できるサービス） 

（３） 児童ポルノ対策に関する動向 

平成２２年に全国の警察が児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件のうち、

児童ポルノ事件として送致した件数は１，３４２件で、前年比４３．５％増

であった。また、被害児童数は６１８人で前年比５２．６％増であった。件

数及び被害児童数は統計を取り始めてから も多く、件数はこの１０年で９

倍近くになっている。なお、児童ポルノ事件で送致した件数のうち、５８．

３％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。 

 児童買春・児童ポルノ禁止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２

１年７月に衆議院が解散したため、 終合意に至る前に廃案となっている。

その後、平成２２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、同年７月、「児童ポルノ排除総合対策」を決定、

現行法を踏まえ、実効性のあるブロッキングの自主的な導入に向けた環境整

備等を実施するとした。平成２３年３月には、児童ポルノ掲載アドレスリス

トの作成等をする民間団体が発足し、同年４月から、プロバイダーによるブ

ロッキングが開始された。 
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（提案要求先 文部科学省） 

（都 所 管 局 生活文化局） 

 

＜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２３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。 

平成２３年度の国の予算において、前年度に大幅に削減された経常費助成費

補助金は、対前年約４億円（率にして、０．４％）の微増に留まり、平成２１

年度の水準を回復するまでには至らず、地方交付税の不交付団体である都にと

っては、依然国庫補助の水準は低い。 

 

＜具体的要求内容＞ 

私立学校振興助成法の趣旨にのっとり、私立高等学校等経常費助成費補助金

を一層充実すること。 

４ 私立学校助成の拡充 

私立高等学校等経常費助成費補助金を一層充実すること。 
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参  考 

 

 

【都の経常費補助金の実績及び予算額】 

(23.3.22 現在) 

学  種 平成 22 年度交付額 平成 23 年度予算額 

高等学校 66,649,193 千円 62,185,635 千円 

中 学 校 26,240,777 千円 26,253,447 千円 

小 学 校 6,689,141 千円 6,764,344 千円 

幼 稚 園 17,256,272 千円 17,338,201 千円 

計 116,835,383 千円 112,541,627 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２３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 52,905 円 255,900 円 20.7% 17.1% 

中 学 校 46,087 円 255,400 円 18.0% 15.3% 

小 学 校 44,487 円 255,400 円 17.4% 14.8% 

幼 稚 園 22,619 円 148,600 円 15.2% 13.2% 

 

 

【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】 

 

年度 

国庫補助予算額 都への国庫補助金交付額  都の経常費補

助に占める国

庫補助の割合
金  額 

対前年度

増(△)減
金  額 

対前年度

増(△)減

 

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% 16,750,378 千円 △2.1%  14.3% 

23年度 100,230百万円  0.4% － －  － 
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【国の経常費助成費予算額の項目別、学種別内訳】 

 

区      分 

金  額 （百万円） 

増減率22 年度 

予算額 

23 年度 

予算案 

比較増 

△減額 

一

般

補

助 

高 等 学 校 49,592 49,626   34  0.1%

中 等 教 育 学 校 382 374 △8 △2.1%

中 学 校 10,979 10,995   16  0.1%

小 学 校 3,207 3,241   34  1.1%

幼 稚 園 24,372 24,438     66  0.3%

小    計 88,532 88,674   142  0.2%

特

別

補

助 

幼 稚 園 特 別 支 援 教 育 経 費 2,946 3,043  97 3.3%

教 育 改 革 推 進 特 別 経 費 5,245 5,343   98 1.9%

過 疎 高 等 学 校 特 別 経 費 260 263 3 1.2%

授業料減免事業等支援特別経費 252 276    24 9.5%

小    計 8,703 8,925   222 2.6%

特 定 教 育 方 法 支 援 事 業  2,615  2,631     16   0.6%

計 99,850 100,230   380  0.4%
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 （提案要求先 文部科学省） 

（都所管局 生活文化局・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、都道府県及び学校に対し全額措置するべきである。 

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

提出させるという、公立高校にはない事務手続があるだけでなく、単位制高校に

は履修単位・履修期間等に応じた特例による支給額決定ルールを設けるなど、制

度が複雑である上、事務手続が煩雑となっている。国は、学校設置者及び都道府

県の事務負担軽減の観点から、制度と事務手続の簡素化を図るべきである。 

また、厳しい社会経済状況が続くなか、公私格差を是正する観点から、より一

層の保護者負担軽減を図るため、就学支援金制度を拡充するとともに、都道府県

が実施している授業料軽減補助に対する国の補助制度を創設すること。 
 
＜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、都道府県及び学

校に対し全額措置すること。 

（２）就学支援金制度及び事務手続を簡素化すること。 

（３）就学支援金制度を拡充するとともに、都道府県が実施している授業料軽減

補助に対する国の補助制度を創設すること。 
 

参  考 

○ 都の現状（平成２２年度） 

・国からの高等学校等就学支援金事務費交付金 59,085 千円 

・都の高等学校等就学支援金事務に係る経費  140,427 千円 

５ 高等学校等就学支援金制度の必要経費の確保 

（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）就学支援金制度及び事務手続を簡素化すること。 

（３）就学支援金制度を拡充するとともに、都道府県が実施してい

る授業料軽減補助に対する国の補助制度を創設すること。 
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（提案要求先 文部科学省） 

（都 所 管 局 生活文化局） 

 

＜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、対平成２１年度比で補助単価が減額（18,600 円）された。平成

２３年度の補助単価は、平成２２年度に比べて若干増額（3,200 円）されたも

のの、平成２１年度の水準までには戻っていない状況である。  

当該階層区分は、都内補助対象園児の約７割が属する 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年度に引き続き、平成２３年度も緊急的・臨時的措置とし

て私立幼稚園等就園奨励特別補助を継続し、平成２１年度と平成２３年度の幼

稚園就園奨励費補助の補助単価を比べて、減額された２／３に相当する金額

（10,300 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）対平成２１年度比で減額となっている階層区分は、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。 

 

 

 

 

 

６ 幼稚園就園奨励費補助の拡充 

（１）全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 

23 年度予算     5,131,081 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     924,408 千円 

23 年度予算     673,414 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 

     23 年度予算    21,185 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 23 年度 

生活保護世帯 153,500 円 220,000 円 223,200 円 

市町村民税所得割非課税世帯 116,300 円 190,000 円 193,200 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 109,200 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 46,800 円 
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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した。 

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）公立高等学校の授業料を不徴収とする国の措置は、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。 

７ 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）公立高等学校の授業料を不徴収とする国の措置は、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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８ 公立学校の教職員定数の充実及び学級編制標準

の改定 

 

（提案要求先 文部科学省） 

（都 所 管 局 教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２３年４月、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に

関する法律」の改正法が成立したところである。 

しかしながら、小学校第１学年の３５人以下学級の実施により全国で必要と

なる教員数約４，０００人を賄うために、既存の加配定数のうち、全国で少人

数学級に転用されている１，７００人がその一部として充当するとしていたが、

（１）学級編制標準の改定及び教職員定数の改善に当たっては、増

分を純増で確保すべきであり、平成２３年度に削減された指導

方法工夫改善加配定数について速やかに復元するとともに、今

後は、加配定数を基礎定数に組み入れて少人数学級化の原資と

しないこと。 

（２）平成２４年度の定数改善においては、小学校第２学年の３５

人以下学級を確実に実施すること。学級編制標準の改定に当た

っては、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標

準に関する法律」の改正・施行をできる限り早期に行うこと。

（３）各都道府県の採用計画に多大な影響があるため、後年度分を

含め早期に具体的かつ実効性のある定数改善計画を示すこと。

   特に、平成２５年度分の計画については、各都道府県が教職

員の募集数を平成２４年３月中旬頃から順次発表する必要が

あるため、早期に示すこと。 
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都は加配の転用が無いにもかかわらず、一定の割合として９６人の削減が行わ

れた。 

現在、学校における児童・生徒の学力低下への不安、いじめ、不登校等の状

況は依然として深刻な問題であり、また、障害のある児童・生徒の増加や障害

の重度・重複化が進んでいるなど、学校現場における特定の教育課題が生じて

いることから、学習指導や生活指導の両面から児童・生徒一人ひとりの特性を

十分理解し、個に応じた指導を行う必要がある。 

これらの課題を解決していくためには、柔軟な教員加配による対応が効果的

であり、その必要性も極めて大きいことから、加配定数を削減することは避け

るべきである。 

また、小学校低学年の児童は人間関係形成力が未熟であり、集団の維持が望

ましいことから、小学校第１学年から第２学年への進級に際して、クラス替え

は好ましくないと考えられるため、都内公立小学校においては、約９割の学校

がクラス替えを行っていない。仮に平成２４年度に小学校第２学年の３５人以

下学級が実施されないことになると、該当学級はクラス替えにより学級規模を

拡大することになり、学校現場において大きな混乱が予想される。 

したがって、国の概算要求においては、平成２４年度から小学校第２学年の

３５人以下学級を実施するとしているが、確実に実施される必要がある。 

さらに、３５人以下学級の拡大実施が各年度の予算策定と連動していること

から、予算関連法案としての「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数

の標準に関する法律」の改正施行時期が年度末となることで、各学校現場にお

ける翌年度の学級編制の準備等において多大な支障が生じる恐れがある。この

ため、国会における法律案の審議において迅速かつ適切な対応を行うことが必

要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）東京都において、特定の教育課題を解決していくためには、指導方法工

夫改善加配定数が引き続き不可欠と考えている。従って、学級編制標準の

改定及び教職員定数の改善に当たっては、増分を純増で確保すべきであり、

平成２３年度に削減された加配定数を速やかに復元するとともに、今後は、

加配定数を基礎定数に組み入れて少人数学級化の原資としないこと。 

（２）平成２４年度の定数改善においては、小学校第２学年の３５人以下学級

について確実に実施すること。学級編制標準の改定に当たっては、区市町

村や学校現場において混乱を来たさないよう、「公立義務教育諸学校の学

級編制及び教職員定数の標準に関する法律」の改正・施行をできる限り早

期に行うこと。 

（３）各都道府県の採用計画に多大な影響があるため、後年度分も含め早期に

具体的かつ実効性のある定数改善計画を示すこと。特に平成２５年度分の

計画については、各都道府県が教職員の募集数を平成２４年３月中旬頃か

ら順次発表する必要があるため、早期に示すこと。 
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９ 特別支援学校の養護教諭等の定数改善 

 

（提案要求先 文部科学省） 

（都 所 管 局 教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

近年の社会環境や生活環境の変化に伴い、子供の生活習慣の乱れ、不登校や

いじめに起因するメンタル面での支援の必要などが増加しており、児童生徒の

心身両面に渡る支援の必要性が高まっている。 

小中学校や高等学校の保健室における児童生徒への対応についても、利用率

や対応時間の増加、問題の多様化が進んでいるところであるが、特に、特別支

援学校に在籍する児童生徒については、障害の種類や程度に応じたきめ細かな

支援が重要である。 

特別支援学校の養護教諭は、児童生徒の健康面・安全面に関する指導、応急

処置の対応、個人及び集団への保健指導、健康診断の実施など、保健や健康に

関する重要な役割を担っていることから、児童生徒数など学校の実情に応じた

養護教諭の配置が極めて重要である。 

現在の特別支援学校の養護教諭の国の配置基準は、公立義務教育諸学校の学

級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の適正配置及び教

職員定数の標準に関する法律に基づき、原則各校１人の配置としつつ、児童生

徒数が６１人以上の場合には１人を加えて２人とするものとなっている。 

平成１９年度の学校教育法の改正により、複数の障害種別に対応した特別支

援学校の設置が可能となっており、また、特別支援教育の対象児童生徒数が近

年大幅に増加している。とりわけ、複数の障害教育部門を併置する特別支援学

校が大規模化しつつあるが、現在の配置基準は児童生徒数がどんなに多くとも

１人加わるのみという基準となっており、現実の学校の実態にそぐわないもの

と言わざるを得ない。児童・生徒数等に応じた段階的な算定根拠を持つ定数改

善を速やかに行うべきである。 

また、養護教諭のように配置数を算定する副校長、事務職員、学校栄養職員

についても同様に改善を行うべきである。 

  

＜具体的要求内容＞ 

特別支援学校の養護教諭の定数については、その職務の重要性に鑑み、児童・

生徒数等に応じた段階的な改善を速やかに行うこと。 

また、副校長、事務職員、学校栄養職員についても同様に改善を行うこと。 

 

特別支援学校の養護教諭等の定数については、児童・生徒数等に

応じた段階的な改善を速やかに行うこと。 
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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、日本もテロリストから名指しされている状

況にあるため、首都東京を守る対応力の強化が必要である。大量殺傷物質（Ｎ：

核物質、Ｂ：生物剤、Ｃ：化学剤、Ｒ：放射性物質）などが用いられることも考

慮しなくてはならない。特に、ＮＢＣＲ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、ＮＢＣＲ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）ＮＢＣＲ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。 

- 359 -



 

 

参  考 

 

（１）テロ対策を総合的に推進するための体制整備 

   

・ＮＢＣＲ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

ＮＢＣＲ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、関係大臣を指揮して、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じさせる・・・。 

 

（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） 

 

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」等より） 

 

 

 

 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

未報告物質の発見 １２件 １０件 １３件 ３件 ２件 

不適切な管理等 １１件 １２件 １０件 ６件 ８件 

合 計 ２３件 ２２件 ２３件 ９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 

・ 平成２１年１２月、爆発物の原料となり得る化学物質の適切な保

管管理の徹底等について、関係業界団体に依頼 
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１ 首都警察特別補助金の増額  

        （提案要求先 警察庁） 

（都 所 管 局 警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 現行の警察法施行令（第３条第４項）の定めでは、首都警察の任務遂行に関す

る特殊事情を参酌し、国が所要額の一部を補助することとなっていることから、

超過勤務手当の補助として昭和４４年度から昭和５４年度までは１０億円、５５

年度以降現在までは１５億円が交付されているところであるが、近年、我が国に

対するテロ攻撃の脅威の高まりや東京を取り巻く社会情勢の変化等により首都

警察としての業務負担が著しく増大していることから、首都警察の財政需要につ

いて適正な負担を求める。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 現行の１５億円から２５億円に増額すること。 

２ 総合的な治安対策の充実・強化 

首都警察特別補助金を増額すること。 
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２ 外国人犯罪対策の推進 

不法滞在者の退去強制の促進と出入国・在留資格審査の厳格化  

      （提案要求先 法務省） 

 （都 所 管 局 青少年・治安対策本部・警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 外国人の不法滞在者対策を強化するため、国においては、摘発方面隊を整備し、

増員措置をしている。 

 一方で、国は観光立国を推進していることから、近い将来入国者数が激増する

ことが考えられる。国際空港や海港等水際における入国審査を厳格化し、不法入

国を阻止することが必要である。 

不法滞在者の更なる減少及び新たな不法滞在者の増加防止を図るためには、以

下の措置を講じていくことが重要である。 

  

＜具体的要求内容＞ 

偽装結婚や偽装留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、入国審査、在留審査、実態調査及び違反調査を行う人員体制を強化

すること。 

 

在留資格を偽装する者の排除のため、審査・調査等を行う人員体

制を強化すること。 
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省庁名 区分 項目名
東日本大震災を踏まえた対策 1 低炭素でかつ安定的な電力確保等に向けた抜本的対策の強化

都市整備 3 首都圏の防災力の強化　　　　
都市整備 20 国際競争力に資するまちづくりの推進
都市整備 38 米軍基地対策の推進
都市整備 40 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進

環境 1 地球温暖化防止対策の推進
環境 7 都市再生推進のための国有財産の活用

福祉・保健・医療 11 新興・再興感染症対策の充実
生活・産業 2 「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化
生活・産業 4 効果的で実効性のある総合特区制度の運用
生活・産業 12 沖ノ鳥島等の利活用の推進

スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年オリンピック・パラリンピック競技大会日本招致　　　　
治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化

東日本大震災を踏まえた対策 8 学校・幼稚園・保育所等における放射線量の安全基準値の早期設定
東日本大震災を踏まえた対策 9 放射性物質を含む浄水場発生土・下水汚泥等の取扱い等に関する対策の推進
東日本大震災を踏まえた対策 11 中央防災会議における地震の想定規模の再検証
東日本大震災を踏まえた対策 12 帰宅困難者対策の推進
東日本大震災を踏まえた対策 14 災害時の広域連携に向けた防災情報通信網の整備
東日本大震災を踏まえた対策 15 災害時における安定的な燃料供給体制の確立

地方分権改革 1 地方分権改革の推進
地方分権改革 2 地方分権に資する国庫補助負担金改革の実現

都市整備 3 首都圏の防災力の強化　　　　
都市整備 11 ライフライン施設の復旧体制強化
都市整備 13 高規格堤防（スーパー堤防）の推進
都市整備 21 東京における一体的な都市づくりの推進のための仕組みづくり

福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進
生活・産業 3 政府主導による官民連携インフラファンドの創設
生活・産業 4 効果的で実効性のある総合特区制度の運用
生活・産業 6 ＮＰＯ法人新認定制度の導入に係る対応

スポーツ・青少年・教育 3 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 3 総合的な青少年健全育成施策の拡充

治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化
治安対策 2 総合的な治安対策の充実・強化

　　消費者庁 福祉・保健・医療 12 健康危機管理体制の充実
東日本大震災を踏まえた対策 12 帰宅困難者対策の推進
東日本大震災を踏まえた対策 17 大規模災害時における消防活動体制等の充実強化

地方分権改革 1 地方分権改革の推進
地方分権改革 2 地方分権に資する国庫補助負担金改革の実現
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 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 3 財政上の不合理な措置の是正
行財政改革 4 法人事業税の分割基準の適正化等
行財政改革 5 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 11 ライフライン施設の復旧体制強化
都市整備 17 魅力的な運河空間の創造に対する支援の拡大
都市整備 35 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 4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充

福祉・保健・医療 4 子どもに対する手当の実施に伴う確実な財源の確保等
生活・産業 2 「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化

スポーツ・青少年・教育 3 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

東日本大震災を踏まえた対策 17 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
都市整備 6 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 26 公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正
都市整備 39 羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進
都市整備 40 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進

福祉・保健・医療 11 新興・再興感染症対策の充実
生活・産業 1 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく介護福祉士候補者の受入体制の充実　　　　

スポーツ・青少年・教育 3 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 38 米軍基地対策の推進
都市整備 40 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進

福祉・保健・医療 11 新興・再興感染症対策の充実
生活・産業 1 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく介護福祉士候補者の受入体制の充実　　　　
生活・産業 2 「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

スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年オリンピック・パラリンピック競技大会日本招致　　　　

　消防庁

法務省

外務省

省庁別提案要求項目一覧

内閣府

総務省

　警察庁

内閣官房
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省庁名 区分 項目名

省庁別提案要求項目一覧

東日本大震災を踏まえた対策 3 今後の電力供給の状況に対応する中小企業への支援
地方分権改革 1 地方分権改革の推進
地方分権改革 2 地方分権に資する国庫補助負担金改革の実現
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 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 3 財政上の不合理な措置の是正
都市整備 27 公共事業と農地保全を両立するための制度改正
都市整備 34 地下鉄一元化の推進
都市整備 39 羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進
都市整備 40 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進

環境 1 地球温暖化防止対策の推進
環境 4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充
環境 7 都市再生推進のための国有財産の活用
環境 9 都市農地保全のための制度の改善

福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進
福祉・保健・医療 4 子どもに対する手当の実施に伴う確実な財源の確保等
福祉・保健・医療 5 高齢社会対策の推進
福祉・保健・医療 7 障害者施策の推進

生活・産業 3 政府主導による官民連携インフラファンドの創設
スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年オリンピック・パラリンピック競技大会日本招致　　　　
東日本大震災を踏まえた対策 8 学校・幼稚園・保育所等における放射線量の安全基準値の早期設定
東日本大震災を踏まえた対策 19 児童・生徒の災害時における教育活動支援等の推進

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 8 国による緑の創出・保全への率先行動
福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進

スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年オリンピック・パラリンピック競技大会日本招致　　　　
スポーツ・青少年・教育 2 スポーツ振興事業の推進
スポーツ・青少年・教育 3 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 4 私立学校助成の拡充
スポーツ・青少年・教育 5 高等学校等就学支援金制度の必要経費の確保
スポーツ・青少年・教育 6 幼稚園就園奨励費補助の拡充
スポーツ・青少年・教育 7 公立高校授業料不徴収に要する経費の全額国費負担
スポーツ・青少年・教育 8 公立学校の教職員定数の充実及び学級編制標準の改定
スポーツ・青少年・教育 9 特別支援学校の養護教諭等の定数改善

治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化
東日本大震災を踏まえた対策 1 低炭素でかつ安定的な電力確保等に向けた抜本的対策の強化
東日本大震災を踏まえた対策 2 医療機関に対する電力不足対策への支援
東日本大震災を踏まえた対策 4 電力需給対策期間中における水道事業等への電力供給
東日本大震災を踏まえた対策 7 放射能による健康影響の解明及び対応策の実施
東日本大震災を踏まえた対策 8 学校・幼稚園・保育所等における放射線量の安全基準値の早期設定
東日本大震災を踏まえた対策 9 放射性物質を含む浄水場発生土・下水汚泥等の取扱い等に関する対策の推進
東日本大震災を踏まえた対策 13 災害医療体制の充実　　　　
東日本大震災を踏まえた対策 18 介護職員等の派遣に係る災害救助費の支弁

都市整備 9 病院等の耐震化対策に係る補助制度の拡充
都市整備 39 羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進
都市整備 40 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進

福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進
福祉・保健・医療 2 児童に関する相談支援機能の強化
福祉・保健・医療 3 社会的養護施策の充実
福祉・保健・医療 4 子どもに対する手当の実施に伴う確実な財源の確保等
福祉・保健・医療 5 高齢社会対策の推進
福祉・保健・医療 6 医療保険制度の改革等
福祉・保健・医療 7 障害者施策の推進
福祉・保健・医療 8 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 9 保健医療施策の推進
福祉・保健・医療 10 ウイルス肝炎対策の強化
福祉・保健・医療 11 新興・再興感染症対策の充実
福祉・保健・医療 12 健康危機管理体制の充実

生活・産業 1 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく介護福祉士候補者の受入体制の充実　　　　
生活・産業 2 「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化
生活・産業 10 障害者の就業支援策の一層の充実
生活・産業 11 若年者の就業を支援する施策の充実

スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年オリンピック・パラリンピック競技大会日本招致　　　　
スポーツ・青少年・教育 3 総合的な青少年健全育成施策の拡充

治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化
都市整備 27 公共事業と農地保全を両立するための制度改正
都市整備 39 羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進
都市整備 40 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進

財務省

文部科学省

厚生労働省

農林水産省
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省庁名 区分 項目名

省庁別提案要求項目一覧

都市整備 44 島しょ港湾等の整備促進
環境 9 都市農地保全のための制度の改善
環境 10 小笠原諸島世界自然遺産保全管理の推進
環境 15 花粉症対策の推進

生活・産業 9 ウメ輪紋ウイルス（プラムポックスウイルス）の緊急防除対策
生活・産業 12 沖ノ鳥島等の利活用の推進
生活・産業 13 豊洲新市場整備等に対する交付金の確実な措置

東日本大震災を踏まえた対策 1 低炭素でかつ安定的な電力確保等に向けた抜本的対策の強化
東日本大震災を踏まえた対策 3 今後の電力供給の状況に対応する中小企業への支援
東日本大震災を踏まえた対策 4 電力需給対策期間中における水道事業等への電力供給
東日本大震災を踏まえた対策 5 水道施設における自然エネルギー等（太陽光、小水力発電）導入のための財源の確実な措置
東日本大震災を踏まえた対策 6 自家発電設備用石油燃料の優先供給に向けた支援
東日本大震災を踏まえた対策 9 放射性物質を含む浄水場発生土・下水汚泥等の取扱い等に関する対策の推進

地方分権改革 1 地方分権改革の推進
都市整備 11 ライフライン施設の復旧体制強化

環境 1 地球温暖化防止対策の推進
環境 2 フロン対策の推進
環境 11 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化
環境 13 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 14 市街地土壌汚染対策の推進

生活・産業 2 「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 政府主導による官民連携インフラファンドの創設
生活・産業 5 国産ジェット旅客機の開発支援
生活・産業 7 中小企業者の資金調達の円滑化の確保

スポーツ・青少年・教育 3 総合的な青少年健全育成施策の拡充
　資源エネルギー庁 東日本大震災を踏まえた対策 15 災害時における安定的な燃料供給体制の確立

東日本大震災を踏まえた対策 1 低炭素でかつ安定的な電力確保等に向けた抜本的対策の強化
東日本大震災を踏まえた対策 9 放射性物質を含む浄水場発生土・下水汚泥等の取扱い等に関する対策の推進
東日本大震災を踏まえた対策 10 東京港の放射能風評被害対策
東日本大震災を踏まえた対策 12 帰宅困難者対策の推進
東日本大震災を踏まえた対策 16 ＧＰＳ波浪計整備の推進

地方分権改革 1 地方分権改革の推進
都市整備 1 八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の促進等
都市整備 2 首都移転の白紙撤回
都市整備 3 首都圏の防災力の強化　　　　
都市整備 4 木造住宅密集地域の整備促進
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 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 7 長周期地震動対策の推進
都市整備 8 鉄道施設の耐震化の推進
都市整備 11 ライフライン施設の復旧体制強化
都市整備 12 下水道事業に対する交付制度の拡充
都市整備 13 高規格堤防（スーパー堤防）の推進
都市整備 14 大都市海岸の津波・高潮対策の推進
都市整備 15 液状化対策の推進
都市整備 16 総合的な治水対策の推進
都市整備 17 魅力的な運河空間の創造に対する支援の拡大
都市整備 18 市街地の開発に係る諸事業の推進
都市整備 19 大都市圏における地籍調査の推進
都市整備 20 国際競争力に資するまちづくりの推進
都市整備 21 東京における一体的な都市づくりの推進のための仕組みづくり
都市整備 22 ユビキタス技術を活用したまちづくりの推進
都市整備 23 特殊地下壕対策の充実
都市整備 24 不法係留船対策の推進
都市整備 25 大都市補正の適用地区拡大
都市整備 26 公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正
都市整備 27 公共事業と農地保全を両立するための制度改正
都市整備 28 外かく環状道路の早期完成
都市整備 29 高速道路網の整備促進及び有効活用
都市整備 30 国道等の整備促進
都市整備 31 道路・橋梁事業の推進
都市整備 32 連続立体交差事業の推進
都市整備 33 踏切対策推進のための制度の創設・拡充
都市整備 34 地下鉄一元化の推進
都市整備 35 都市高速鉄道整備の充実・強化
都市整備 36 ＪＲ中央線の複々線化の早期実現
都市整備 37 リニア中央新幹線の早期整備
都市整備 38 米軍基地対策の推進
都市整備 39 羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進

農林水産省

国土交通省

経済産業省
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省庁名 区分 項目名

省庁別提案要求項目一覧

都市整備 40 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進
都市整備 41 首都圏新空港の事業化の促進
都市整備 42 京浜三港（東京港・川崎港・横浜港）が実施する国際競争力維持・強化施策への支援
都市整備 43 物流機能の強化等に向けた東京港整備の推進
都市整備 44 島しょ港湾等の整備促進

環境 1 地球温暖化防止対策の推進
環境 3 ヒートアイランド対策の推進
環境 4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充
環境 5 公園整備事業の推進
環境 6 全国都市緑化フェアの開催
環境 7 都市再生推進のための国有財産の活用
環境 9 都市農地保全のための制度の改善
環境 10 小笠原諸島世界自然遺産保全管理の推進
環境 11 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化
環境 12 道路環境対策の推進
環境 13 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 14 市街地土壌汚染対策の推進

福祉・保健・医療 11 新興・再興感染症対策の充実
生活・産業 2 「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 政府主導による官民連携インフラファンドの創設
生活・産業 5 国産ジェット旅客機の開発支援
生活・産業 12 沖ノ鳥島等の利活用の推進

東日本大震災を踏まえた対策 20 観光需要の回復に向けた効果的な緊急対策の実施
生活・産業 8 外国人旅行者の受入体制整備の拡充

東日本大震災を踏まえた対策 5 水道施設における自然エネルギー等（太陽光、小水力発電）導入のための財源の確実な措置
東日本大震災を踏まえた対策 9 放射性物質を含む浄水場発生土・下水汚泥等の取扱い等に関する対策の推進

都市整備 17 魅力的な運河空間の創造に対する支援の拡大
環境 1 地球温暖化防止対策の推進
環境 2 フロン対策の推進
環境 3 ヒートアイランド対策の推進
環境 4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充
環境 9 都市農地保全のための制度の改善
環境 10 小笠原諸島世界自然遺産保全管理の推進
環境 11 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化
環境 13 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 14 市街地土壌汚染対策の推進

都市整備 38 米軍基地対策の推進
都市整備 40 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進
生活・産業 5 国産ジェット旅客機の開発支援

環境省

防衛省

　　観光庁

国土交通省
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局名 区分
地方分権改革 1 地方分権改革の推進
地方分権改革 2 地方分権に資する国庫補助負担金改革の実現
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
都市整備 2 首都移転の白紙撤回
都市整備 3 首都圏の防災力の強化
都市整備 20 国際競争力に資するまちづくりの推進
都市整備 34 地下鉄一元化の推進
都市整備 38 米軍基地対策の推進
都市整備 40 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進

環境 7 都市再生推進のための国有財産の活用
福祉・保健・医療 11 新興・再興感染症対策の充実

生活・産業 1 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく介護福祉士候補者の受入体制の充実
生活・産業 2 「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 政府主導による官民連携インフラファンドの創設
生活・産業 4 効果的で実効性のある総合特区制度の運用
生活・産業 5 国産ジェット旅客機の開発支援
生活・産業 12 沖ノ鳥島等の利活用の推進

スポーツ・青少年・教育 3 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

東日本大震災を踏まえた対策 11 中央防災会議における地震の想定規模の再検証
東日本大震災を踏まえた対策 12 帰宅困難者対策の推進
東日本大震災を踏まえた対策 14 災害時の広域連携に向けた防災情報通信網の整備
東日本大震災を踏まえた対策 15 災害時における安定的な燃料供給体制の確立
東日本大震災を踏まえた対策 16 ＧＰＳ波浪計整備の推進

地方分権改革 1 地方分権改革の推進
都市整備 3 首都圏の防災力の強化
都市整備 11 ライフライン施設の復旧体制強化
都市整備 15 液状化対策の推進

福祉・保健・医療 11 新興・再興感染症対策の充実
スポーツ・青少年・教育 5 高等学校等就学支援金制度の必要経費の確保

治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化
地方分権改革 1 地方分権改革の推進
地方分権改革 2 地方分権に資する国庫補助負担金改革の実現
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 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 3 財政上の不合理な措置の是正
行財政改革 5 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 34 地下鉄一元化の推進

環境 7 都市再生推進のための国有財産の活用
福祉・保健・医療 4 子どもに対する手当の実施に伴う確実な財源の確保等
地方分権改革 1 地方分権改革の推進
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 財政上の不合理な措置の是正
行財政改革 4 法人事業税の分割基準の適正化等

環境 1 地球温暖化防止対策の推進
東日本大震災を踏まえた対策 8 学校・幼稚園・保育所等における放射線量の安全基準値の早期設定

都市整備 10 私立学校の耐震化対策に係る助成の拡充
福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進

生活・産業 6 ＮＰＯ法人新認定制度の導入に係る対応
スポーツ・青少年・教育 4 私立学校助成の拡充
スポーツ・青少年・教育 5 高等学校等就学支援金制度の必要経費の確保
スポーツ・青少年・教育 6 幼稚園就園奨励費補助の拡充
スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年オリンピック・パラリンピック競技大会日本招致
スポーツ・青少年・教育 2 スポーツ振興事業の推進
東日本大震災を踏まえた対策 12 帰宅困難者対策の推進

地方分権改革 1 地方分権改革の推進
都市整備 1 八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の促進等
都市整備 4 木造住宅密集地域の整備促進
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 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 7 長周期地震動対策の推進
都市整備 8 鉄道施設の耐震化の推進
都市整備 13 高規格堤防（スーパー堤防）の推進
都市整備 15 液状化対策の推進
都市整備 16 総合的な治水対策の推進
都市整備 18 市街地の開発に係る諸事業の推進
都市整備 19 大都市圏における地籍調査の推進
都市整備 20 国際競争力に資するまちづくりの推進
都市整備 21 東京における一体的な都市づくりの推進のための仕組みづくり
都市整備 22 ユビキタス技術を活用したまちづくりの推進

所管局別提案要求項目一覧
項目名

生活文化局

スポーツ振興局

主税局

知事本局

青少年･治安
対策本部

総務局

財務局

都市整備局
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局名 区分

所管局別提案要求項目一覧
項目名

都市整備 23 特殊地下壕対策の充実
都市整備 26 公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正
都市整備 27 公共事業と農地保全を両立するための制度改正
都市整備 28 外かく環状道路の早期完成
都市整備 29 高速道路網の整備促進及び有効活用
都市整備 30 国道等の整備促進
都市整備 31 道路・橋梁事業の推進
都市整備 32 連続立体交差事業の推進
都市整備 33 踏切対策推進のための制度の創設・拡充
都市整備 34 地下鉄一元化の推進
都市整備 36 ＪＲ中央線の複々線化の早期実現
都市整備 37 リニア中央新幹線の早期整備
都市整備 38 米軍基地対策の推進
都市整備 39 羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進
都市整備 40 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進
都市整備 41 首都圏新空港の事業化の促進

環境 3 ヒートアイランド対策の推進
環境 4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充
環境 5 公園整備事業の推進
環境 7 都市再生推進のための国有財産の活用
環境 9 都市農地保全のための制度の改善

東日本大震災を踏まえた対策 1 低炭素でかつ安定的な電力確保等に向けた抜本的対策の強化
環境 1 地球温暖化防止対策の推進
環境 2 フロン対策の推進
環境 3 ヒートアイランド対策の推進
環境 4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充
環境 7 都市再生推進のための国有財産の活用
環境 8 国による緑の創出・保全への率先行動
環境 9 都市農地保全のための制度の改善
環境 10 小笠原諸島世界自然遺産保全管理の推進
環境 11 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化
環境 13 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 14 市街地土壌汚染対策の推進

東日本大震災を踏まえた対策 2 医療機関に対する電力不足対策への支援
東日本大震災を踏まえた対策 7 放射能による健康影響の解明及び対応策の実施
東日本大震災を踏まえた対策 8 学校・幼稚園・保育所等における放射線量の安全基準値の早期設定
東日本大震災を踏まえた対策 13 災害医療体制の充実
東日本大震災を踏まえた対策 18 介護職員等の派遣に係る災害救助費の支弁

都市整備 9 病院等の耐震化対策に係る補助制度の拡充
環境 11 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化

福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進
福祉・保健・医療 2 児童に関する相談支援機能の強化
福祉・保健・医療 3 社会的養護施策の充実
福祉・保健・医療 4 子どもに対する手当の実施に伴う確実な財源の確保等
福祉・保健・医療 5 高齢社会対策の推進
福祉・保健・医療 6 医療保険制度の改革等
福祉・保健・医療 7 障害者施策の推進
福祉・保健・医療 8 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 9 保健医療施策の推進
福祉・保健・医療 10 ウイルス肝炎対策の強化
福祉・保健・医療 11 新興・再興感染症対策の充実
福祉・保健・医療 12 健康危機管理体制の充実

生活・産業 1 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく介護福祉士候補者の受入体制の充実
スポーツ・青少年・教育 3 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
東日本大震災を踏まえた対策 2 医療機関に対する電力不足対策への支援
東日本大震災を踏まえた対策 13 災害医療体制の充実

福祉・保健・医療 7 障害者施策の推進
福祉・保健・医療 9 保健医療施策の推進
福祉・保健・医療 11 新興・再興感染症対策の充実

東日本大震災を踏まえた対策 3 今後の電力供給の状況に対応する中小企業への支援
東日本大震災を踏まえた対策 20 観光需要の回復に向けた効果的な緊急対策の実施

地方分権改革 1 地方分権改革の推進
都市整備 22 ユビキタス技術を活用したまちづくりの推進

環境 9 都市農地保全のための制度の改善
環境 15 花粉症対策の推進

福祉・保健・医療 8 生活・雇用に関するセーフティネットの強化
生活・産業 7 中小企業者の資金調達の円滑化の確保
生活・産業 8 外国人旅行者の受入体制整備の拡充
生活・産業 9 ウメ輪紋ウイルス（プラムポックスウイルス）の緊急防除対策

都市整備局

福祉保健局

産業労働局

病院経営本部

環境局
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局名 区分

所管局別提案要求項目一覧
項目名

生活・産業 10 障害者の就業支援策の一層の充実
生活・産業 11 若年者の就業を支援する施策の充実
生活・産業 12 沖ノ鳥島等の利活用の推進

スポーツ・青少年・教育 3 総合的な青少年健全育成施策の拡充
中央卸売市場 生活・産業 13 豊洲新市場整備等に対する交付金の確実な措置

東日本大震災を踏まえた対策 11 中央防災会議における地震の想定規模の再検証
地方分権改革 1 地方分権改革の推進

都市整備 1 八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の促進等
都市整備 4 木造住宅密集地域の整備促進
都市整備 11 ライフライン施設の復旧体制強化
都市整備 13 高規格堤防（スーパー堤防）の推進
都市整備 16 総合的な治水対策の推進
都市整備 18 市街地の開発に係る諸事業の推進
都市整備 22 ユビキタス技術を活用したまちづくりの推進
都市整備 24 不法係留船対策の推進
都市整備 25 大都市補正の適用地区拡大
都市整備 26 公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正
都市整備 28 外かく環状道路の早期完成
都市整備 29 高速道路網の整備促進及び有効活用
都市整備 30 国道等の整備促進
都市整備 31 道路・橋梁事業の推進
都市整備 32 連続立体交差事業の推進
都市整備 33 踏切対策推進のための制度の創設・拡充

環境 5 公園整備事業の推進
環境 6 全国都市緑化フェアの開催
環境 7 都市再生推進のための国有財産の活用
環境 12 道路環境対策の推進

生活・産業 12 沖ノ鳥島等の利活用の推進
東日本大震災を踏まえた対策 10 東京港の放射能風評被害対策
東日本大震災を踏まえた対策 11 中央防災会議における地震の想定規模の再検証
東日本大震災を踏まえた対策 16 ＧＰＳ波浪計整備の推進

地方分権改革 1 地方分権改革の推進
都市整備 14 大都市海岸の津波・高潮対策の推進
都市整備 17 魅力的な運河空間の創造に対する支援の拡大
都市整備 30 国道等の整備促進
都市整備 31 道路・橋梁事業の推進
都市整備 39 羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進
都市整備 42 京浜三港（東京港・川崎港・横浜港）が実施する国際競争力維持・強化施策への支援
都市整備 43 物流機能の強化等に向けた東京港整備の推進
都市整備 44 島しょ港湾等の整備促進

福祉・保健・医療 11 新興・再興感染症対策の充実
会計管理局 行財政改革 5 地方自治体における会計制度改革の推進（複式簿記・発生主義会計の導入）

地方分権改革 1 地方分権改革の推進
都市整備 34 地下鉄一元化の推進
都市整備 35 都市高速鉄道整備の充実・強化

東日本大震災を踏まえた対策 4 電力需給対策期間中における水道事業等への電力供給
東日本大震災を踏まえた対策 5 水道施設における自然エネルギー等（太陽光、小水力発電）導入のための財源の確実な措置

東日本大震災を踏まえた対策 6 自家発電設備用石油燃料の優先供給に向けた支援
東日本大震災を踏まえた対策 9 放射性物質を含む浄水場発生土・下水汚泥等の取扱い等に関する対策の推進

都市整備 1 八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の促進等
生活・産業 2 「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化

東日本大震災を踏まえた対策 9 放射性物質を含む浄水場発生土・下水汚泥等の取扱い等に関する対策の推進
都市整備 12 下水道事業に対する交付制度の拡充
都市整備 16 総合的な治水対策の推進

環境 1 地球温暖化防止対策の推進
生活・産業 2 「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化

東日本大震災を踏まえた対策 8 学校・幼稚園・保育所等における放射線量の安全基準値の早期設定
東日本大震災を踏まえた対策 19 児童・生徒の災害時における教育活動支援等の推進

福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進
スポーツ・青少年・教育 3 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 7 公立高校授業料不徴収に要する経費の全額国費負担
スポーツ・青少年・教育 8 公立学校の教職員定数の充実及び学級編制標準の改定
スポーツ・青少年・教育 9 特別支援学校の養護教諭等の定数改善

治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化
治安対策 2 総合的な治安対策の充実・強化

東日本大震災を踏まえた対策 17 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

警視庁

東京消防庁

交通局

下水道局

教育庁

水道局

建設局

港湾局

産業労働局
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区分 所管課
1 低炭素でかつ安定的な電力確保等に向けた抜本的対策

の強化
(1)(2)(3)(4)(5)内閣官房　国家戦略室
(1)(2)(3)(4)(5)経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課
(1)(2)(3)(4)(5)経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課
(2)(5)経済産業省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
(6)経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課
(6)経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課
(7)経済産業省産業技術環境局基準認証政策課
(7)国土交通省官庁営繕部設備・環境課
(7)経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
(7)厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
(8)(9)経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
(10)内閣官房　国家戦略室
(10)経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
(10)経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課
(11)経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
(11)経済産業省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

2 医療機関に対する電力不足対策への支援 厚生労働省医政局指導課
3 今後の電力供給の状況に対応する中小企業への支援 【(1)】

財務省大臣官房地方課
経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
経済産業省資源エネルギー庁電気・ガス事業部電力基盤整備課
経済産業省中小企業庁事業環境部企画課
経済産業省中小企業庁経営支援部経営支援課
【(2)】
財務省大臣官房地方課
経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
経済産業省資源エネルギー庁電気・ガス事業部電力基盤整備課

4 電力需給対策期間中における水道事業等への電力供給 経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課
厚生労働省健康局水道課

5 水道施設における自然エネルギー等（太陽光、小水力発
電）導入のための財源の確実な措置

経済産業省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
環境省地球環境局地球温暖化対策課

6 自家発電設備用石油燃料の優先供給に向けた支援 経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課
7 放射能による健康影響の解明及び対応策の実施 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課
7 放射能による健康影響の解明及び対応策の実施 厚生労働省健康局総務課
8 学校・幼稚園・保育所等における放射線量の安全基準値

の早期設定
内閣府原子力災害対策本部
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課、初等中等教育局財務課
厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課

9 放射性物質を含む浄水場発生土・下水汚泥等の取扱い
等に関する対策の推進

内閣府原子力災害対策本部
国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課、健康局水道課
経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課

10 東京港の放射能風評被害対策 国土交通省港湾局総務課
11 中央防災会議における地震の想定規模の再検証 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（地震・火山・大規模水害対策担当）
12 帰宅困難者対策の推進 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（地震・火山・大規模水害対策担当）

総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
国土交通省鉄道局鉄道業務政策課、施設課、安全監理官室

13 災害医療体制の充実 厚生労働省医政局指導課
14 災害時の広域連携に向けた防災情報通信網の整備 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（災害応急対策担当）
15 災害時における安定的な燃料供給体制の確立 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（地震・火山・大規模水害対策担当）

資源エネルギー庁資源・燃料部政策課
16 ＧＰＳ波浪計整備の推進 国土交通省港湾局技術企画課技術監理室
17 大規模災害時における消防活動体制等の充実強化 消防庁国民保護・防災部参事官
18 介護職員等の派遣に係る災害救助費の支弁 厚生労働省老健局総務課
19 児童・生徒の災害時における教育活動支援等の推進 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課、施設助成課

文部科学省初等中等教育局財務課
20 観光需要の回復に向けた効果的な緊急対策の実施 【(1)(2)】観光庁総務課企画室
1 地方分権改革の推進

１　抜本的な地方分権改革の実現
【1】内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（総括担当）
【1】地域主権戦略室
【1】総務省自治財政局財政課、調整課、自治税務局企画課
【1】財務省主計局主計官、主税局総務課

1 地方分権改革の推進
２　地方分権に資する地方税財政制度の抜本的改革の推
進

【2】内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（総括、 総務課・政策評価広報課担当）、
【2】内閣府地域主権戦略室
【2】総務省自治税務局企画課、財務省主税局総務課

1 地方分権改革の推進
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

【3】内閣府地域主権戦略室
【3】国土交通省鉄道局都市鉄道課

1 地方分権改革の推進
４　地方独立行政法人制度の改革

【4】総務省自治行政局行政課、自治行政局行政経営支援室、自治財政局財務調査課
【4】文部科学省高等教育局大学振興課
【4】経済産業省産業技術環境局大学連携推進課

1 地方分権改革の推進
５　国直轄事業負担金の更なる改革

【5】総務省自治財政局財政課、交付税課、調整課、自治税務局企画課
【5】財務省主計局主計官、主税局総務課
【5】国土交通省港湾局計画課、都市局公園緑地・景観課、水管理・国土保全局総務課、
【5】国土交通省道路局国道・防災課

2 地方分権に資する国庫補助負担金改革の実現 総務省自治税務局企画課、財務省主税局総務課
1 法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃 総務省自治税務局企画課、財務省主税局総務課
2 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
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

3 財政上の不合理な措置の是正 【(1)①】総務省自治財政局交付税課、自治税務局企画課、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

4 法人事業税の分割基準の適正化等 総務省自治税務局都道府県税課
5 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）
総務省自治行政局行政課、自治財政局財務調査課

1 八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の促進等 国土交通省水管理・国土保全局
　　　　　　　　水政課、河川計画課、河川環境課、治水課

水資源部 水資源政策課、水資源計画課
2 首都移転の白紙撤回 国土交通省国土政策局総合計画課
3 首都圏の防災力の強化 内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付内閣参事官、内閣府政策統括官（防災担当）付

参事官、国土交通省国土政策局総合計画課
4 木造住宅密集地域の整備促進

１　災害に強い都市構造の確保
【1】(1)国土交通省都市局街路交通施設課、都市安全課 、道路局企画課
【1】(2)国土交通省都市局公園緑地・景観課

2 木造住宅密集地域の整備促進 【2】国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室
2 木造住宅密集地域の整備促進 【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
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5 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進 国土交通省住宅局建築指導課建築物防災対策室
国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室

6 マンション耐震化及び適切な更新による都市再生 法務省（参事官室）民事局、国土交通省住宅局市街地建築課
7 長周期地震動対策の推進 国土交通省住宅局建築指導課
8 鉄道施設の耐震化の推進 国土交通省鉄道局都市鉄道課、施設課
9 病院等の耐震化対策に係る補助制度の拡充 厚生労働省医政局指導課

厚生労働省社会援護局福祉基盤課
10 私立学校の耐震化対策に係る助成の拡充 文部科学省初等中等教育局幼児教育課、高等教育局私学部私学助成課

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室
11 ライフライン施設の復旧体制強化 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（災害復旧・復興担当）

総務省大臣官房政策評価広報課
経済産業省大臣官房総務課（国会防災担当）、原子力安全・保安院
国土交通省道路局国道・防災課、環境安全課

12 下水道事業に対する交付制度の拡充 【1】国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課
15 下水道事業に対する交付制度の拡充 【2】国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課
15 下水道事業に対する交付制度の拡充 【3】国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課
15 下水道事業に対する交付制度の拡充 【4】国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課
15 下水道事業に対する交付制度の拡充 【5】国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課
15 下水道事業に対する交付制度の拡充 【6】国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課
15 下水道事業に対する交付制度の拡充 【7】国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課
15 下水道事業に対する交付制度の拡充 【8】国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課
13 高規格堤防（スーパー堤防）の推進 内閣府政策統括官（防災担当）

国土交通省水管理・国土保全局総務課、河川計画課、治水課
都市局市街地整備課

14 大都市海岸の津波・高潮対策の推進 国土交通省港湾局海岸･防災課
15 液状化対策の推進 【1】国土交通省住宅局建築指導課
14 液状化対策の推進 【2】国土交通省航空局航空ネットワーク部首都圏空港課、空港施設課
16 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
【1】国土交通省水管理・国土保全局総務課、河川計画課、河川環境課、治水課、砂防部砂防計
画課、砂防部保全課、砂防部保全課海岸室

12 総合的な治水対策の推進 【2】国土交通省水管理・国土保全局総務課、治水課、下水道部下水道事業課
12 総合的な治水対策の推進 【3】国土交通省水管理・国土保全局総務課、治水課
12 総合的な治水対策の推進 【4】国土交通省水管理・国土保全局総務課、砂防部砂防計画課、砂防部保全課
12 総合的な治水対策の推進 【5】国土交通省水管理・国土保全局総務課、河川環境課
12 総合的な治水対策の推進 【6】国土交通省水管理・国土保全局総務課、河川環境課
12 総合的な治水対策の推進 【7】国土交通省水管理・国土保全局総務課、治水課
12 総合的な治水対策の推進 【8】国土交通省水管理・国土保全局総務課、治水課、砂防部保全課海岸室
17 魅力的な運河空間の創造に対する支援の拡大 総務省自治財政局調整課

環境省総合環境政策局環境計画課
国土交通省港湾局計画課、国際・環境課、海岸・防災課

18 市街地の開発に係る諸事業の推進 【1】国土交通省都市局市街地整備課
18 市街地の開発に係る諸事業の推進 【2】国土交通省都市局市街地整備課、住宅局市街地建築課
18 市街地の開発に係る諸事業の推進 【3】国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室
18 市街地の開発に係る諸事業の推進 【4】国土交通省都市局街路交通施設課、まちづくり推進課
19 大都市圏における地籍調査の推進 国土交通省土地・建設産業局地籍整備課
20 国際競争力に資するまちづくりの推進 内閣官房地域活性化統合事務局、国土交通省都市局まちづくり推進課
21 東京における一体的な都市づくりの推進のための仕組みづくり 内閣府地域主権戦略室,国土交通省都市局都市計画課、公園緑地・景観課
22 ユビキタス技術を活用したまちづくりの推進 国土交通省政策統括官付参事官、道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室
23 特殊地下壕対策の充実 国土交通省都市局都市安全課
24 不法係留船対策の推進 国土交通省水管理・国土保全局水政課
25 大都市補正の適用地区拡大 国土交通省大臣官房技術調査課
26 公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正 【1】国土交通省総合政策局総務課、土地・建設産業局総務課
26 公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正 【2】国土交通省総合政策局総務課、土地・建設産業局総務課
26 公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正 【3】国土交通省総合政策局総務課、土地・建設産業局総務課
26 公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正

４　マンション共有地を円滑に取得するための法令改正
【4】国土交通省総合政策局総務課、土地・建設産業局総務課、
【4】法務省民事局総務課

27 公共事業と農地保全を両立するための制度改正 財務省主税局税制第一課、農林水産省経営局経営政策課、国土交通省都市局公園緑地・景観
課、都市計画課

28 外かく環状道路の早期完成 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、都市局市街地整備課
29 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
【1(1)】国土交通省都市局 街路交通施設課、都市計画課、都市政策課
【1(1)】国土交通省道路局総務課高速道路経営管理室、高速道路課、企画課
【1(1)】国土交通省道路局道路経済調査室、環境安全課、国道・防災課
【1(2)】国土交通省都市局 街路交通施設課、都市政策課
【1(2)】国土交通省道路局 高速道路課、企画課
【1(3)～(5)】国土交通省都市局 都市政策課、道路局 高速道路課、企画課

29 高速道路網の整備促進及び有効活用
２　高速道路網の有効活用

【2】国土交通省都市局 都市政策課
【2】国土交通省道路局 高速道路課、企画課、環境安全課

30 国道等の整備促進 【1】国土交通省道路局企画課、国道・防災課、都市局市街地整備課
30 国道等の整備促進 【2】国土交通省港湾局計画課
31 道路・橋梁事業の推進

１　道路・橋梁整備の推進
【1】国土交通省都市局街路交通施設課
【１】国土交通省道路局企画課、国道・防災課、環境安全課

31 道路・橋梁事業の推進 【2】国土交通省道路局国道・防災課、環境安全課
31 道路・橋梁事業の推進 【3】国土交通省道路局環境安全課
31 道路・橋梁事業の推進 【4】国土交通省道路局環境安全課
31 道路・橋梁事業の推進 【5】国土交通省道路局環境安全課、港湾局計画課
31 道路・橋梁事業の推進 【6】国土交通省道路局国道・防災課、環境安全課
31 道路・橋梁事業の推進 【7】国土交通省道路局環境安全課
31 道路・橋梁事業の推進 【8】国土交通省道路局環境安全課
31 道路・橋梁事業の推進 【9】国土交通省道路局環境安全課
31 道路・橋梁事業の推進 【10】国土交通省道路局環境安全課
31 道路・橋梁事業の推進 【11】国土交通省港湾局計画課
32 連続立体交差事業の推進 【(1)(2)】国土交通省都市局 街路交通施設課、道路局企画課

【(3)】国土交通省都市局 街路交通施設課、市街地整備課、道路局 企画課
33 踏切対策推進のための制度の創設・拡充 国土交通省道路局路政課、都市局街路交通施設課

国土交通省鉄道局都市鉄道課、施設課
34 地下鉄一元化の推進 財務省理財局国有財産企画課、国土交通省鉄道局都市鉄道課
35 都市高速鉄道整備の充実・強化 【1】総務省自治財政局公営企業課
35 都市高速鉄道整備の充実・強化 【2(1)】国土交通省鉄道局都市鉄道課

【2(2)】国土交通省鉄道局都市鉄道課、施設課、技術企画課
36 ＪＲ中央線の複々線化の早期実現 国土交通省鉄道局都市鉄道課
37 リニア中央新幹線の早期整備 国土交通省鉄道局幹線鉄道課、都市局まちづくり推進課

国土交通省道路局企画課、高速道路課

都
市
整
備

- 375 -



区分 所管課

提案要求先省庁所管課一覧
項目名

38 米軍基地対策の推進
１　米軍基地の整理・縮小・返還の促進

【1】外務省北米局日米安全保障条約課
【1】防衛省地方協力局地方協力企画課

38 米軍基地対策の推進
２　横田基地の軍民共用化の推進

【2】内閣官房副長官補
【2】外務省北米局日米安全保障条約課
【2】国土交通省航空局航空ネットワーク部空港施設課、道路局企画課、国道・防災課
【2】防衛省防衛政策局防衛政策課、日米防衛協力課

38 米軍基地対策の推進
３　横田空域及び管制業務の返還

【3】外務省北米局日米安全保障条約課
【3】国土交通省航空局交通管制部交通企画課、管制課
【3】防衛省地方協力局地方協力企画課

39 羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進
１　羽田空港の機能強化・更なる国際化

【1】国土交通省航空局総務課、航空戦略課
【1】国土交通省航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課、航空事業課、首都圏空港課、空港施
設課、環境・地域振興課
【1】国土交通省交通管制部交通企画課、管制課、港湾局計画課
【1】法務省入国管理局総務課、財務省関税局監視課
【1】厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課
【1】農林水産省消費・安全局動物衛生課、植物防疫課

39 羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進 【2】国土交通省航空局航空ネットワーク部首都圏空港課、空港施設課
39 羽田空港の機能強化と更なる国際化の推進 【3】国土交通省航空局航空ネットワーク部首都圏空港課、空港施設課
40 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進 内閣官房副長官補、外務省北米局日米安全保障条約課

防衛省防衛政策局防衛政策課、日米防衛協力課、地方協力局地方協力企画課
法務省入国管理局総務課財務省関税局監視課
厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課
農林水産省消費・安全局動物衛生課、植物防疫課
国土交通省航空局総務課、航空戦略課、航空ネットワーク部首都圏空港課、空港施設課

41 首都圏新空港の事業化の促進 国土交通省航空局総務課、航空ネットワーク部空港施設課
42 京浜三港（東京港・川崎港・横浜港）が実施する国際競争

力維持・強化施策への支援
国土交通省港湾局港湾経済課、計画課

43 物流機能の強化等に向けた東京港整備の推進 国土交通省港湾局計画課
44 島しょ港湾等の整備促進 農林水産省水産庁漁港漁場整備部計画課

国土交通省国土政策局離島振興課
国土交通省港湾局計画課、海岸・防災課

1 地球温暖化防止対策の推進
１　実効性ある温室効果ガス削減対策の実施

【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
(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
(2)環境省地球環境局地球温暖化対策課
(3)経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
(3)環境省地球環境局地球温暖化対策課
(4)財務省大臣官房地方課
(5)経済産業省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
(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
(7)経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
(7)環境省地球環境局地球温暖化対策課
(8)経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
(8)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
(9)経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
(9)環境省地球環境局地球温暖化対策課

1 地球温暖化対策の推進
２　再生可能エネルギーの普及・拡大等

【2】(1)経済産業省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
(1)経済産業省資源エネルギー庁電気ガス事業部電力市場整備課
(2)経済産業省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
(2)環境省地球環境局地球温暖化対策課
(3)経済産業省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
(3)経済産業省資源エネルギー庁電気ガス事業部電気市場整備課
(4)経済産業省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
(5)内閣官房総合海洋政策本部事務局
(5)経済産業省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
(5)環境省地球環境局地球温暖化対策課
(6)経済産業省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
(6)環境省地球環境局地球温暖化対策課
(7)～(10)国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課

1 地球温暖化対策の推進
３　建築物の低炭素化の促進

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

1 地球温暖化対策の推進
４　自動車からの温室効果ガス排出量削減対策の推進

【4】経済産業省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
経済産業省資源・燃料部燃料政策企画室、製造産業局自動車課
国土交通省自動車局環境政策課
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
環境省水・大気環境局自動車環境対策課、地球環境局地球温暖化対策課

1 地球温暖化対策の推進 【5】環境省地球環境局地球温暖化対策課
2 フロン対策の推進 経済産業省製造産業局化学物質管理課

環境省地球環境局地球温暖化対策課
3 ヒートアイランド対策の推進

１　ヒートアイランド対策の推進
【1】環境省水・大気環境局大気生活環境室
【1】国土交通省総合政策局環境政策課、水管理・国土保全局下水道部下水道事業課

3 ヒートアイランド対策の推進 【2】国土交通省総合政策局環境政策課、水管理・国土保全局下水道部下水道事業課
4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充 【(1)(6)】総務省自治税務局固定資産税課

【(1)(6)】財務省主税局税制第一課
【(1)(6)】国土交通省都市局公園緑地・景観課
【(2)(3)】財務省主税局税制第一課
【(2)(3)】国土交通省都市局公園緑地・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
【(5)】国土交通省都市局公園緑地・景観課
【(5)】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
【(7)】国土交通省都市局公園緑地・景観課
【(8)】国土交通省都市局公園緑地・景観課

5 公園整備事業の推進 【1】国土交通省都市局公園緑地・景観課
5 公園整備事業の推進 【2】国土交通省都市局公園緑地・景観課
6 全国都市緑化フェアの開催 国土交通省都市局公園緑地・景観課
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7 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

【1】内閣官房地域活性化統合事務局
【1】財務省理財局国有財産業務課
【1】国土交通省都市局公園緑地・景観課

7 都市再生推進のための国有財産の活用
２　公園整備に係わる国有財産の活用

【2】国土交通省都市局公園緑地・景観課
【1】財務省理財局国有財産業務課

8 国による緑の創出・保全への率先行動 文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課
9 都市農地保全のための制度の改善 【(1)】国土交通省都市局都市計画課

【(1)】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）
【(2)①】国土交通省都市局都市計画課
【(2)②】財務省主税局税制第一課
【(2)②】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）
【(2)②】国土交通省都市局公園緑地･景観課
【(2)②】環境省自然環境局自然環境計画課

10 小笠原諸島世界自然遺産保全管理の推進 【(1)】林野庁国有林野部経営企画課、森林整備部研究・保全課
【(1)】環境省自然環境局自然環境計画課、野生生物課
【(2)(5)】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)】国土交通省国土政策局特別地域振興官

11 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化
１　迅速で実効性のある流入車対策の推進

【1】国土交通省自動車局環境政策課
【1】環境省水・大気環境局自動車環境対策課、総合環境政策局環境経済課

11 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化
２　自動車からの排出ガス対策

【2】経済産業省製造産業局自動車課
【2】国土交通省自動車局環境政策課
【2】環境省水・大気環境局自動車環境対策課

11 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化
３　局地汚染対策

【3】国土交通省道路局環境安全課道路環境調査室
【3】環境省水・大気環境局自動車環境対策課

11 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化 【4】環境省総合環境政策局環境保健部企画課、水・大気環境局総務課
11 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化 【5】環境省総合環境政策局環境保健部企画課
12 道路環境対策の推進 国土交通省道路局企画課、国道・防災課、環境安全課

13 微小粒子状物質(PM2.5) ･光化学オキシダント対策の推進 【(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・大気環境局大気環境課
【(2)③】国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課、環境省総合環境政策局環境経済課
【(2)④】環境省水・大気環境局大気環境課
【(2)⑤】経済産業省産業技術環境局環境指導室、環境省水・大気環境局大気環境課
【(3)】環境省水・大気環境局大気環境課
【(4)】環境省水・大気環境局大気環境課

14 市街地土壌汚染対策の推進 【(1)(2)】環境省水・大気環境局土壌環境課
【(3)】国土交通省土地・建設産業局企画課、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

15 花粉症対策の推進
　花粉発生源対策の充実

【(1)】農林水産省林野庁森林整備部研究･保全課
【(2)】農林水産省林野庁森林整備部整備課
【(3)】農林水産省林野庁林政部木材利用課

1 少子社会対策の推進
１　次世代育成支援対策の推進

【1(1)】内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官（少子化対策担当）
【1(1)】文部科学省初等中等教育局幼児教育課
【1(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長
【1(1)】厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課幼保連携推進室
【1(2)】厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課
【1(2)】財務省大臣官房地方課

1 少子社会対策の推進 【2】厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課
1 少子社会対策の推進 【3】厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課
2 児童に関する相談支援機能の強化 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課、総務課虐待防止対策室
3 社会的養護施策の充実 厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課
4 子どもに対する手当の実施に伴う確実な財源の確保等 厚生労働省雇用均等・児童家庭局子ども手当管理室
5 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
【1(1)】厚生労働省老健局高齢者支援課、介護保険計画課、振興課
【1(1)】厚生労働省老健局認知症・虐待防止対策推進室
【1(2)】厚生労働省老健局老人保健課、振興課
【1(3)】厚生労働省老健局老人保健課、振興課
【1(4)】厚生労働省老健局振興課
【1(5)】厚生労働省老健局振興課、老人保健課、認知症・虐待防止対策推進室

5 高齢社会対策の推進
２　認知症対策の総合的な推進

【2】厚生労働省老健局認知症・虐待防止対策推進室
【2】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課、保険局医療課

5 高齢社会対策の推進
３　療養病床再編成の円滑な実施

【3(1)】厚生労働省保険局医療課
【3(1)】厚生労働省医政局総務課
【3(2)】厚生労働省老健局老人保健課、高齢者支援課

5 高齢社会対策の推進 【4】厚生労働省老健局高齢者支援課
5 高齢社会対策の推進

５　事業の円滑な実施に向けた助成制度等の実現
【5】厚生労働省老健局高齢者支援課
【5】財務省大臣官房地方課

6 医療保険制度の改革等 厚生労働省保険局総務課、国民健康保険課、高齢者医療課
7 障害者施策の推進

１　障害者の自立支援に関する法制度
【1(1)（2）(5)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
【1(3)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
【1(4)(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

7 障害者施策の推進
２　障害福祉サービス基盤整備

【2(1)】財務省大臣官房地方課
【2(1)(2)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

7 障害者施策の推進
３　障害者の地域生活の実現のための施策の充実

【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

7 障害者施策の推進 【4】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
7 障害者施策の推進

５　精神科医療等の充実
【5(1)(2)(4)(5)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
【5(1)～(4)】厚生労働省保健局医療課
【5(3)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

8 生活・雇用に関するセーフティネットの強化 【1】厚生労働省社会・援護局保護課、職業安定局就労支援室
8 生活・雇用に関するセーフティネットの強化

２　職や住まいに困窮する者への支援策の充実
【2】厚生労働省社会・援護局保護課、地域福祉課
【2】厚生労働省職業安定局就労支援室

8 生活・雇用に関するセーフティネットの強化 【3】厚生労働省社会・援護局保護課
9 保健医療施策の推進

１　医師確保対策の充実
【1】厚生労働省医政局総務課、指導課、医事課
【1】厚生労働省保険局医療課

9 保健医療施策の推進 【2】厚生労働省医政局看護課
9 保健医療施策の推進

３　地域医療連携の推進
【3】厚生労働省医政局総務課、指導課、医事課
【3】厚生労働省保険局医療課

9 保健医療施策の推進 【4】厚生労働省医政局総務課、医事課、歯科保健課
9 保健医療施策の推進 【5(1)】厚生労働省健康局総務課がん対策推進室
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9 保健医療施策の推進

５　がん対策の充実（２）がん医療の充実
【5(2)】厚生労働省健康局総務課がん対策推進室
【5(2)】厚生労働省保険局医療課

9 保健医療施策の推進 【5(3)】厚生労働省健康局総務課がん対策推進室
9 保健医療施策の推進 【6】厚生労働省医政局指導課、保険局医療課
9 保健医療施策の推進 【7】厚生労働省医政局指導課、保険局医療課
9 保健医療施策の推進 【8】厚生労働省医政局指導課、保険局医療課
9 保健医療施策の推進 【9】厚生労働省医政局指導課、保険局医療課
9 保健医療施策の推進 【10】厚生労働省医政局指導課、保険局医療課
9 保健医療施策の推進 【11】厚生労働省医政局指導課、保険局医療課、健康局疾病対策課
10 ウイルス肝炎対策の強化 厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室

11 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

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

11 新興・再興感染症対策の充実
２　新型インフルエンザに係る保健医療体制の整備

【2】外務省北米局日米安全保障条約課
【2】厚生労働省健康局結核感染症課

12 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

【1】消費者庁食品表示課
【1】厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課

12 健康危機管理体制の充実 【2】厚生労働省健康局結核感染症課
12 健康危機管理体制の充実 【3】厚生労働省健康局結核感染症課
1 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく介護福祉士候補者の受入

体制の充実
法務省入国管理局総務課、外務省経済局経済連携課、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課

2 「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化 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
国土交通省水管理・国土保全局

3 政府主導による官民連携インフラファンドの創設 内閣府大臣官房、財務省大臣官房総合政策課、経済産業省経済産業政策局経済産業政策課、
国土交通省総合政策局政策課

4 効果的で実効性のある総合特区制度の運用 内閣官房地域活性化統合事務局、内閣府地域活性化推進室
5 国産ジェット旅客機の開発支援 外務省アジア大洋州局地域政策課

経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課
国土交通省航空局技術部航空機安全課
防衛省経理装備局技術計画官付

6 ＮＰＯ法人新認定制度の導入に係る対応 内閣府大臣官房市民活動促進課
7 中小企業者の資金調達の円滑化の確保 経済産業省中小企業庁事業環境部金融課
8 外国人旅行者の受入体制整備の拡充 【(1)(2)(3)】観光庁国際観光政策課
9 ウメ輪紋ウイルス（プラムポックスウイルス）の緊急防除対策 農林水産省消費･安全局植物防疫課
10 障害者の就業支援策の一層の充実 【(1)(2)(3)(4)】厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課

【(5)】厚生労働省職業能力開発局能力開発課
11 若年者の就業を支援する施策の充実 【(1)(2)】厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部企画課若年者雇用対策室
12 沖ノ鳥島等の利活用の推進

１　沖ノ鳥島の利活用の推進
【1(1)(2)(3)(6)】農林水産省水産庁漁政部企画課
【1(3)(4)】国土交通省水管理・国土保全局砂防部保全課海岸室
【1(5)】内閣官房総合海洋政策本部事務局

沖ノ鳥島等の利活用の推進
２　南鳥島の利活用の推進

【2】内閣官房総合海洋政策本部事務局
【2】国土交通省港湾局計画課、航空局総務課

13 豊洲新市場整備等に対する交付金の確実な措置 農林水産省食料産業局食品製造卸売課
1 ２０２０年オリンピック・パラリンピック競技大会日本招致 内閣官房副長官補付内閣参事官

外務省広報文化交流部人物交流室
財務省大臣官房総合政策課政策推進室
文部科学省スポーツ・青少年局競技スポーツ課
厚生労働省大臣官房総務課

2 スポーツ振興事業の推進 【1】文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課
2 スポーツ振興事業の推進 【2】文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課
3 総合的な青少年健全育成施策の拡充

１　青少年の社会的自立を支援する施策の拡充
【1】内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官(青少年支援担当)
【1】文部科学省初等中等教育局児童生徒課、スポーツ・青少年局青少年課
【1】厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部若年者雇用対策室、
【1】厚生労働省職業能力開発局キャリア形成支援室、社会・援護局総務課

3 総合的な青少年健全育成施策の拡充 【2】法務省保護局更生保護振興課
3 総合的な青少年健全育成施策の拡充

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

【3】内閣府政策統括官（共生社会政策担当）
【3】警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課、少年課
【3】総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
【3】法務省刑事局公安課
【3】文部科学省初等中等教育局児童生徒課、スポーツ・青少年局青少年課
【3】経済産業省商務情報政策局情報経済課

4 私立学校助成の拡充 文部科学省高等教育局私学部私学助成課
5 高等学校等就学支援金制度の必要経費の確保 文部科学省初等中等教育局財務課高校修学支援室
6 幼稚園就園奨励費補助の拡充 文部科学省初等中等教育局幼児教育課
7 公立高校授業料不徴収に要する経費の全額国費負担 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
8 公立学校の教職員定数の充実及び学級編制標準の改定 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課、財務課
9 特別支援学校の養護教諭等の定数改善 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課、財務課
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
【1(1)】内閣官房副長官補（安全保障・危機管理）付内閣参事官
【1(2)】警察庁警備局警備企画課、消防庁国民保護・防災部参事官

1 首都東京を守るテロ対応力の強化
２　テロに備える体制整備

【2(1)】内閣官房副長官補（安全保障・危機管理）付内閣参事官
【2(2)】内閣官房副長官補（安全保障・危機管理）付内閣参事官
【2(2)】文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課
【2(2)】厚生労働省医薬食品局審査管理課
【2(3)】内閣官房副長官補（安全保障・危機管理）付内閣参事官
【2(3)】厚生労働省大臣官房厚生科学課

2 総合的な治安対策の充実・強化 【1】警察庁長官官房会計課
2 総合的な治安対策の充実・強化 【2】法務省入国管理局総務課
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