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1

平成２６年度　国の予算編成に対する東京都の提案要求（概要）

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への
全面的支援及びスポーツ振興

最重点事項及び主な重点事項

2

3

4

5

66 地地方方分分権権改改革革のの推推進進

最
 

重
 

点
 

事
 

項項

東京の国際競争力を引き上げる施策の推進

高度な防災都市の実現

抜本的な電力改革の推進

法人事業税の暫定措置の確実な撤廃及び法人住民税の一部国税化
案の撤回

66 地地方方分分権権改改革革のの推推進進

7 待機児童対策など子供・子育て支援施策の充実

8 我が国の海洋権益確保のための国境離島の戦略的な活用

9

10

11主

項項

公会計制度改革の推進（統一的な会計基準の整備）

首都移転の白紙撤回

八ッ場ダム建設事業の本体工事の早期着手

12

13 米軍基地対策の推進

14 地球温暖化防止対策の更なる推進

15

16

17

18

１１１１５５件件（（ううちち新新規規事事項項 ２２件件））

  
な
 

重
 

点
 

事
 

項

重重点点事事項項

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

「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化

豊洲新市場整備等に対する交付金の確実な措置

今今年年度度前前期期１１２２３３件件（（ううちち新新規規事事項項 ６６件件））

生活・雇用に関するセーフティネットの強化

東京湾の水質改善対策の促進 【新規】

１１１１５５件件（（ううちち新新規規事事項項　　２２件件））重重点点事事項項 今今年年度度前前期期１１２２３３件件（（ううちち新新規規事事項項　　６６件件））

※　重点事項のうち、特に国に対して強く要求する事項を、最重点事項又は主な重点事項とした。



　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、石原前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点について合意した。
　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２６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、地震・津波・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                                                    
【第８回 国と東京都の実務者協議会(平成25年7月25日現在)】

2
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１　 地方分権改革

１



 

 

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＞ 

国は、第１次から第３次にわたる一括法を成立させ、法令による義務付け・枠

付けなどについて見直しを行っている。また、国から都道府県への事務・権限の

移譲等に関する「当面の方針」を決定するとともに、地方分権改革の今後の展望

について検討を行うなど、取組を進めている。

しかし、義務付け・枠付けの見直しについては、従うべき基準が多用されてい

ること、地方分権改革推進委員会第２次勧告で指摘されていながら、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、見直しの質、量ともに決して十分

なものとは言えない。

また、国の出先機関の一部の事務・権限については、本年９月に地方分権推進

本部において決定された「当面の方針」において、移譲する方向で協議すること

とされたものの、国の出先機関の廃止・縮小についてはほとんど進展していない

と言わざるを得ない。

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、地方が地域の課題を主体的に

解決できるよう、地方の権限を拡大すべきである。とりわけ、首都東京は、人や

もの、企業、情報が集積しており、大都市特有の課題を一体的に処理することが

求められている。現場を預かる都が、国に代わって課題解決に取り組めるように

する必要がある。

また、権限と財源とは車の両輪であり、地方が権限を行使し、住民に対する責

任を果たしていくためには、権限に見合った財源が不可欠である。そのため、地

（１）首都東京の課題をより迅速、効果的に解決できるよう、都の

権限・責任を拡大すること。 

（２）国の出先機関の事務・権限を地方へ移管し、国の出先機関を

廃止・縮小すること。 

（３）地方の自立的な行政運営に向け、国の関与を廃止すること。  

（４）地域の実情に応じて、地方が条例で国の基準を変更すること

を可能にすること。 

（５）権限とそれに見合う財源とを一体として移譲すること。 

4
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方税を充実させるなど、自立した地方が地域の課題に自主的に取り組める財源を

確保することが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地方の自立を確立するため、地方分権改革の実現に向けた地方との議論を

着実に進め、積極的に権限移譲を行うこと。特に、首都東京の課題を、より

迅速、効果的に解決できるよう、都の権限・責任を拡大させること。 

（２）出先機関が現在行っている事務は、原則として地方へ移管するとともに、

出先機関については廃止・縮小する方向で抜本的に見直すこと。 

（３）地方が策定する計画に対する大臣協議・同意の義務付けなどの国の関与に

ついては、真に必要なもののみに限定した上で、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、権限の移譲と併せて、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。 

   また、法律に基づく基礎自治体への権限移譲に当たっては、国は地方交付

税の不交付団体や特別区を含め、全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＞  

真の地方自治は、地方自治体が自らの権限と財源に基づき、主体的に行財政運

営を行うことで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必要が

ある。 

地方分権改革を進めることに伴い、地方の役割が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。 

また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための

消費税法の一部を改正する等の法律」が成立し、法人事業税の暫定措置は地方消

費税率の引上げ時期を目途に抜本的に見直しを行うこととされた。もとより、地

方分権に逆行する暫定措置は、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまで

の間のものであることから、平成２６年度税制改正において確実に撤廃し、地方

税として復元されなければならない。 

地方の役割を十分に踏まえた地方税財政制度の構築に向けては、都市の財源を

奪う小手先の手法を講ずるのではなく、地方消費税の充実を含めた地方税源の拡

充に加え、地方交付税の財源保障機能と財源調整機能を適切に発揮させるため、

必要かつ十分な地方交付税総額を確保する等、総体としての地方税財源を充実強

化する方向で改革を進めていくべきである。 
 
＜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、法人事業税の暫定措置については、

これを確実に撤廃し、地方税として復元すること。 

（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、地方交付税の財源保障機能と財源調整機能を堅

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）地方消費税の充実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 地方分権に資する国庫補助負担金改革の実現 

（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２５年度予算編成において「地域自主戦略交付金を廃止し、各省庁

の交付金等に移行した上で重要な政策課題に対応する。その際、事務手続の簡素

化など各省庁の交付金等の運用改善等を図るとともに、地域自主戦略交付金の対

象事業の活用実績も踏まえ、継続事業の着実な実施のため、各省庁において年度

内を含めた必要な措置を講ずる」こととした。 

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を拡充する方向で検討すべきもので

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。 

国庫補助負担金改革を真の地方分権に資するものとするため、制度設計等に当

たっては地方の意見を反映すべく、国は地方と十分に議論を尽くすべきである。 

 

＜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）国庫補助負担金改革を真の地方分権に資する地方税財源の拡充につながる

ものとするため、地方と本質的な議論を行うこと。 

（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）国庫補助負担金改革を地方分権に資する地方税財源の拡充に

つながるものとするため、地方と本質的な議論を行うこと。 
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４ 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や維持管理費負担金の廃止など、一定の見直しがなされた。

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、いまだに改善され

ていない状況である。 

また、建設に関する直轄事業負担金制度の廃止とその後のあり方についても、

制度の見直しに向けた取組は進んでいない。 

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は、国と地方の役割分担に応じた国直轄事業

の範囲の見直しや事前協議の法制化、不適切な支出の防止や返還の仕組みの検討

など、制度の更なる改革が必要である。 

 
＜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、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）地方自治体に負担金を返還する仕組みの構築を検討すること。
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５ 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。 

 

６ 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、「日本再興戦略」や「科学技術基

本計画」においても、大学のイノベーション機能の抜本強化や、産学官の「知」

のネットワーク強化など大学・研究機関における研究成果を地域の活性化につな

げる取組を進めることが提言されている。 

一方、公立大学法人による出資については、地方独立行政法人法に関連する規

定がないため、出資ができない状態となっており、研究成果を地域の実情に即し

た産業振興に活かしていく上で障害になっている。また、国の独立行政法人と、

地方独立行政法人とで、制度上の違いを設ける合理的な理由は認められない。 
 

＜具体的要求内容＞ 

 国立大学法人と同様に、公立大学法人も出資が可能となるように、所要の法改

正を含め、制度の整備を行うこと。 

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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２ ハローワークの都移管 

 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京のハローワークには、膨大な求人が寄せられていながら、それが必ずしも

充足されている状況ではない。これは、現行の取組が、就職相談、職業訓練への

受講指示、職業紹介を国が、就職支援、職業訓練を都が各々実施するという、就

職に関するサービス提供機能が二元化していることや、ハローワークでは、カウ

ンセリングやセミナー、職業訓練など、きめ細かい対応が十分にできていないこ

となどに起因している。 

こうした問題を解決するため、求職者の能力・適性に応じた就職相談、職業訓

練、職業紹介、実際の就職という流れが一体となった雇用施策の実現に向け、全

国知事会とともに都は、かねてからハローワークを移管するよう国に対し要望し

てきた。移管のメリットとしては、就職だけでなく必要な支援を身近な場所で受

けられることや、企業支援と雇用政策の連携が可能になる等が挙げられる。 

国は、平成２３年末、ハローワーク特区制度を活用して、試行的に東西１か所

ずつハローワークが移管されているのと実質的に同じ状況を作り、移管可能性の

検証を行うという方針を示した。その後、平成２４年５月に埼玉県及び佐賀県か

ら出された提案の枠組みに応じ、同年１０月から両県において特区事業が開始さ

れている。しかし、特区事業は、検証期間を三年程度設けるとしたスピード感に

欠ける取組であり、加えて、都移管が実現するまでのプロセスが示されておらず、

都の要望には程遠いと言わざるを得ない。 

また、平成２５年９月に地方分権推進本部で決定された「当面の方針」におい

ても、無料職業紹介事業に関する事務・権限は移譲以外の見直しにとどまってお

り、事務・権限の移譲そのものは『引き続き検討・調整を要する事務・権限』と

され、ハローワークの移管は一向に進展していない。 

都は、東京しごとセンターでのきめ細かい就業支援をはじめ、職業能力開発セ

ンターでの産業ニーズに即応した職業訓練の実施など、様々な雇用施策をこれま

で講じている。また、ハローワークの都移管が実現しない中で、民間事業者と連

携して、独自の就職支援策である「ＴＯＫＹＯ就活スタイル」の構築にも取り組

んでいる。都の雇用対策について、その効果を最大限に発揮する上で、ハローワ

ークの移管は不可欠である。 

 

 

ハローワークを都に移管すること。また、ハローワークの都移管

が実現するまでの間は、国の職業紹介システム等を都が利用できる

ようにすること。 
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＜具体的要求内容＞ 

ハローワークについては、東京の雇用・労働情勢を熟知する都の効果的・効率

的な事業運営を可能とするため、都に移管すること。 

また、ハローワークの都移管が実現するまでの間は、更なる都の雇用施策の充

実・強化に向け、ハローワークに設置されている職業紹介システム及び端末の利

用の権限を都に付与すること。 

 

 

 

参  考 

 

【平成２０年１２月８日付け 地方分権改革推進委員会第２次勧告～「地方政府」

の確立に向けた地方の役割と自主性の拡大～】 

別紙２ 個別出先機関の事務・権限の見直し事項一覧表（抜粋） 

地方自治体が行う無料職業紹介事業については、民間とは明確に異なる公的性格を持つも

のであり、国に準ずるものとして法律上位置づける。 

また、同事業において必要となる国のシステム・端末を、地方の職員が利用できるように

する。 
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２　 我が国の海洋権益確保のための国境離島の戦略的な活用

２
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１ 我が国の海洋権益確保のための国境離島の戦略

的な活用 
 

（提案要求先 内閣官房・外務省・文部科学省・農林水産省・経済産業省・ 
国土交通省・環境省） 

（都所管局 知事本局） 

 
＜現状・課題＞ 
 我が国は世界第６位となる広大な領海・排他的経済水域や大陸棚を有する。豊

富な水産資源や多様なエネルギー・鉱物資源を有する海洋は、我が国の活力や富

の源である。排他的経済水域等の権益を確保するためには、いわゆる国境離島を

適切に維持保全することが必要であり、生じる利益は都民はもとより、全ての国

民に及ぶ。 
 伊豆諸島や小笠原諸島を所管する都は、沖ノ鳥島等の国境離島の利活用を図る

などにより、我が国のおよそ４割を占める排他的経済水域や大陸棚の保全に資す

る取組を推し進めてきた。 
 こうした中、南鳥島近海における昨年１１月の独立行政法人石油天然ガス・金

属鉱物資源機構と本年１月の独立行政法人海洋研究開発機構による資源調査にお

いて、高濃度のレアアースを含む泥が確認された。 
 エネルギー・鉱物資源の大半を輸入に頼る我が国にとって、これらを供給国の

情勢に左右されずに安定的に確保することは資源政策上、さらには外交・安全保

障上、重要な課題であるとともに、資源開発を通じた技術力の向上は我が国の海

洋産業全体の強化に寄与するものである。 
 とりわけ、今回確認された南鳥島近海のレアアースの調査・開発促進は、この

中にハイテク産業に不可欠ながらも世界的生産量の少ない重レアアースが多く含

有されることから、産業をはじめとする東京が持つ都市力や都民生活の維持発展

のために重要であるとともに、国境離島の利活用を通じた維持保全につながる。 

 国は、本年２月に学識経験者、海洋開発会社、関係省庁及び都などからなる勉

強会を立ち上げ、揚泥技術等の技術的課題の検討に入るとともに、初めてレアア

ースを記載した新たな海洋基本計画に基づき３か年程度の資源量調査に着手した。 

 調査資源が限られる中、南鳥島近海のレアアース泥の資源調査を効率的かつ効

果的に実施し、早急にその開発に向けた具体的方策を示すことが必要である。 

 尖閣諸島もまた、排他的経済水域等の権益確保を図る上で極めて重要な国境離

島である。昨年、都はこの島々を公有化し所有を安定させた上で、その活用を図

ろうとした。都がこの基本方針を打ち出した後、これに賛同する約１０万４千の

方々から１４億円を超える寄附金が寄せられた。 
 昨年９月、都は洋上から現地調査を行い、自然環境の保全や地元自治体が強く

要望する漁業者のための施設等の設置などの必要性を確認した。 
 その後、島々は国の所有となった。その活用は国において行われるべきもので

 南鳥島近海におけるレアアースの資源調査・開発の推進や、尖閣

諸島の戦略的な活用など、国境離島の活用により、我が国の排他的

経済水域等の権益確保を図ること。 
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あることから、都は、寄せられた志を国による島々の活用に資する取組のための

資金として託せるように、本年３月、尖閣諸島活用基金を設置した。 
 国は、多くの方々の貴重な志を受け止め、尖閣諸島に対する実効性のある活用

策を講じることが必要である。 
 さらには、その他の国境離島についてもその維持保全に万全の備えを講じるこ

とが必要である。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）国境離島に関する戦略的取組の推進 
  ① 排他的経済水域等の権益確保の実効性を高めるために、国境離島につい

て、低潮線の保全のほか、社会経済活動の基礎となる公共施設を整備し自

然保護や漁業振興を図るなど、あらゆる戦略的取組を推進すること。 
  ② 都が実施した尖閣諸島現地調査の記録写真等を活用するなどにより、尖

閣諸島をはじめ領土・主権に関する普及・啓発を行うこと。 
  ③ 国境離島の保全・管理・振興を図るための法的根拠となる「無人国境離

島管理法」や「特定国境離島保全・振興特別措置法」の早期成立に向け、

「国境離島の保全、管理および振興のあり方に関する有識者懇談会」の議

論を早急に進めるなど、政府として必要な取組を進めること。 
（２）南鳥島近海のレアアース開発等の推進 

① 南鳥島近海のレアアース泥の資源量等調査においては、これまでのサン

プリング調査を踏まえ重点箇所を定め、かつ、経済産業省や文部科学省等

の関係省庁が一体となり、効率的かつ効果的に進めること。さらには、資

源量等調査においてレアアース泥の品位等の分析が不可欠であることから、

分析体制を早急に整備すること。 
② レアアースの開発・生産に当たっての揚泥、製錬、残渣処理等に関する

技術的検討・調査及びこれらの環境影響評価について、経済性の観点のみ

ならず、国土保全のための国境離島の利活用という観点を踏まえて、幅広

く行うこと。 
③ 海洋資源の探査・開発の道筋とそのために必要な技術などについて具体

的に計画化した「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」を早急に改定し、

レアアースに関する具体的計画を新たに盛り込むとともに、海洋資源全般

について最新の状況を踏まえた計画とすること。 
  ④ 南鳥島の利活用の推進のために、効率的な物資輸送を可能とし、かつ、

海洋資源開発の拠点等となる港湾施設等の建設整備を着実に推進するとと

もに、航空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。 
（３）尖閣諸島の戦略的活用の実施 
   国の所有となった尖閣諸島について、ヤギの被害から貴重な動植物を守る

ことや、海岸漂着物の処理などにより自然環境を保全し、また、地元漁業者

のための船溜りや無線中継基地、さらには有人の気象観測施設といった地元

自治体が強く要望する施設を設置するなど、有効活用を早急に図ること。 
さらには、尖閣諸島周辺海域における経済活動の継続の観点から、日台漁

業協定で定められた法令適用除外水域においても地元漁業者が確実に操業で

きるよう、地元自治体等の意見・要望を踏まえて支援策を講じるなど、地元

漁業の振興に向けた取組を推進すること。
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参  考 

 
【日本の排他的経済水域（EEZ）及び延長大陸棚】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   東京都に接する排他的経済水域 

  東京都に接する排他的経済水域 

  上記以外の日本の排他的経済水域 

 

 
 
  日本の延長大陸棚（平成２４年４月大陸棚限界委員会勧告分） 
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３　 行財政改革

３



 
（提案要求先 総務省・財務省） 

（都所管局 財務局・知事本局・総務局・主税局） 

＜現状・課題＞ 
平成２０年度税制改正で暫定措置として導入された地方法人特別税及び地方法

人特別譲与税については、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な
改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」が成立し、地方消費税率
の引上げ時期を目途に「抜本的に見直しを行う」こととなった。

この暫定措置は、地方の重要な基幹税である法人事業税の一部を国税化し、地
方に配分するものであるが、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。

もとより、この措置は、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間
のものである。今般、平成２６年４月からの消費税率引上げが決定されたことか
ら、平成２６年度税制改正において「地方法人特別税等に関する暫定措置法」を
確実に廃止し、地方法人特別税を地方税として復元すべきである。

一方、国や全国知事会においては、地方消費税率の引上げにより、不交付団体
における財源超過額が拡大することを問題視し、偏在是正の手段として、法人住
民税の地方交付税原資化や地方税による水平的な財政調整などが提案されている。
しかし、これらの意見は地方交付税制度における配分技術上の数字を基準とした
ものに過ぎず、実際に生じている膨大な財政需要を捉えた検討にはなっていない。

現下の都政には、東京の更なる発展につながる先進的な施策を展開するととも
に、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を大きな推進力とし
て、日本の成長を牽引していくことが求められている。加えて、少子高齢化への
対応や、首都直下地震への備えなど、喫緊に取り組むべき課題も山積している。
東京の財源が不当に吸い上げられれば、東京の活力が削がれるばかりでなく、我
が国全体にとって利益とならない。

税収の偏在に対しては、都市の財源を奪う小手先の手法を講ずるのではなく、
地方消費税の拡充や地方交付税の適切な機能発揮など、総体としての地方税財源
を充実強化することで対応すべきである。 

＜具体的要求内容＞ 
（１）不合理な手段で東京の財源を奪う暫定措置は、平成２６年度税制改正にお

いて確実に撤廃し、地方税として復元すること。 
（２）税収の偏在に対しては、法人住民税の地方交付税原資化といった都市の財

源を狙い撃ちした措置を講ずるのではなく、総体としての地方税財源を拡充
することで対応すること。 

１ 法人事業税の暫定措置の確実な撤廃及び法人  

住民税の一部国税化案の撤回 

（１）法人事業税の不合理な暫定措置を確実に撤廃し、地方税とし

て復元すること。 

（２）法人住民税の地方交付税原資化といった都市の財源を狙い撃

ちした措置は講じないこと。 
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（提案要求先 総務省・財務省） 

（都所管局 財務局） 

 

＜現状・課題＞ 

社会保障・税一体改革により、消費税１％相当分については、社会保障の充実

に充てることとされているが、具体的な制度設計に当たってはいまだ不明な点が

多い。 

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など、断じてあってはならない。 

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

源を補填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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３ 財政上の不合理な措置の是正 

 

（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填すること。 

 

  

 

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 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

地方揮発油譲与税 28 50 46 46 45

地 方 道 路 譲 与 税 19 0 0 0 0

国有提供施設等所在 

市町村助成交付金 
0.5 0.5 0.6 0.7 0.8

そ の 他 5 4 5 2 2

合    計 53 54 52 49 47

※ 24年度までは決算ベース、25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 24 25 

減収額 551 806 2,348 2,263 2,113 1,060 885 930 1,038 1,048

※ 平成25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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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） 
 

（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上で、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。 
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、国内の一部自治体においても会計制度改革を推進しており、都と同様の

本格的な複式簿記を、これまでに大阪府・新潟県・東京都町田市・愛知県で導入

した。さらに、大阪市・大阪府吹田市・東京都江戸川区においても導入準備を進

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、さら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、政府は平成２５年６月に「経済財政運営と改革の基本方

針」を閣議決定し、この中で企業会計原則を前提とした地方公会計の整備の促進

を掲げた。その後、同年８月に、総務省は、平成２２年９月に新地方公会計を更

に推進していくために立ち上げた「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」

のそれまでの検討内容を踏まえ、「中間とりまとめ」を公表した。しかし、この「中

間とりまとめ」では、統一的な会計基準設定の必要性について言及しているもの

の、その具体的内容については今後の検討課題となっており、平成２６年４月を

目処に最終報告を取りまとめることとしている。 
会計制度改革をさらに進め、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。 

全国標準たり得る会計基準を早期に策定するとともに、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。 



 

- 27 - 

 

＜具体的要求内容＞ 
（１）全国標準たり得る会計基準を早期に策定するとともに、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。 
（２）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。 
(３) 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 

 
【地方自治体の会計制度を巡る現状】 
平成 18 年４月 都が複式簿記・発生主義会計を導入 

平成19年 10月 
 

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 
平成20年 10月 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 

平成20年 11月 

 

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 

平成 21 年５月 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 

平成 22 年９月 

 

 

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 

平成22年 11月 

 

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 

平成 23 年４月 大阪府・新潟県が新公会計制度を導入 

平成 23 年６月 愛知県が東京都や大阪府の方式を参考に新公会計制度の導入を表明 

平成23年 12月 大阪市が新公会計制度の導入を表明 

平成23年 12月 

 

 

東京都・大阪府・愛知県・新潟県・町田市が全国自治体への普及に向

け、共同した取組を協議するため「新公会計制度普及促進連絡会議」

を設置 

平成 24 年４月 町田市が新公会計制度を導入 

平成 24 年６月 第２回「新公会計制度普及促進連絡会議」を開催 

平成 24 年６月 吹田市･江戸川区が新公会計制度の導入を表明 

平成24年11月 東京都・大阪府・愛知県・新潟県・町田市が共同でセミナー「経営ツ

ールとしての新公会計制度」を開催 

平成 25 年１月 第３回「新公会計制度普及促進連絡会議」を開催 

平成 25 年４月 愛知県が新公会計制度を導入 

平成 25 年６月 政府が「経済財政運営と改革の基本方針」を閣議決定 
平成 25 年８月 総務省「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」が「中間とりま

とめ」を公表 
 





29

４　 災害対策
４



 

- 30 - 

 

 

（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＞ 

現在、国の中央防災会議において首都直下地震などの想定地震の検討が進めら

れているが、最新の科学的知見に基づき再検証を行う必要がある。 

一方、国においては、首都直下地震などへの具体的な防災対策や財源が十分に

示されていない。国として実施すべき対策を明確にし、責任を持って実現してい

く必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

国の中央防災会議においては、首都直下地震など、東京に影響を及ぼすおそれ

のある地震について最新の科学的知見に基づき精緻に再検証するとともに、その

地震の想定結果に対して、国が責任を持って実施すべき対策を明らかにし、その

ための必要な法整備や財源の確保を行うなど、実効性ある防災対策への道筋を示

すこと。 

１ 想定地震の再検証とそれに基づく防災対策の 

強力な推進 

国の中央防災会議においては、首都直下地震など東京に影響を及

ぼすおそれのある地震について、最新の科学的知見に基づき再検証

し、この結果に対し国が責任を持って法整備や財源の確保を行うな

ど、首都直下地震などへの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・財務省・厚生労働省・国土交通省） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京都防災会議の｢首都直下地震等による東京の被害想定報告書｣（平成２４年

４月）では、帰宅困難者は約５１７万人発生すると想定している。 

首都直下地震帰宅困難者等対策協議会の調査によれば、東日本大震災において

も、鉄道の運行停止により都内で約３５２万人の帰宅困難者が発生し、多数の帰

宅困難者が駅前に滞留するなど、課題が顕在化した。首都直下地震等の大規模地

震が発生し、多くの人が帰宅を開始した場合、建物倒壊や火災などで、帰宅困難

者自身が危険にさらされるだけでなく、発災後に優先して実施していかなければ

ならない救助・救護・消火活動・緊急輸送等を妨げることになりかねない。 

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

の一斉帰宅の抑制、行政と民間事業者の協力による一時滞在施設の確保、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整備、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対策につい

て、平成２４年９月に最終報告を取りまとめた。都は、この協議会での議論を踏

まえ、平成２５年４月より「東京都帰宅困難者対策条例」を施行したところであ

るが、対策はまだ緒についたばかりである。 

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者保護

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）「一斉帰宅の抑制」の視点から、従業員の施設内待機とそれに必要な３日

分の飲料水や食糧等の備蓄を行うことについて、国として、民間事業者に対

する働きかけを強化すること。             

（２）「利用者保護」の観点から、鉄道事業者や集客施設の設置者または管理者

などに対し、利用客の保護を図ることや、必要となる飲料水や毛布、医薬品

などを備蓄するよう指導すること。 

２ 帰宅困難者対策の推進 

大震災時に発生する帰宅困難者に対し、一斉帰宅の抑制、一時滞

在施設の確保、安否確認や情報提供のための体制整備、帰宅支援な

ど、総合的な帰宅困難者対策を推進すること。 
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さらに、利用者を保護するために必要となる、利用者が安全に待機できる

場所や、飲料水や毛布、医薬品などを備蓄する倉庫を設置するよう強く働き

かけること。 

（３）「一時滞在施設の確保」の観点から、国の庁舎及び関係機関の所有または

管理する施設について、発災時に、都や区市町村の要請により、帰宅困難者

の一時滞在施設として使用できる施設を確保するとともに、飲料水や食糧等

の備蓄、情報通信体制の整備、非常用電源等の確保など、運営体制の整備を

行うこと。              

また、自治体が民間事業者の協力を得ることの障害を取り除くため、首都

圏だけでなく全国共通の「発災時の損害賠償責任が事業者に及ばない制度」

の創設を国として早期に実現すること。 

（４）「一時滞在施設に協力をした民間事業者の負担軽減」の観点から、民間施

設を活用した一時滞在施設において、受け入れた帰宅困難者のための３日分

の飲料水や食糧等の備蓄が実施できるよう、十分な財政措置を講じること。

その際は、民間事業者の負担を可能な限り軽減するとともに、民間事業者が、

それぞれ負担した費用について、発災後に災害救助法による支弁を受けられ

ることを明確にすること。 

さらに、一時滞在施設に協力をした民間事業者に対し、法人税の軽減など

の税制措置を行うこと。 

（５）「迅速な安否確認と正確な情報提供」の分野では、災害時に強い通信基盤

の整備や、帰宅困難者が必要とする情報を迅速かつ的確に提供するための体

制づくりについて、早期に実現すること。         

（６）「帰宅支援」の視点から、鉄道事業者に対し、優先して復旧・点検する路

線の指定や、運転再開に係る鉄道事業者間の連携など、運行の早期復旧を図

れる体制づくりについて早期に実現すること。    

 

 

参  考 

 

｢首都直下地震等による東京の被害想定｣（平成 24 年 4 月）より 

 

【帰宅困難者数総数】         （単位：人） 

東京都市圏内からの訪問者 約 4,714,000

東京都市圏外（国内）からの訪問者

（海外からの訪問者を含む） 
約 451,000

計 約 5,166,000

※ 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 80ｋｍ圏域 
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３ 災害医療体制の充実 
 

（提案要求先 内閣府・厚生労働省） 
（都所管局 福祉保健局・病院経営本部） 

 
＜現状・課題＞ 
 都はこれまで、災害対策基本法に規定する東京都地域防災計画に基づき災害拠

点病院として７０病院を指定するとともに、救命救急センター等２５病院に東京

ＤＭＡＴを整備し、９００人を超える隊員の養成を行い、震災のみならず、都市

型災害等の大規模災害に対応できる体制整備を進めてきた。 
 さらに、医療救護活動の統括、調整を行う「東京都災害医療コーディネーター」

を選任するなど、都独自の体制を整備するほか、東日本大震災における教訓を踏

まえ設置した「東京都災害医療協議会」の検討結果に基づき、二次保健医療圏ご

とに地域災害医療連携会議を設置するとともに、全ての病院の役割分担を明確に

するなどの方向性を示している。 
 一方、国においては、「災害医療等のあり方に関する検討会」の報告を踏まえ、

平成２４年３月２１日付けで「災害時における医療体制の充実強化について」（厚

生労働省医政局長通知）を発出した。 
 この通知では、例えば、災害拠点病院の指定に当たり「ＤＭＡＴを保有し、そ

の派遣体制があること」を要件とするなど、これまで大都市の特性を踏まえて都

が進めてきた災害拠点病院の確保に大きな影響を与えるものとなっている。 
 また、喫緊に必要な通信回線の整備や業務継続計画（ＢＣＰ）の作成、医療関

係団体との協定などについては、具体的な方法や新たな財政支援策が明示されて

おらず、かつ、被災地外から参集したＤＭＡＴに必要な物資の提供や移動手段の

確保、関係機関の連携体制の構築に向けた地域災害医療対策会議の設置支援など、

災害医療体制の整備における国の役割や責任も明らかになっていない。 
 特に、ＤＭＡＴについては、東京消防庁連携隊の編成など、都では、災害現場

で活動する東京ＤＭＡＴ活動の安全確保策等を講じているところであるが、国が

定めるＤＭＡＴ活動は、十分な安全確保策が図られていない。 
 さらに、国は、都道府県が航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）を設置するこ

ととし、都に対しては東京国際空港を含め３か所の候補地にＳＣＵを設置するよ

う求めているが、十分な財政支援策が講じられておらず、設置運営についても関

 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、全国一律の画一的な基準を設定することなく、地方自治体の自

主性及び自立性に基づく取組についても、国の責任において必要な

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具体的に検討

し、国の責任と役割を明確にすること。 
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係省庁間で十分な調整が図られていない。広域的な災害対策であることから、国

が責任を持って対策を講じるべきである。 
 このほかにも、災害時におけるドクターヘリや船舶を活用した患者搬送、個人

情報保護を踏まえた診療記録の保持、共有など広域的な連携について、国が主体

となって進める必要がある。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）災害拠点病院の指定要件を全国一律の基準とはせず、都道府県が地域の医

療資源や実態に応じた災害医療体制を構築できるようにすること。 
 
（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

ニュアルや事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に対して財政支援を行うこと。 
 
（３）災害医療体制の充実に向け、全国からＤＭＡＴなどの医療チームが参集し

た場合に必要な資器材や搬送手段の確保について国の役割と責任を明確化す

るとともに、地方自治体が地域の実情に応じた取組を行うことができるよう、

医薬品・資器材等の備蓄、地域災害医療対策会議の設置準備等に対して補助

制度の充実を図ること。 
 
（４）広域的に被災地支援を行うＤＭＡＴ活動については、「病院支援及び地域医

療搬送」と「現場活動」を明確に区別し、特に災害現場において消防機関等

による安全管理を徹底して、広域的に被災地支援を行うＤＭＡＴ隊員の安全

性を十分に確保すること。 
 
（５）広域的な医療搬送に必要な航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の整備に

対して、十分な財政支援を講じること。また、東京国際空港において航空搬

送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）を設置運営できるように、空港管理者である

国土交通省と調整すること。 
 
（６）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、診療記録の統一などについて検討すること。 
 
 
 



 

- 35 - 

 

 

１ 災害時における安定的な燃料供給体制の確立 

（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＞ 

東日本大震災では、宮城、茨城、千葉等の６製油所が稼動を停止し、平常時の

約３割に相当する処理能力が失われた。 

石油事業者は、他地域の製油所の稼働率を引き上げるなどにより対応したが、

計画停電や道路の通行止め等の影響により、東京都も含め、局地的な燃料不足が

生じた。 

こうした教訓を踏まえ、都は、新たに流通在庫備蓄方式を活用した燃料の備蓄

を開始するため、東京都石油商業組合と従来締結していた「大規模災害時におけ

る石油燃料の安定供給に関する協定」を平成２５年１月１７日に一部改正した。 

また、国は、石油備蓄法を平成２４年１１月に改正し、災害時における国家備

蓄の放出や石油元売会社に対する供給連携計画を義務付けるなど体制の強化を図

っている。 

今後、首都直下地震などが発生した場合、燃料供給が確保されないと、都内は

大きく混乱し、都民生活に支障を来すとともに、復旧・復興の妨げになることが

懸念されることから一層の充実が必要となる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

大規模災害の発生に備え、国において都内の中核給油所を活用するなど、燃料

供給体制の強化に向けた対策を一層充実させるとともに、発災時に、都民の生活

に直結する重要な施設（災害拠点病院をはじめとする医療施設、上下水道施設、

警察・消防施設、交通施設など）へ安定的に燃料が供給されるよう体制を整備す

ること。 

４ 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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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＞ 

 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。 

 実際に東日本大震災後に実施された計画停電は、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。 

 首都直下地震の発生も危惧されることから、都では平成２３年度及び平成２４

年度に全ての病院を対象として、また平成２５年度は診療所を対象とした自家発

電設備の整備に係る補助を実施しているが、本来的には、国の責任において、自

家発電設備整備補助など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）今後想定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）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。 

 

 

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さないよう、電力確保についての具体的支援策

を講じること。 



37

５　 都市整備

５
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１ 八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の推進等
 

（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、早期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、

その後行われたダム事業の検証において、八ッ場ダムが最も有利であるとの結果
が示された。平成２３年１２月、国土交通大臣は事業を継続するとの対応方針を
示しているが、いまだに本体工事に着手していない。 
ようやく、国は、今年７月本体関連工事に着手し、８月には本体工事着手に向

け「八ッ場ダムの建設に関する基本計画」の変更に関する手続を開始した。 
八ッ場ダムは、利根川上流の全流域面積の約４分の１を占める吾妻川流域にお

いて、初めて計画された多目的ダムであり、完成すれば、他の既設ダムとあいま
って、洪水被害の危険性を大きく低減させることができる重要な施設である。 
また、利根川水系では、昨年に引き続き、今年も取水制限を実施するなど、都

の水源は渇水に対していまだ脆弱
ぜいじゃく

な状況にあることからも、八ッ場ダムの早期完
成が必要である。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）八ッ場ダムは、利水・治水の両面から必要不可欠な施設である。速やかに

ダム本体工事に着手し、一日も早く完成させること。また、工期延長等によ
り事業費が増額しないよう徹底したコスト縮減等に取り組むこと。 

（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。 

（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

（１）八ッ場ダム建設事業については、速やかにダム本体工事に着

手し、一日も早く完成させること。また、工期延長等により事

業費が増額しないよう徹底したコスト縮減等に取り組むこと。

（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」、「荒川水系河川整備基本方

針」及び「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画」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。 



源開発基本計画」、「利根川水系河川整備基本方針」、「荒川水系河川整備
基本方針」及び「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画」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） 

H24 9/11～10/3 ２３ １０ － 

H25 7/24～9/18 ５７ １０ － 
 
【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（H31 まで変更手続中） 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 H24 年度末進捗率（％）

八ッ場ダム 67 

 
【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 
～H24 H25～ 

八ッ場ダム 
4,600 
（635） 

3,725 
（542） 

875 
（93） 

H27 まで 
（H31まで変更手続中）

霞ヶ浦導水 
1,900 
（66） 

1,487 
（57） 

413 
（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】 

ikeda
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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。 

我が国の、国と地方の債務残高は約１，１００兆円にも及んでおり、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＞ 
首都直下地震の切迫性が指摘される中、大規模災害発生時に、首都圏住民の生

命と財産を守ることは行政の責務である。 
国においては、防災・減災という観点から、国土の強靭化に向けた検討を進め

ている。こうした中で、首都直下地震への対策についても、必要な法整備や財源
の確保を行う等により、その取組を加速化させていかなければならない。 
さらに、万一、首都機能の維持が困難となった場合、発災直後の応急対策やそ

の後の復旧・復興対策に著しい支障が出るのみならず、我が国全体の国民生活や
経済活動、ひいては世界経済へも負の影響が及ぶ。 
このため、首都圏の防災力の強化と併せ、迅速かつ確実に機能する首都中枢機

能のバックアップ体制の充実・強化を進めることが、喫緊の課題である。 
国の首都直下地震対策に関する検討においては、緊急災害対策本部について、

大阪等に代替拠点を設定するなど、政府全体のバックアップ機能の確保に当たり、
首都圏外にも代替拠点を設定する方針が示された。 
もとより、首都機能が麻痺する最悪の事態を想定し、首都圏外の遠隔地にもバ

ックアップ拠点を設定することは否定されるべきものではない。 
しかし、都が平成２４年４月に示した「首都直下地震等による東京の被害想定」

では、首都圏全域が一挙に壊滅することは想定していない。実際に発生する地震
の震源や規模が様々であることを考えれば、迅速かつ確実に機能する体制を構築
するためには、首都圏内の複数地域に代替拠点を確保することが重要である。 
特に、緊急災害対策本部は、人命救助や被害拡大防止の観点から迅速な立ち上

げが不可欠であり、仮に都内の代替施設が被災により使用できない場合でも、一
足飛びに首都圏外の代替拠点を活用するのではなく、さいたま新都心など首都圏
内の拠点を活用すべきである。 
さらに、中央省庁の代替拠点も、国の地方合同庁舎など、既存施設の集積を活

用して設置することにより、可能な限り首都圏内で対応できる体制を整えるべき
である。 
 
＜具体的要求内容＞ 

（１）首都直下地震をはじめとする災害から首都圏３，５００万住民の生命と財

産を守るとともに、国の政治経済の中枢機能への打撃を最小限にとどめるた

め、必要な法整備や財源の確保を行う等により、首都圏内における防災力の

更なる強化のための施策を推進すること。 

（２）さいたま新都心を緊急災害対策本部の代替拠点として位置付けることをは

じめ、首都圏を構成する九都県市の集積を活かした、迅速かつ確実に機能し

得る首都機能のバックアップ体制の充実・強化を早急に進めること。 

（１）首都直下地震等の災害から住民の生命と財産を守るとともに、

首都機能への打撃を最小限にとどめるため、首都圏内における

更なる防災力強化のための施策を推進すること。 

（２）九都県市の集積を活かした、迅速かつ確実に機能し得る首都

機能のバックアップ体制の充実・強化を早急に進めること。 
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（提案要求先 内閣府・消防庁・文部科学省・国土交通省） 

（都所管局 総務局・東京消防庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 【現状】 

平成２５年４月現在において、都内では８６０施設にヘリサインが整備されて

いる。（内訳については下の表のとおり。） 

 

 

東日本大震災では、津波被害や道路の寸断などにより、地上からの災害活動が

困難を極める中、機動性のあるヘリコプターでの上空からの災害活動が効果を発

揮した。（消防ヘリ４１機が東日本大震災で災害活動に当たり、９０６名の救助、

５９２名の救急を行った。また、自衛隊ヘリ２１７機、警察ヘリ５６６機（延べ

数）も災害活動に当たった。） 

総務省消防庁のプランでは、首都直下地震発生時に他道府県から緊急消防援助

隊（消防）や広域緊急援助隊（警察）、自衛隊などの応援ヘリコプター部隊が多

数飛来し、被害状況の把握、消火活動、救出活動、ケガ人等の救急搬送、物資の

輸送などを行うことになっている。 

ただ、これらの他道府県応援ヘリコプター部隊は都内地理に不案内であるた

め、一目で現在地を把握でき、上空からの道標となるヘリサインは応援航空部隊

にとって大変有効である。 

 

 

４ ヘリサインの整備推進 

（１）ヘリサインの整備について、国が主導的な役割を担い、区市

町村、民間等に対して整備を行うように働きかけるとともに、

整備に係る財政的支援を行うこと。 

（２）国施設についてアクセスポイントとなるヘリサインの整備を

推進していくこと。 

首都直下地震における緊急消防援助隊アクションプラン（総務省消防庁） 

指揮支援隊（情報収集ヘリ） 消火ヘリ 救助・救急・輸送ヘリ 

京都市消防局・神戸市消防局 
 
【増援部隊】 
札幌市消防局・福岡市消防局 
広島市消防局・北九州市消防局 

仙台市消防局 
岩手県・福島県・
石川県・長野県・
岐阜県・三重県 
奈良県・和歌山県

大阪市消防局・神戸市消防局 
岡山市消防局・福岡市消防局 
青森県・宮城県・兵庫県・鳥取県・島根県・
広島県・山口県・香川県・高知県・長崎県・
大分県・宮崎県・鹿児島県 

区市町村 都 東京消防庁 国 民間

施設 施設 施設 施設 施設

652 84 58 37 29 860

計
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【課題】 

ヘリサインの整備状況を鑑みると、特別区６５４か所、多摩地区２０６か所で、

多摩地区のヘリサイン整備数は特別区のそれの３分の１以下となっており、地域

により整備の格差が生まれている。また、島しょ地区においてはヘリサインは未

整備である。 

こういった、地域によるヘリサインの偏在を解消し、航空部隊の災害活動体制

及び震災時における受援体制を強化するためには、区市町村、都、国、民間が一

体となって計画的にヘリサインの整備を推進していかなければならない。 

また、現状のヘリサインは、不規則な点として分布している状態にとどまって

いる。今後のヘリサインの発展的な整備として、河川や高速道路や鉄道など、航

空部隊が飛行時に道標としているものに対してヘリサインを整備することによ

り、現行のヘリサインへのアクセスを容易にし、効果的なアクセスポイントとな

るヘリサインを整備していく必要がある。 

 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）ヘリサインの整備に当たっては、国が主導的な役割を担い、区市町村、民

間等に対して整備を行うように働きかけるとともに、整備に係る財政的支援

を行うこと。 

（２）国施設（特に国管理の一級河川など）についてアクセスポイントとなるヘ

リサインの整備を推進していくこと。 
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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３０万棟にも及ぶとされ、山手線外周部を中

心に約１６，０００ha 存在する木造住宅密集地域では、大規模な市街地火災が発

生するおそれがある。 

このため、市街地火災の延焼を防止する延焼遮断帯の形成や、市街地火災から

都民の生命を守る避難場所等の確保など、災害に強い都市構造を早期に確保する

ことが重要である。 

しかしながら、延焼遮断帯の形成率は約６割にとどまるなど、いまだ不十分な

状況にある。 

都は、首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、木造住宅密集地

域の改善を一段と加速するため、これまでの取組に加えて、特に甚大な被害が想

定される地域を対象に、「木密地域不燃化１０年プロジェクト」を立ち上げた。 

本プロジェクトは、不燃化特区制度の創設や特定整備路線の整備など、平成３

２年度までの重点的・集中的な取組を実施することにより、整備・改善を加速し、

木密地域を燃えない・燃え広がらないまちにすることを目標としており、取組を

着実に実施していくためには、国の支援が必要不可欠である。 

 

＜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 「特定整備路線」をはじめとする街路事業について、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。 

５ 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、また木密地域の解消を図

るため、土地の流動化などの取組に必要な財源を確保するとと

もに、新たな制度・仕組みづくりに取り組むこと。 

（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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また、都は、「木密地域不燃化１０年プロジェクト」実施に向け、新た

な制度を構築した。実施に当たって、国は、都への協力や、地方自治体の

まちづくりをバックアップする新たな制度・仕組みづくりの検討を行うこ

と。 

（例） 

 ・「木密地域不燃化１０年プロジェクト」の特別枠を新設する。 

 ・物納による国有地を事業の種地として、円滑に活用する。 

 ・木密地域の解消に必要なまちづくり用地の先行取得及び取得に係る新た

な仕組みづくり。 

 

（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。 

 

 

 

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「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。 

【整備地域における延焼遮断帯】 

三宿・太子堂地区（補助 26 号線）、鐘ヶ淵周辺・京島地区（補助 120

号線）、東池袋地区（補助 81 号線）ほか 

・都市防災総合推進事業について必要な財源を確保すること。 

【都市防災不燃化促進事業地区】 

鐘ヶ淵通り地区、補助 46 号線目黒本町五丁目地区ほか 

 

（２）木造住宅密集地域の防災性を高めるため、公園については、用地取得の

国費率を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＞ 

東京には、山手線外周部を中心に木造住宅密集地域が広範囲に分布しており、

地震火災など大きな被害が想定されている。 

これまでも、区と連携して「防災都市づくり推進計画」を策定し、木造住宅密

集地域のうち、特に甚大な被害が想定される整備地域等を定め、建物の不燃化・

耐震化を促進してきたが、住民の高齢化や権利関係の複雑さなどから、改善が進

みにくい状況となっている。 

都は、首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、木造住宅密集地

域の改善を一段と加速するため、これまでの取組に加えて、特に甚大な被害が想

定される地域を対象に、「木密地域不燃化１０年プロジェクト」を立ち上げた。 

プロジェクトでは、従来よりも踏み込んだ取組を行う区に対して特別の支援を

行う不燃化特区制度などを構築・推進していくこととしているが、こうした取組

を着実に実施していくためには、国の支援が必要不可欠である。 

 

＜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。 

また、木造密集地域の避難路の確保に当たって、建築助成費などの制度構

築を図ること。 

さらに都は、「木密地域不燃化１０年プロジェクト」実施に向け、新たな

制度を構築した。実施に当たって、国は、都への協力や、地方自治体のまち

づくりをバックアップする新たな制度・仕組みづくりの検討を行うこと。 

（１）建物の不燃化等を促進し、木密地域の解消を図るため、土地

の流動化などの取組に必要な財源を確保・拡充するとともに、

新たな制度・仕組みづくりに取り組むこと。 

（２）防災街区整備事業の実施における要件を緩和すること。 

（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の限度額を引き上げるこ

と。 



 

- 47 - 

 

（例） 

 ・「木密地域不燃化１０年プロジェクト」の特別枠を新設する。 

・物納による国有地を事業の種地として、円滑に活用する。 

・特区内であれば戸建から戸建への建替えの助成を始める。 

・木密地域の解消に必要なまちづくり用地の先行取得及び取得に係る新た

な仕組みづくり。 

（２）防災街区整備事業における個別利用区の敷地の最低限度の要件（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。 

 

 

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最低限度 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、その敷地の最低基準面

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

おいて定められた最低限度の数値又は 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。 
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  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特

に震災時に発生する火災等による危険性が高い地域で、知

事が指定する区域 

 

○独立行政法人住宅金融支援機構のまちづくり融資限度額（高齢者向け返済

特例制度）の引上げ 

 

・高齢者向け返済特例制度 

対象となる住宅 共同建替事業、地区計画等適合事業、マンション建替

事業等のまちづくり融資の対象となる事業により建設

される住宅（耐震改修、バリアフリー） 

対象者 建替事業の対象となる住宅に建替え前から居住してい

る高齢者（借入申込時満 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 40％又は 1,000 万円のいずれか低い額

返済方法 利息のみ毎月返済。元金は、借入申込者の死亡時に「相

続人が一括返済」又は「担保提供された建物・土地を

処分」することにより返済 

 

 

・制度の拡充 

まちづくり融資における高齢向け返済特例制度において設定されている

融資限度額は、戸建て住宅の建替えには不十分であり、また、地価の高い

東京において、その担保価値が十分に評価されていないため、融資限度額

の引上げを図ること。 
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３ 木造住宅の耐震化促進 
（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

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。 

 住宅の耐震改修等に対する国費負担の割合について、平成２８年度以降も従前

の割合を維持すること。 

また、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、現在の補助割合を維持すると

ともに、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２５年度から「防災・安全交付金」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（建替えを含む。） 

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（交付限度額

40 万円/戸）を補助 

加算額 30 万円（平成 25 年度末まで） 

 

（参考）工事費 200 万円/戸の場合の耐震改修等の助成額 

 

 

 

 

◆平成２２年度に国が補正予算で示した耐震改修等助成制度 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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＞ 
平成２３年３月に発生した東日本大震災では、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、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

６ 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）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。また、緊急輸送道路沿道建築物

を耐震改修した場合における固定資産税の減額措置を創設する

こと。 

（４）都条例により既に耐震診断を義務付け、先行して実施した建

築物についても、耐震改修促進法改正により耐震診断を義務付

ける建築物と同様に、耐震改修の助成対象とし、所有者負担の

軽減を図る運用とすること。 
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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たりの限度額に
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）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。 

   また、緊急輸送道路沿道建築物（事業用）を耐震改修した場合、当該建築
物に係る固定資産税の減額措置を講じるとともに、それに伴う十分な財政支
援を行うこと。 

（４）平成２５年の法改正により、法定計画で新たに耐震診断を義務付ける対象
建築物については、平成２７年度末までの間、耐震改修について通常の交付
金に加え、新たに補助金を追加し、国費による補助率が３分の１から５分の
２へと拡充される。 

   都は、国に先行し、条例により耐震診断の実施の義務付けを行い、条例に
則して所有者の理解と協力を得ながら耐震施策を展開してきた。この結果、
対象建築物約５,０００棟のうち約７割が耐震診断を実施しており、今後、相
当数が改修に着手する見込みである。 
耐震改修を促進するためには、所有者の負担軽減を図ることが必要不可欠

である。 
   このことから、耐震対策緊急促進事業においては、都条例により既に耐震

診断を義務付け、先行して実施した建築物についても、法改正により耐震診
断を義務付ける建築物と同様に、耐震改修の助成対象とし、所有者負担の軽
減を図る運用とすること。 

 
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、「地震発生時に閉塞を防ぐべき道路」を

指定し、沿道の建築物の耐震化を促進。 

・促進計画で耐震化を図るべき路線として指定した緊急輸送道路については、

住宅・建築物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。 
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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

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

○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 25 年度から防災・安全交付金に再編 

■ 耐震診断（補助限度額 1,000 円/㎡～2,000 円/㎡） 
■ 耐震改修・建替え・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・建替え・除却 

 

 

 

○緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の実績 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○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」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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（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＞ 

都内の旧耐震基準の分譲マンションは、１万２千棟あり（平成２３年度 マン

ション実態調査）、その耐震化は喫緊の課題である。調査結果では、耐震化の実

施率は低く（耐震診断は２割弱、耐震改修は１割弱）、都は、権利者間の合意形

成が難しい分譲マンションの耐震化の取組を促進するため、個別訪問し助言等を

行う啓発隊活動を中心に、相談窓口の設置、アドバイザー派遣、セミナー等の開

催などの技術的支援や、耐震診断・耐震改修費用助成、利子補給などの財政的支

援を行っている。今後の一層の耐震化の促進に向け、支援制度の継続・拡充が求

められている。 

また、マンションの建替えや改修に当たっては、特別多数決議が必要となるが、

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も重要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

〔予算要求に関する事項〕 

（１）首都東京の高度防災都市づくりに向け、喫緊の課題である分譲マンション

の耐震化を促進するため、耐震診断及び耐震化のための計画策定にかかる区

分所有者の自己負担（現行３分の１）が、より軽減されるように、国の補助

割合を拡充すること。 

   また、耐震改修工事にかかる区分所有者の自己負担（現行７７％）につい

ても、より軽減されるように、国の補助割合を拡充すること。 

 

〔制度要求に関する事項〕 

○ 建替えについて 

（２）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て替える場合の

合意要件を緩和すること。 

（３）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。 

（４）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。 

７ 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を促進するため、支援制度

を拡充すること。また、円滑な建替え・改修を促進するため、法律

を改正すること。 
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（５）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。 

（６）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

するよう措置すること。 

（７）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。 

（８）被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の改正により、特別多数決

議による区分所有関係の解消が可能となったが、既存不適格等で建替えが困

難なマンションについても同様の仕組みを整備すること。 

○ 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。 

 

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） 

耐震診断及び

耐震化のため

の計画の策定

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 

耐震改修工事 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 

 
○耐震診断及び耐震化のための計画策定 
 ■ 現行の助成制度 
 

 
 
※現行の自己負担割合 1／3 を軽減するため、国の補助割合の拡充を要望 

 

○耐震改修工事 
■ 現行の助成制度 

 
 
 
※現行の自己負担割合 77％を軽減するため、国の補助割合の拡充を要望 

 
 

（２）建て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。 

国 地方自治体 自己負担 
1/3 1/3 1/3 

地方 

 11.5％ 

自己負担 

77％ 

国  

11.5％ 
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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。 

（３）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。 

 
（４）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 

マンション建替えにおいて、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。 

 

【マンション建替え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 23 24 計

東京都 ３ ２ ４ ３ ３ ２ ２ ５ ５ ３ 32

全国 
(東京都分

を含む)。 

４ ５ ８ 14 ９ ６ ４ ５ ６ ５ 66

注）構造計算書偽装物件を除く。 

 

 
（５）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。 

 

（６）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かかわらず、

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。 

 

（７）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、その全員の同意に

5
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より、当該公告対象区域内の建築物に係る（中略：一団地認定及び許可の規程）認

定又は許可の取消しを特定行政庁に申請することができる。 

 

区分所有法の建替え決議の議決要件 

単棟型【第６２条】 区分所有者及び議決権の各４／５以上 

団地(一括) 

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

各団地内建物：区分所有者及び議決権の各 2/3 以上 

団地（部分） 

【第６９条】 

団地全体：土地の持分割合の 3/4 以上（ただし、建替えにより特別の

影響を受ける棟についてはその棟単独で 3/4 以上） 

建替え棟：区分所有者及び議決権の各 4/5 以上による建替え決議（又

は全員同意） 

 

（８）特別多数決議による区分所有関係の解消など、柔軟な対応を可能とする制

度の整備 

区分所有法では、ひとたび区分所有関係が形成された場合に、それを解消する規

定はない。そのため、現建物の使用をあきらめる場合の対応としては、建替えの場

合を除き、民法の原則に基づき権利者全員の合意が必要となる。しかし、老朽化等

により現建物の使用をあきらめる場合の対応として、容積率などが既存不適格であ

るなど建替えを実施することが困難な場合もある。 

（９）改修・改築に伴う共用部分の専有部分化などを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。 

 

（例）共用部分である

壁を取り払い、２戸を

１戸にする場合 
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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、平成２２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、現在も対策の成案を検討中とのことである。 

平成２３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、建物所有者等による長周期地震動対策を早急に講じる必要があ

る。 

  

＜具体的要求内容＞ 

超高層建築物等が多く建設されている首都東京の安全を確保するため、超高層

建築物等の構造方法を認定した国の責務として、平成２３年３月に発生した東日

本大震災で得られた地震動のデータや建築関係団体の意見等を踏まえ、超高層建

築物等における長周期地震動対策を早急に取りまとめ、建物所有者等に対し対策

を講じるよう、要請すること。 

８ 長周期地震動対策の推進 

超高層建築物等が多く建設されている首都東京の安全を確保する

ため、超高層建築物等の構造方法を認定した国の責務として、長周

期地震動対策を早急に取りまとめ、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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９ 鉄道施設の耐震化の推進 

 

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

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
ま ひ

することになるな

ど、鉄道施設の耐震性向上を急ぐ必要がある。 

国は、乗降客数が１日１万人以上の高架駅であって折返施設又は乗換施設を有

する駅及び緊急輸送道路と交差または並走する駅間の鉄道施設の耐震対策事業費

補助を行っているが、対象個所が限られている。 

また、平成２４年度のみの対応として、首都直下地震で震度６強以上が想定さ

れる地域においては、橋上駅も対象に追加されるとともに折返施設又は乗換施設

を有する駅の要件が緩和され、さらに、駅間については、片道断面輸送量が１日

１万人以上の区間の鉄道施設にも対象が拡大された。 

 鉄道利用者及び地域住民の安全・安心を確保するためには、鉄道駅や駅間につ

いて補助要件を緩和し、鉄道施設の耐震化を促進していく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）鉄道施設安全対策事業費補助における対象駅については、引き続き橋上駅

等を補助対象とするとともに、地上駅及び地下駅についても対象となるよう

補助対象を拡大すること。 

（２）駅間については、引き続き、補助対象を拡大すること。 

（３）鉄道施設安全対策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。 

鉄道施設安全対策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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１０ 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年度から平成２４年度までの補正予算等において、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、単年度の事業として示され、申請期間も短いことから、医療機関は新築建

替、増改築、耐震補強等について十分な検討を行うことができず、一部の医療機

関しか活用できないものとなっている。 
 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、災害拠点病院、救命救急セ

ンターを有する病院、指定二次医療機関に加え、Ｉｓ値０．３未満の建物を有す

る病院も補助対象とした。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。 
 また、へき地、救急等の政策的医療を実施していない場合は、病床を２０パー

セント以上削減する必要があり、政策的医療を実施している場合も、病床過剰地

域においては、病床を１０パーセント以上削減する必要があるなど、医療機関が

活用しやすい制度となっていない。 
 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等臨時

特例基金が３か年の事業期間で造成され、その後、平成２３年度第３次補正予算

による１年の事業期間延長を経て、平成２４年度補正予算によって更に１年の事

業期間延長があった。 
 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、５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について、医療機関が計画的に耐震化に取

り組めるよう、恒常的な支援策とし、必要な財源措置を講じること。 
（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、補助の対象を拡大すること。 
（３）耐震化の取組を促進するため、病床数の削減義務を見直すこと。 
（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等臨時特

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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１１ 私立学校の耐震化対策に係る助成の拡充 
 

（提案要求先 文部科学省） 
（都 所 管 局 生活文化局） 

 
＜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、各種学校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２

０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３分の２から５分の４

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

平成２０年度に３分の１から２分の１にかさ上げしたものの、各学校の負担は依

然として重く、また、補助対象についても学校法人立の学校が設置している非木

造の校舎等の補強工事のみとなっている。国の基本方針を達成するためには、助

成制度をさらに拡充し、早急に耐震化工事を実施できる環境を整備することが必

要である。 
また、非構造部材の耐震化に関しては、国が作成した「学校施設における天井

等落下防止対策のための手引」により屋内運動場等の天井等落下防止対策につい

ての方策が示されているが、その他の非構造部材については何が耐震化すべき非

構造部材であって、どの非構造部材に対し、どの程度の対策を行えば耐震性が確

保されるか、明確な基準は定められていない。このため、私立学校設置者におい

て、非構造部材の耐震化対策として、どのような改修等を行えば十分か、判断が

できない状況にある。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）非構造部材の耐震化を含め私立学校の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２分の１に引き上

げるとともに、危険性の高い施設の補助率も更に引き上げること。 
② 校舎等の改築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。 
 

（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。 

（３）非構造部材の耐震化に係る具体的な対象及び指標を示すこと。
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④ 私立各種学校及び学校法人立以外の私立幼稚園の非構造部材を含めた耐

震化対策に係る助成制度を設けること。 
（３）屋内運動場等の天井等以外の非構造部材の耐震化に関しても、「何が耐震

化すべき非構造部材であるのか」「どの非構造部材に対し、どの程度の対策

を講じれば耐震性が確保されたとするのか」について、具体的な対象及び指

標を示すこと。 
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、非構造部材耐震対策工事に要

する経費について補助する。 
〔補助率〕耐 震 診 断 ５分の４以内 

耐震補強工事 倒壊等の危険性が高い施設 ５分の４以内 
上記以外の施設      ３分の２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 ５分の４以内 

上記以外の施設      ３分の２以内 
        非 構 造 部材 ２分の１以内。ただし、国庫補助対象事業は３

分の１以内 
 

25 年度予算      9,392,749 千円 

 

〈参考〉24 年度予算   8,750,865 千円 

23 年度予算   8,166,844 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、非構造部材耐震対策工事に要する経費について補助する。 
〔補助率〕耐震補強工事 倒壊等の危険性が高い施設 ２分の１以内 

上記以外の施設      ３分の１以内 
    非 構 造 部材 ３分の１以内 

（ただし、耐震化工事と合わせて実施する場合は当該補助率） 
 

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      777,536 千円（アスベスト等を含む。） 

24 年度予算    2,316,584 千円（アスベスト等を含む。） 

25 年度予算    2,505,000 千円（アスベスト等を含む。） 
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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、非構造部材耐震対策工事に要する経費について補助する。 

〔補助率〕耐震補強工事 倒壊等の危険性が高い施設 ２分の１以内 
上記以外の施設      ３分の１以内 

    非 構 造 部材 ３分の１以内 
（ただし、耐震化工事と合わせて実施する場合は当該補助率） 

 
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。） 

24 年度予算    4,774,000 千円（アスベスト等を含む。） 

25 年度予算    4,656,049 千円（アスベスト等を含む。） 

 
【私立専修学校に対する助成】 

 
 ・専修学校防災機能強化緊急特別推進事業 
   学校施設の耐震診断を含む耐震補強工事、非構造部材耐震対策工事に要

する経費について補助する。 
   〔補助率〕３分の１又は２分の１以内 

 
   24 年度予算  205,000 千円 

    25 年度予算  603,140 千円（バリアフリー推進等を含む。） 
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１２ 液状化対策の推進 

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＞ 

平成２３年７月に設置した建築物液状化対策検討委員会は、都民が液状化に備

えるために都が取り組む事項を本年２月、都に報告した。これを踏まえ、都は液

状化による建物被害に備えるための手引を本年３月に作成し、都民が液状化対策

を実施するために必要な情報を区市等と連携し都民に広く提供している。 

また、国は、液状化による顕著な被害の可能性を３段階で評価する「宅地の液

状化被害可能性判定に係る技術指針」を本年４月に公表している。 

今後、建て主や建物所有者が液状化対策を進めていくためには、液状化が起こ

る可能性のある地盤の特性を的確に把握し、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＞ 

木造住宅など小規模な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。 

 

木造住宅など小規模な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。 



 

- 65 - 

 

Ｃ滑走路
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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＞ 

空港は震災時の緊急物資等の輸送拠点として極めて重要な役割を担うため、空

港施設の耐震性の強化などを推進していく必要がある。 

羽田空港では、平成２３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、

耐震化対策を実施中のＣ滑走路などについて、液状化対策を早急に完了させる必

要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

震災時の緊急物資等の輸送拠点としての機能を確保し、航空ネットワークの維

持や背後圏経済活動の継続性確保等を図るため、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。 

 
 

参  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震災時においても、空港機能が確保できるよう、羽田空港の液状

化対策を推進すること。 
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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。国においても国道における電線類の地中化を進めているが、いずれ

の事業についても整備は完了していない。 

また、都は平成２４年４月に、東日本大震災を踏まえ、最新の科学的知見を取

り入れた、首都直下地震など東京に被害を及ぼす地震に関する被害想定を公表し

た。平成２４年１１月には、被害想定で明らかになった東京の防災上の課題や東

日本大震災の教訓を踏まえて、地域防災計画を修正した。同計画では、被災から

６０日以内に全てのライフラインの機能を９５％以上回復させることを目標とし

ており、その達成のためにも施設や設備の耐震化などをさらに推進していく必要

がある。 

 

＜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（緊急車両の

通行を円滑にするため、大規模災害時に一般の車両が通行を禁止・制限される道

路）における共同溝の設置についても推進すること。 

 

 

参  考 

 

 無電柱化（平成２４年度末状況） 

○ 都道全体の地中化率・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３％ 

○ 東京都内の国道における電線の地中化率・・・・・・・・・６３％ 

 

１３ ライフライン施設の耐震化などの推進 

首都直下地震などへの必要な対策を着実に進めるため、ライフラ

イン施設の耐震化などを推進すること。 
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１４ 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推進 

 （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、計画的に事業を推進してきている。財政支援として、平成２５年３月に設置

から５０年以上が経過した管きょについて交付対象範囲が拡大されたが、平成２

５年度までの時限的な措置であり、また口径３００ｍｍ以上のみ交付対象となっ

ている。今後、都心地区では高度経済成長期以降に大量に整備した下水道施設が

耐用年数を迎えるとともに、地区内には２０２０年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会の会場が予定されていることを踏まえ、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＞ 

ライフサイクルコストの最小化及び老朽化に起因する事故の未然防止を図る観

点から、計画的かつスピードアップして再構築事業を推進できるよう、平成２６

年度以降交付対象とならない小規模な管きょの面的再構築事業に対し、継続的に

採択要件を緩和するとともに、現行よりも交付対象となる管径を拡大し、下水道

管きょの老朽化対策を支援すること。 

 

下水道管きょの交付対象範囲の緩和を継続するとともに範囲を拡

大し、老朽化対策を支援すること。 
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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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【面的再構築事業の交付対象範囲（イメージ）】 

現行交付対象範囲

交付対象を拡大する
面的再構築事業の範囲
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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流出し、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美しい景観の形

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、雨天時放流水質を

ＢＯＤ４０mg/Ｌ以下にすることが求められている。さらに、２０２０年東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大会ではお台場地区においてトライアスロン競技

等の開催が予定されていることを踏まえ、より一層東京湾の水質改善が求められ

ている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）「合流式下水道緊急改善事業」の事業期間を、下水道法施行令の雨天時放

流水質基準の改善義務期限の平成３５年度まで延長すること。 

（２）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。 

（１）「合流式下水道緊急改善事業」の事業期間を延長すること。

（２）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。 



 

- 70 - 

 

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 下水道施設の震災対策の推進 
 （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、想定を超える地震・津波により下水処理場や下水道管きょ

に甚大な被害が生じた。 

現在、都では首都直下地震などの地震や津波に対して、下水道機能や都民の避

難時の安全性を確保するため、下水道管や水再生センター、ポンプ所の耐震化・

耐水化及び震災時の自己電源の確保を推進している。 

首都直下地震の発生が危惧される中、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、発災時における公衆衛生や生活環境等への甚大な影

響の回避、下水道が最低限有すべき機能の確保が急務となっている。 

さらに、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、

これらの取組を確実に促進していく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

帰宅困難者が滞留するターミナル駅や、災害復旧拠点の排水を受け入れる下水道

管の耐震化など下水道施設の震災対策事業を拡大して実施するために必要となる財

源を確保し、防災対策を支援すること。 

 

下水道施設の震災対策事業について、必要な財源を確保し、防災

対策を支援すること。 
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参  考 

 

【液状化の発生可能性の高い地域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地震時においても必ず確保すべき機能を担う施設】 

沈砂池/ポンプ施設
（揚水機能）

第一沈殿池
（簡易処理機能）

反応槽 第二沈殿池 塩素接触槽
（消毒機能）

放流きょ
（放流）

水再生センター ※下線部は、耐震化を図る施設

 

 

【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）】

江東区 

浦安市 

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） 

ターミナル駅等の一部 
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４ 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、省エネルギー対策を着実に推進するとともに、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＞ 

非常用発電設備や燃料備蓄設備及び省エネルギー対策の推進に必要な財源を

確保すること。また、電力の確保・多様化を目的とした創エネルギー等の代替電

力施設の整備について、以下の項目を交付対象（基幹事業）とする制度を創設す

ること。 

・太陽光発電・小水力発電等の創エネルギー施設 

・蓄電池（ＮａＳ電池等） 

 

 

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、交付対象とする制度を創設すること。 
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参  考 

 

【太陽光発電施設】 

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施設を整備

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【蓄電池（NaS 電池）】 

夜間電力等の活用により、燃料を要しない蓄電池（ＮａＳ電池等）を整備

する。 
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５ 確実な財源の確保 
 （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 下水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

東日本大震災以降、都民は、安全と安心に強い関心を寄せている。その安全と

安心を確かなものにするため、都は、大地震や津波といった自然の脅威に対して

も下水道機能を維持し、都民の快適な生活を支え続けていかなければならない。

このため、下水道施設の再構築や震災対策などはスピードアップして取り組んで

いく必要があるが、こうした施策を推進するためには、多額の事業費が必要とな

る。 

一方で、消費税率の引上げにより、平成２６年度以降、税率増加分の事業費が

増加することとなる。さらに、労務単価等の大幅な見直しにより、平成２５年度

以降、事業実施に当たっての所要経費が大幅に増加しており、平成２６年度以降

においても影響を受けることとなる。そのため、交付金対象事業においても、適

切な交付金の配分が受けられない場合、事業の着実な執行に支障を来すこととな

る。 

  

＜具体的要求内容＞ 

消費税率の引上げに伴い増加する事業費や労務単価等の大幅な見直しに伴う

所要経費について、国において適切な財源を確実に確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費税率の引上げに伴い増加する事業費や労務単価等の見直しに

伴う所要経費に対する財源を確保すること。 
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１５ 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。 

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。また、今後、高度な防災都市の実現を目指すことからも、治水対策事業

の一層の推進が必要となる。 

 

＜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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参  考 

 

国土交通省平成 25 年度予算の動向について 

（国土交通省：予算概要平成 25 年 2 月 27 日資料より） 

○平成 25 年度の公共事業関係予算は、ほぼ前年並の予算が確保 

（単位：億円） 

項  目 25 年度 24 年度 対前年度比 

国土交通省予算（国費） 50,743 
<50,758> 

45,476 
1.00 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

自主戦略交付金等に移行した額を加えた場合の計数。 

  ※この他に、東日本大震災復興交付金等が、復興庁予算等に計上されている。 

 

○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 25 年度 24 年度 対前年度比 

水管理・国土保全局 

関係予算（国費） 
6,704 6,702 1.00 

  ※この他に、社会資本整備総合交付金等がある。 

 

 

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事業は、高度防災都市の実現に向け

て地震・津波・高潮対策や都市型水害対策などの取組をより一層推進していく。 

 

○東京都における治水対策の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都は人口・資産の集中地域

全国の１/1８0の面積に
人口の1/10（１,300万人）

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4.3%にのぼる

全国比4.３％を占める東京都の浸水被害

東京の河川1kmあたりに住む人口は全国平均の約17倍

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

15,271 人/km

全国平均の約17倍

東京の河川は守るべき人々が多く、投資効果が高い

885 人/km

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4.3%にのぼる

全国比4.３％を占める東京都の浸水被害

東京の河川1kmあたりに住む人口は全国平均の約17倍
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※東京（全国）の人口／東京（全国）の法定河川延長

15,271 人/km

全国平均の約17倍

東京の河川は守るべき人々が多く、投資効果が高い

885 人/km

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4.3%にのぼる

全国比4.３％を占める東京都の浸水被害

東京の河川1kmあたりに住む人口は全国平均の約17倍

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

15,271 人/km

全国平均の約17倍

東京の河川は守るべき人々が多く、投資効果が高い

885 人/km

未だ道半ばの治水対策 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！

【洪水対策】 時間50㍉対策護岸整備率 65％
【地震対策】 M8クラスの海溝型地震等で

堤防等の施設が一部損傷
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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＞ 

都はこれまで、時間５０ミリ降雨に対応可能な護岸、調節池等の整備を進め、

水害の早期軽減に努めてきた。 

しかし、近年、時間５０ミリを超える台風や雷雨性の局地的集中豪雨に伴う水

害が増加しており、降雨状況の変化への対応が急務となっている。 

東京は膨大な人・資産情報が高度に集積された日本の中枢であり、大規模な浸

水が発生した際の被害とその影響は、非常に深刻で広範囲なものとなる。 

都は、昨年１１月に、区部で時間最大７５ミリ降雨、多摩部で時間最大６５ミ

リ降雨による河川からの溢水の防止を目標とした「整備方針」を策定した。これ

に対応した具体の対策を講じることにより、既往最大の浸水被害をもたらした狩

野川台風規模の豪雨や、時間１００ミリでも、流域内で局地的かつ短時間の集中

豪雨に対して、都民の安全を確保することができる。 

都は、護岸整備を着実に進めるとともに、複数の河川流域の調節池を連結する

広域調節池など効果的な対策を実施し、都市型水害対策の推進を一層強化してい

く。 

また、内水氾濫対策として、下水道管きょや雨水ポンプ所等の整備を進めてい

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、下水道の基幹施設な

どの整備により 1 時間５０ミリの降雨に対して浸水被害が解消される面積の割合

は、平成２４年度末時点で６７％となっている。今後とも、頻発する集中豪雨へ

の対応など、都市型水害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

被害を生じた河川を中心に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 

・ 白子川地下調節池 

・ 善福寺川調節池 

・ 黒目川黒目橋調節池 

 

（１）都市型水害対策の推進に必要な財源を確保し、東京に必要額

を確実に配分すること。 

（２）下水道浸水対策事業の交付対象事業の採択要件を緩和するこ

とにより財政措置を充実し、都市型水害対策を支援すること。
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（３）浸水対策事業を着実に実施できるよう、浸水の危険性が高い地域などに重

点化して実施する下水道管きょの整備事業に対し、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。また、下水道浸水被害軽

減総合事業における採択要件について、浸水実績にかかわらず、シミュレー

ション等により対策が必要となる予防保全的事業について交付金対象とし、

都市型水害対策を支援すること。
 

参  考 

[治水事業] 

【近年多発する集中豪雨】 

○集中豪雨等による被災事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中小河川の整備状況】 

全体計画 
護岸整備延長 
（H24 年度末） 

護岸整備率 治水安全度達成率 

324.0 ㎞ 210.8 ㎞    65％     77％ 

※ 治水安全度達成率とは、時間雨量 50mm に対する護岸整備率に調節池等の整備効果を加味

した安全度。 

＜平成 25 年 3 月末＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 白子川地下調節池完成イメージ 古川地下調節池の整備イメージ 

白子川

比丘尼橋
上流調節池

白子
川

地下
調節
池 比

丘
尼
橋

下
流
調
節
池

連絡管

白子川

比丘尼橋
上流調節池

白子
川

地下
調節
池 比

丘
尼
橋

下
流
調
節
池

連絡管

（平成17年9月 妙正寺川護岸損傷）（平成16年10月 麻布十番駅地下ホーム冠水） （平成17年9月 妙正寺川護岸損傷）（平成16年10月 麻布十番駅地下ホーム冠水）
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[下水道浸水対策事業] 

 

【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)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現行採択要件   

  口径３５００mm以上（指定都市） 

 

⇒

⇒

※※処理区面積３０００ha以上の場合。。

口径４５０mm以上 （一般市並） 

○現行採択要件 

（下水道浸水被害軽減総合事業）   

  過去10年間に規定の浸水実績 

シミュレーション等による予防保全的

対策  
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３ 地震・津波・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＞ 

東部低地帯の河川では、これまで水門や堤防等の整備を着実に進め、関東大震

災時の震度に対する構造物の耐震性と、伊勢湾台風級の高潮に対する堤防の高さ

を確保してきた。 

東日本大震災を踏まえて東京都防災会議が示した最大想定津波に対しては、現

行の堤防高で対応が可能である。 

しかし、東部低地帯では、水門や堤防等の耐震性能の調査を行った結果、マグ

ニチュード８．２の海溝型地震など想定される最大級の地震によって施設の一部

が損傷し、満潮時に最大想定津波が重なった場合、浸水による被害が発生する可

能性がある。 

このため、都は、このような地震が発生した場合においても各施設が機能を保

持し、津波等による浸水を防止することを目標とし、昨年８月に「基本方針」を

取りまとめ、１２月には「整備計画」を策定し、対象箇所や目標年次を示した。 

整備計画では、計画期間を１０年間とし、約８６km の堤防の耐震化と２２施設

の水門等の耐震・耐水対策を実施することとしている。そのうち、特に緊急性の

高い全ての水門、排水機場等と水門外側の堤防については、東京オリンピック・

パラリンピック競技大会が開催される２０２０年までに完了させるなど、地震・

津波に伴う水害対策への取組を早急に推進していく。 

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。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地震・津波・高潮対策の推進は、低地帯に暮らす３００万人の命と、人口、

資産が高度に集積する首都の機能を守るため、待ったなしの課題であること

から、東京に必要額を確実に配分すること。 

（２）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。 

東部低地帯における地震・津波・高潮対策の推進に必要な財源を

確保し、東京に必要額を確実に配分すること。 
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参  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コンクリートの
打ち増し補強【基本的な考え方】

想定される最大級の地震時における浸水を防止
・最大級の地震動に対する構造物の耐震性を強化
・設備（電気など）への浸水を防止
・優先度を考慮して整備を実施 コンクリート特殊堤防

水門

門
柱
等
の
巻
き
た
て
補
強

開閉設備の固定強化

設備を高い位置に設置

自家
発電設備

受変電
設備

管理棟の耐震補強

開口部の水密化

柱の耐震補強

下部梁の耐震補強

ポンプ設備

排水機場等

コンクリートの
打ち増し補強【基本的な考え方】

想定される最大級の地震時における浸水を防止
・最大級の地震動に対する構造物の耐震性を強化
・設備（電気など）への浸水を防止
・優先度を考慮して整備を実施 コンクリート特殊堤防

水門

門
柱
等
の
巻
き
た
て
補
強

開閉設備の固定強化

設備を高い位置に設置

自家
発電設備

受変電
設備

管理棟の耐震補強

開口部の水密化

柱の耐震補強

下部梁の耐震補強

ポンプ設備

排水機場等

【基本的な考え方】
想定される最大級の地震時における浸水を防止
・最大級の地震動に対する構造物の耐震性を強化
・設備（電気など）への浸水を防止
・優先度を考慮して整備を実施

【基本的な考え方】
想定される最大級の地震時における浸水を防止
・最大級の地震動に対する構造物の耐震性を強化
・設備（電気など）への浸水を防止
・優先度を考慮して整備を実施 コンクリート特殊堤防

水門

門
柱
等
の
巻
き
た
て
補
強

開閉設備の固定強化

設備を高い位置に設置

自家
発電設備

受変電
設備

管理棟の耐震補強

開口部の水密化

柱の耐震補強

下部梁の耐震補強

ポンプ設備

排水機場等

コンクリート特殊堤防

水門

門
柱
等
の
巻
き
た
て
補
強

開閉設備の固定強化

設備を高い位置に設置

自家
発電設備

受変電
設備

管理棟の耐震補強

開口部の水密化

柱の耐震補強

下部梁の耐震補強

ポンプ設備

排水機場等

■ 東部低地帯は地震・津波・高潮に対して極めて弱い地域

満潮面以上であるが高潮
の脅威にさらされる高さ
A.P.+5.1m

東部低地帯の地盤高東部低地帯の地盤高

干潮面の高さ
A.P.+0.0m
干潮面の高さ
A.P.+0.0m

満潮面の高さ
A.P.+2.1m
満潮面の高さ
A.P.+2.1m

Ｍ８クラスの
海溝型地震等に対する
河川施設の耐震性能を確認

↓
調査地点の約３割で、
堤防の一部が損傷して
浸水する可能性！

Ｍ８クラスの
海溝型地震等に対する
河川施設の耐震性能を確認

↓
調査地点の約３割で、
堤防の一部が損傷して
浸水する可能性！

想定津波高・高潮高のイメージ

高潮高

満潮位

想定津波高

堤防背後の地盤高

想定津波高・高潮高のイメージ

高潮高

満潮位

想定津波高

堤防背後の地盤高

東部低地帯には、
約300万人が生活！
東部低地帯には、
約300万人が生活！
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中
川

綾

瀬

川

呑 川

内川

大場川

新川

新

中

川

日本橋川

隅 田 川

垳川

海
老
取
川

神田川

目黒川

旧江戸川

干潮位干潮位

満潮位

満潮位満潮位

満潮位満潮位

従来の事業で引き続き実施する箇
所

目標年次までに実施する箇所

目標年次以降に実施する箇所

凡 例

本計画の対象区間

水門等 排水機場 樋門・閘門

十分な耐震機能を有している区間

本計画以降に実施する等の区間

満潮位

干潮位干潮位

国交省管理区間

地盤高が干潮位以下の範囲

地盤高が満潮位以下の範囲

・「整備計画」を昨年１２月に策定、早急かつ積極的に事業を推進 
・水門の全箇所と水門外側の堤防などについては、２０２０年までに完了 

＜整備計画延長等＞

22施設 水門等の 
耐震・耐水

約86km 堤防の耐震

延 長 施設名

＜計画期間＞ 
10年間（～２０２２年まで）

■ 地震・津波から東部低地帯を守る対策 
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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、土砂災害のおそれがある箇所が約１５，０００か所あると想定して

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、毎年のように土砂災害が発生している。 

平成２３年３月の東日本大震災では、１４１件の土砂災害発生により尊い人命

も奪われた。首都直下地震等の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、全ての危

険箇所での対策を実施するには、膨大な費用と期間を要することから、ハード対

策を着実に進めるとともに、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） 避難所や災害時要援護者関連施設を保全する土砂災害対策は、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、避難所や災害時要援護者関連施設

を区市町村や施設管理者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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参  考 
 
【都内の土砂災害危険箇所の分布状況】 

 

○都内には、土砂災害のおそれが 

ある箇所は、約 15,000 か所あると想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

15,000 か所 
土砂災害警戒区域     5,826 か所 約 39％ 

土砂災害特別警戒区域 3,280 か所 約 22％ 

                      ＜平成 25 年 8 月末＞ 

【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 150基 40％ 

流路 85.2㎞ 24.4km 29％ 

地すべり対策事業 17地区 11地区 65％ 

急傾斜地崩壊対策事業 95地区 44地区 46％ 

＜平成 25 年 8 月末＞ 
 

【ソフトとハードが連携した土砂災害対策のイメージ】  【基礎調査の国費率】 

                           

                            現行 １／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●急傾斜地の崩壊 

●土石流 

●地すべり 

  

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

ハード対策 
区域内の避難所の

移転等が困難で土砂

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① 
 土砂災害防止法に基づいて、危

険箇所を明らかにする基礎調査を

実施し、土砂災害警戒区域等を指

定することで、警戒避難体制の確

立を推進 

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 

ハード対策 
 区域内の避難

所の移転等が困

難で土砂災害対

策が必要な避難

所や要援護者施

設周辺で砂防施

設等を整備 

災害時要援護者施設 
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５ 水辺空間の賑わいの創出及び緑化の推進 
  （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、水害に

対する安全対策のみならず、緑化の推進や人々が水辺に親しめる空間としての整

備など、河川空間の魅力向上に努めてきた。 

また、国においても、平成２３年４月に「河川敷地占用許可準則」の改正を行

い、地域活性化のための飲食店やオープンカフェ等について、一定のルールの下、

営業活動を行う事業者等による占用を可能とする規制緩和を行った。 

今後、首都東京の更なる魅力向上を図るとともに、２０２０年オリンピック・

パラリンピック競技大会の東京開催に向け、世界の人々を手厚く「おもてなし」

するため、道路や公園など幅広い施策とも連携しながら、舟運拠点や、オープン

カフェを支援するインフラ、回遊性向上に資するインフラ等の整備を進めるなど、

河川空間を活用した恒常的なにぎわいづくりに取り組んでいく必要がある。 

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＞ 

（１）水辺空間のにぎわいづくり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）河川管理者自らがにぎわいづくりに資する施設整備等をより積極的に行え

るよう、「かわまちづくり支援制度」の見直し・充実等を図ること。 

（３）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。 

 

 

水辺空間における賑わいの創出及び緑化の推進に必要な財源の確

保及び制度拡充を図ること。 
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参  考 

【にぎわいづくりに向けた取組事例】 

 

  

 

○テラスの連続化 

○回遊性向上に資する施設整備 

人道橋の整備事例（ロンドン テムズ川）

○「塩の道」の整備 

小名木川を江戸情緒あふれる「塩の道」として再生

○河川利用の促進 

一時的な利用事例（両国納涼水辺まつり） 恒常的な利用事例（隅田川オープンカフェ） 

○舟運拠点の整備

河川における大型桟橋の整備事例（ロンドン テムズ川）
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【主な河川の緑化状況】 

＜平成 25 年 3 月末＞     

河 川 名 
計画延長 

Ａ 

緑化延長 

（H25年度末） 

Ｂ 

緑化率 

Ｂ／Ａ 

中川 9.3km 7.2km 77% 

呑川 5.1km 1.9km 37% 

大栗川 4.1km 1.4km 34% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

大栗川の護岸緑化 
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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十分な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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参  考 

 

【しゅんせつが必要な土量（汚泥）の堆積状況】(平成 24 年度末時点) 

  

区  分 
しゅんせつ必要土量 

（千m３） 

しゅんせつ必要土量（Ａ） 1,468 

 

隅田川（Ｂ） 294 

新河岸川（Ｃ） 194 

その他の河川（Ｄ） 980 

※ 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、環境保全のための最低限の基準である COD 8mg/l 以下

（湖沼）を満たしていない。 

また、新見附濠と市ヶ谷濠では、外濠の下流を流れる神田川の環境基準を満た

しておらず、神田川や日本橋川の水質悪化の一因となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD 年度平均値
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弁慶濠

COD 環境基準(8mg/L) 

ＢOD 環境基準(10mg/L) 

直近10ヵ年（H15-H24)

牛込濠 新見附濠 市ヶ谷濠 弁慶濠
環境基準
の最低値

神田川の
環境基準

BOD値（mg/l） 7.5 8.5 11.7 3.6 10以下（Ｅ類型） 5以下（Ｃ類型）
COD値（mg/l） 15.3 15.7 17.9 6.9 8以下（Ｃ類型） 　　　
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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、流域貯留浸透事業の採択要件では、地方自治体等が設置する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。 

 

＜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。 

 

 

 

 

参  考 

 

【整備状況】 

区    分 整備状況 
（H24 年度末） 

流域貯留浸透施設（S58～） 85か所 

                        ＜平成 25 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、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。 

このような状況の中、発生頻度が極めて低いものの、発生すれば甚大な被害を

もたらす最大クラスの津波に対する被害について、平成２５年５月、都は、内閣

府が公表した「南海トラフ巨大地震の被害想定」をもとに、より詳細な検討を加

え、「南海トラフ巨大地震等における東京の被害想定」を公表した。最大クラス

の津波に対しては、「何としても命を守る」ことを最優先として、住民等の避難

を軸にソフト対策とハード対策の取りうる手段を組み合わせた総合的な津波対策

を確立するなど、津波の規模や発生頻度に応じて防護目標を明確化し、海岸保全

施設の整備を図る必要がある。 

 

＜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）津波の防護目標に対し、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、直ち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㎞ 18.4㎞ 43％ 

＜平成 25 年 8 月末＞     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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１６ 高規格堤防（スーパー堤防）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＞ 

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り、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である。 

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、東部低地帯に３

００万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。 

国は、平成２２年の政府の行政刷新会議での事業仕分けにより一旦廃止と判定

したが、事業の重要性を鑑み、「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」に大幅に絞り込んで整備を行っていくこととしている。 

平成２５年度予算では、事業中の小松川地区（荒川）に加えて、新規に北小岩

一丁目地区（江戸川）が整備されることとなったが、首都東京の安全性を高めて

いくためには、今後も積極的に事業を推進していく必要がある。 

また、現行の直轄事業負担金の負担割合は３分の１と、一般的な河川改良事業

並の負担割合となっている。一方で、例えば、道路事業では、高速道路の負担金

（新直轄方式）について都県の負担は４分の１となっている。 

 

＜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、土地区画整理事業等と連携し、 

早期の事業着手と一層の整備促進を図ること。 

（２）高規格堤防事業の実施に当たっては、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。 

（３）高規格堤防事業の直轄事業負担金について、負担軽減を図ること。

 

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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参  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【直轄事業負担金の負担率】 

 

直轄事業 国 都県 

河川事業 

 

その他の改良事業 

（高規格堤防事業含む） 

２／３ １／３ 

大規模改良事業 ７／１０ ３／１０ 

道路事業 高速自動車国道 

（新直轄方式） 

３／４ １／４ 

一般国道（直轄国道） ２／３ １／３ 

 

 

 

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））  

（200ｍ～300ｍ程度） 

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））  

                ※※出出典典：：平平成成２２４４年年度度予予算算決決定定概概要要  
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１７ 大都市海岸の地震・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＞ 

日本の中枢機能が集中する首都東京に大規模地震が発生し、海岸保全施設の機 

能が失われると、約３００万人が暮らす沿岸部低地帯に海水が浸入し、甚大な被

害を受けるおそれがある。 

首都東京が機能不全に陥れば、我が国の社会・経済活動、国民生活への影響は 

計り知れない。 

 このため、東日本大震災を教訓として、東京都防災会議による新たな被害想定 

など、最新の科学的知見を踏まえた地震・津波・高潮対策を強力に推し進め、首 

都東京の防災力を早急に向上させることが必要である。 

   

＜具体的要求内容＞ 

最大級の地震や台風に備え、水害から都民の生命・財産、首都東京の中枢機能

を守るため、東日本大震災を教訓として、最新の科学的知見を踏まえた地震・津

波・高潮対策を早急に講じられるよう、必要な財源を確保すること。 

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、

東日本大震災を教訓として、最新の科学的知見を踏まえた地震・津

波・高潮対策を早急に講じられるよう、必要な財源を確保すること。
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１８ ＧＰＳ波浪計整備の推進 

 

（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。 

中央防災会議の「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する

専門調査会報告（平成２３年９月２８日）」においても、「ＧＰＳ波浪計等の海

域での観測を充実させるなど、地震・津波観測体制の充実・強化を図る必要があ

る。」とされたところである。 

 首都圏には、多くの人口、資産等が集中しており、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波浪計は首都圏のみならず、伊豆・小笠原諸島など極めて広範囲 

の災害対策に役立つものであることから、首都圏の津波災害に備えて早急に整備 

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、東京湾や伊豆・小

笠原諸島の沖合等に、ＧＰＳ波浪計を早急に整備すること。 

 

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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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６０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、日野市

施行の西平山地区、共同施行の渋谷駅街区地区、都市再生機構施行の湊二丁目東

地区、立川基地跡地昭島地区などとともに、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 24 年度交付金対象地区数 

施行者 区部 多摩 計 

都 ９（ ５） ０（ ０） ９（ ５）

区市町 ７＊（ ６） ２１（１８） ２８（２４）

都市再生機構 ２（ １） １（ ０） ３（ １）

組合 ０（０＊＊） １３＊＊＊（ ０） １３（ ０）

個人 ５＊＊＊＊（ １） ２（ ０） ７（ １）

計 ２３（１３） ３７（１８） ６０（３１）

（平成 25 年 3 月 31 日現在） 

*） 区市町施行のうち１地区は、平成２５年１月１５日に換地処分公告を行った。 

**）区部組合施行の交付金対象地区は平成２４年１０月１日に換地処分公告を行った。 

***）多摩組合施行のうち１地区は平成２５年１月２５日に換地処分を行った。 

****)区部個人施行のうち１地区は平成２５年３月２８日に換地処分を行った。

１９ 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３５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）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。 
 
＜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・虎ノ門地区及び北新宿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）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。 

（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）大街区化の推進に必要な財源を確保すること。 
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参  考 

 

２ 市街地再開発事業の推進（都市整備局所管分） 

【事業中地区数】         （ ）は平成 25 年度交付金対象地区数 

施行者 区部 多摩 計 

都 ４（ ２） ０（ ０） ４（ ２）

区市町 ０（ ０） １（ １） １（ １）

都市再生機構 １（ ０） ０（ ０） １（ ０）

組合 ２２（１９） ４（ ４） ２６（２３）

個人 ２（ １） １（ １） ３（ ２）

会社 ０（ ０） ０（ ０） ０（ ０）

計 ２９（２２） ６（ ６） ３５（２８）

（平成25年3月31日現在） 

 

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６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。こうした施設は、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、最悪の

ケースでは、建物の全壊・焼失は約３０万棟にも及ぶとされ、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。 

（３）一体開発誘発型街路事業の推進に当たり、当該道路用地取得により生じた

残地の売却について、都市計画道路区域内と同様に、譲渡所得に対する税制

上の優遇措置を講じること。 

道路整備と一体的に進める沿道まちづくりの推進に必要な財源

を確保するとともに、税制上の優遇措置を講じること。 
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２０ 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２４年度末の地籍調査の実施状況は、全体平均で５０％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、

平成２４年度予算でも最終的には防災枠と合わせて確保された。平成２５年

度は防災枠が無くなり、一般会計は同額ながら事業全体では減額となってい

る。 

   都では、要望に対して約４，３５０万円の減額であった。 

   平成２６年度から３つの自治体で新規着手予定である。要望の総額も増え

ている。 

   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＞ 

平成２３年４月、都市再生特別措置法の改正により、「特定都市再生緊急整備

地域」の制度が創設された。本制度では、都市拠点インフラ（国際空港へのアク

セス改善等）の整備に係る予算支援が創設されるとともに、民間都市開発事業に

対する金融支援の充実が規定されるなど、都市再生の更なる推進に資する支援メ

ニューの充実が図られた。本制度については柔軟な運用を図り、効果的かつ効率

的に都市再生を推進していくことが必要である。 

 また、民間都市再生事業計画の認定により、事業者への不動産取得税の課税標

準控除や地権者への所得税･法人税の軽減税率などの支援措置があるものの、より

一層民間都市開発事業を推進するため、更に税制優遇措置を拡充すべきである。 

 加えて、平成２４年３月の都市再生特別措置法改正により、新たに「都市再生

安全確保計画制度」が追加され、国際的な都市間競争の見地からもターミナル駅

周辺等の人口・機能が高度に集積したエリアにおける防災対策の強化も喫緊の課

題となっている。本制度については、実効性の高いものとなるよう、柔軟性のあ

る運用が求められる。 

 同時に、東日本大震災で発生した原子力発電所の事故によって、電力の確保は、

ＢＣＰの観点からも非常に重要な要素として改めて認識されたところである。震

災以後、防災面への対応を強化した建物の需要はますます高まってきており、都

市の国際競争力や信用力を高めるためには、非常時に発電可能な設備の設置促進

に向けた環境整備が必要である。 
 

２１ 国際競争力に資するまちづくりの推進 

（１）東京の都市再生を一層推進するため、特定都市再生緊急整備

地域に係る協議会及び整備計画については柔軟な運用を図るな

ど、効果的かつ効率的に制度の活用を図れるようにすること。

（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、整備計画による予算措

置以外にも、都市基盤施設の整備に必要な財源を十分確保する

こと。 

（３）都市再生安全確保計画については、取組が可能なものから速

やかに実施できるよう、制度の柔軟な運用を図ること。 

（４）非常時に発電可能な設備の設置促進に向け、都市計画法に基

づく用途地域ごとに定められている規制の緩和を図るなどの検

討を進めること。 
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＜具体的要求内容＞ 

（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柔軟な運用を図るなど、効果的かつ効率的

に制度の活用を図れるようにすること。 

（２）－① 民間が行う都市再生事業が着実に推進されるよう、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

など、税制等財政面の更なる支援拡充を行うこと。また、市街地再開

発事業の保留床取得について、全ての取得者に対して税制上の優遇措

置を行うなど、支援拡充を行うこと。 

（２）－② 法第１７条を踏まえ、緊急整備地域内の都市基盤の整備については、 

整備計画の予算措置以外にも、必要な財源を確保すること。 

（３）都市再生安全確保計画については、既存の協議会を活用するなど地域の実

情に応じて取り組めるよう配慮するとともに、取組が可能な対策から速やか

に実施できるよう、制度の柔軟な運用を図ること。 

（４）非常時に発電可能な設備の設置促進に向け、都市計画法に基づく用途地域

ごとに定められている、建築基準法による燃料貯蔵量制限の緩和を図るなど

の検討を進めること。 
 

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。 
 

■都市再生安全確保計画制度 

 

 ○  都市再生緊急整備地域の協議会に、鉄道事業者、大規模ビルの所有者・

テナント等を追加し、「都市再生安全確保計画」を作成 

○  計画に記載された事業等の実施主体は、計画に従って事業等を実施 

○ 一時退避の誘導と経路の確保 

（誘導のための情報発信設備を整備、退避経路協定に承継効を付与） 

○ 退避施設の確保 

（鉄道駅、オフィスビル等に退避施設を確保、退避施設協定に承継効を

付与） 

○ 避難訓練 

○ 備蓄倉庫等の確保（備蓄倉庫の容積不算入、管理協定に承継効を付与） 

○ 耐震改修等の促進（建築確認、耐震改修等の認定等手続を一本化） 

○ 災害情報、交通情報等の提供 
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２２ 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行われた多摩部においても、

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や、平成２３年に成立した「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」を受け、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は、

平成２４年４月に特別区を除く、全ての市町村へ権限が移譲され、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、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、崖線及び丘陵地などに

ついて一体的な景観形成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行われた多摩部においても、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、道路附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。 

 

２３ 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附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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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５２０隻の不法係留船がある。これまで、不法係

留船について都は、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等に関する法律」に相当するような制度

を創設する必要がある。本要望は平成５年以降、九都県市首脳会議においても要

望しているものである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

不法係留船を根絶するため、船舶について、保管場所を義務付ける「自動車の

保管場所の確保等に関する法律」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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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（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、平成２４年度には八王子市や静岡

市など４市も追加され、適用地区は順次拡大している。 

八王子市を含む「都市計画区域内の多摩地区」※１（２６市２町）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（括弧内は DID 地区内の人口密度） 

5,039 人/km2（8,483 人/km2） 

※２ 既適用地区の人口密度 

北九州市 2,002 人/km2（5,572 人/km2）、仙台市 1,334 人/km2（6,913 人/km2）、 

新潟市 1,118/km2（5,639 人/km2）、相模原市 2,182 人/km2（9,183 人/km2）、 

八王子市 3,113/ km2（8,311 人/km2）、川口市 8,979 人/km2（10,124 人/km2）、 

草加市 8,893 人/ km2（9,624 人/km2）、静岡市 507 人/km2（6,011 人/km2）など 
 

・大都市補正は適用地区に指定された市の DID 地区で適用 

・数値は平成 22 年国勢調査による 

 

＜具体的要求内容＞ 

不調・不落対策として八王子市だけでなく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）を地区全体として大都市補正（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。 

 

注） 入札時に応札者がいない場合を「不調」、応札価格が予定価格を超える場合

を「不落」という。 

２５ 大都市補正の適用地区拡大 

不調・不落対策として八王子市だけでなく都市計画区域内の多摩

地区全体を大都市補正（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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この 1 町、1 村は 
都市計画区域の
指定なし 

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 

さいたま市

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 

平成24年度から適用地区 

川口市

草加市

八王子市 

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 
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１ 相続税等の納税を猶予されている農地等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、首都東京も高度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、相続税等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

ている相続税等及び利子税（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

税等に加え、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

等した場合には、相続税等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日より前の相続等の場合は、相続 

人等が相続等の後２０年間営農すれば相続税等及び利子税が免除となっていたが、 

平成４年１月１日以降の相続等では、相続人等が死亡するまで営農しなければ、

相続税等及び利子税が免除とならないことから、一層、農業相続人等に負担が掛

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＞ 

農業相続人等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等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、農業相続人等の都合に

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 

 相続税等猶予農地等を公共事業用地として譲渡し、当該農地等に

係る相続税等を納付する場合は、相続税等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等

納税額　＝　相続税等　＋　〔　利子税　×　 １/２　〕

【Ｃａｓｅ２】

納税猶予農地の付け替え（買い替えの特例）

相続等の発生 相続人等の死亡等

相続税等

（相続税等の免除）

（猶予期間）

（納税額）

用地取得
★

【猶予された相続税等は相続人等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】

⇒　相続税等の納付
⇒　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）が必要

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）
（平成８年４月１日より施行）

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可能
性は極めて低い

利子税の全額免除を要望
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２ 公共事業用地提供者等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、首都東京も高度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、公共事業に伴う補償金を受けとっ

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

措置を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公共事業に伴う補償金を受けとった場合、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じること。 
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参  考 

 

<<足立区の例>> 

年間の合計所得金額が４００万円以上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３万４千円の増額となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

年間保険料

（円）

第１段階
生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で区民税世帯
非課税

32,760 0.49

第２段階
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

38,880 0.58

特例
第３段階

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１２０万円以下

43,560 0.65

第３段階 本人および世帯全員が区民税非課税 50,160 0.75

特例
第４段階

本人が区民税非課税（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

58,200 0.87

第４段階
本人が区民税非課税（世帯に区民税課税者がいる場合）
（基準額）

66,840 1.00

第５段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が１２５万円未満 72,240 1.08

第６段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が１２５万円以上 80,880 1.21

第７段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が１９０万円以上 96,960 1.45

第８段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が４００万円以上 99,600 1.49

第９段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が６００万円以上 120,360 1.80

第１０段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が８００万円以上 133,680 2.00

第１１段階
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が１，２００万円
以上

153,840 2.30

第１２段階
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が１，８００万円
以上

180,480 2.70

（平成24年4月1日時点）

基準額に
対する比率

段階 対象者
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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、首都東京も高度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、同一事業について最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、最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。 

 

 

 

 

 ※「代替資産の特例」とは 

⇒土地等の譲渡が行われ補償金を取得した場合において、その補償金で 

代わりの資産を取得したときは、課税の繰延べ（課税上譲渡がなかっ 

たものとすること。）を受けることができる、というもの。 
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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 法務省・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、首都東京も高度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

有者及び議決権の各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

上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、共有者全員による共同申請が必要とされているため、１人でも反

対者がいる場合には、分筆ができず、結果として任意での事業用地の取得ができ

ないこととなり、建物の区分所有等に関する法律と不動産登記法との間で著しい

不整合が生じている。 

 このため、マンション共有地の取得は、共有者の大多数が事業に協力的であっ

ても、土地収用手続という強制手段によらざるを得ないのが実状であり、事業の

長期化の一因であるとともに、事業に協力する意思のある権利者にも大きな負担

を強いることとなる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

多数の事業協力者の意向を反映し、少数の反対者のために用地取得が困難化す

ることを避けるとともに、円滑な用地取得を推進するため、特別多数の合意によ

って土地の分筆が可能となるよう、建物の区分所有等に関する法律及び不動産登

記法等関係法令を改正すること。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物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：１５２棟 

区部：１１３棟 

多摩： 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。 
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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・農林水産省・国土交通省） 

（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。 

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。 

（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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（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＞ 

我が国の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。 

外環（関越道～東名高速）については、国が実施する直轄事業と高速道路会社

が実施する有料道路事業を組み合わせた整備手法とし、関越道～中央道は国と東

日本高速道路会社、中央道～東名高速間は国と中日本道路株式会社が事業主体と

なることが決まった。 

環状道路としての機能を発揮し、首都圏の高速道路ネットワークを最大限利活

用できるようにするため、また、東京で開催される２０２０年オリンピック・パ

ラリンピック競技大会のためにも、２０２０年早期の開通に向けて確実に整備を

２８ 外かく環状道路の早期完成 

（１）外環（関越道～東名高速間）については、２０２０年東京オ

リンピック・パラリンピック競技大会のためにも、２０２０年

早期の開通に向けて、用地補償及び工事に必要な財源を十分に

確保すること。 

（２）昨年度東名ジャンクションで着工したトンネル立坑工事、ま

た、それに続くトンネル本体工事については、完成時期を見据

えて、計画的に進めること。 

（３）相続税等納税猶予農地を公共事業用地として譲渡する場合、

納付する当該農地に係る利子税を全額免除するとともに、代替

農地を取得して営農する場合の納税猶予等の継続措置を拡充す

るなど、用地取得を迅速かつ円滑に進めるための措置を講じる

こと。 

（４）「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推進すること。 

（５）東名ジャンクション以南の早期具体化に向けて、国や関係機

関による協議会を早期に開催するとともに、必要な調査を実施

すること。 
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完了させなければならない。 

整備にあたり、中央及び東名ジャンクション周辺では、生産緑地などの農地の

取得が必要となっている。しかしながら、相続税等の納税猶予の適用を受けてい

る農地等を事業用地として譲渡する場合、農業相続人は譲渡した農地に係る納税

を猶予されている相続税等とそれらに係る納税猶予期間中の利子税を納付しなけ

ればならず、用地取得を困難にしている要因の一つとなっている。 

また、事業用地として納税猶予適用農地を譲渡する者が、代替農地を取得して

営農継続を希望しても、大都市部においては納税猶予の継続が認められる代替農

地の確保が困難であるため、事業に対する協力を得ることを困難にしている。 

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）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、我が国の経済を

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交

通分断を避け、首都の中枢機能を守るためにも、早期に整備しなければなら

ない。 

加えて、２０２０年オリンピック・パラリンピック競技大会の東京開催が

控えていることからも、２０２０年早期の開通に向けて、必要な用地補償及

び工事の財源を確実に確保すること。 

（２）外環本線は大深度地下構造を採用しており、地下４０ｍ以上深い位置にト

ンネルを通過させる。大深度地下構造では、地上部の用地取得が不要となる

ことから、トンネル本体工事に必要な発進・到達立坑用地を確保できれば、

工事に着手することができる。東名ジャンクション地域については、既に用

地を取得しており、この用地を活用し昨年度より立坑工事に着手した。 

   昨年度より実施しているトンネル立坑工事に引き続き、完成時期を見据え

て、トンネル本体工事に速やかに着手すること。 

（３）農業相続人等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等を納付するこ

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

等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全額免除すること。あわせて、公共事業に協力した営農

意欲の高い農業者が代替農地を確実に確保し、継続して営農できるよう、代

替農地を取得した場合の納税猶予等の継続措置を拡充すること。 

（４）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推進すること。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

力しまちづくりを推進すること。さら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。 

（５）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、国や関係機関による協議会を早期

に開催するとともに、計画の検討に必要な調査等を実施すること。 
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２９ 高速道路網の整備推進及び有効活用等 

１ 高速道路網の整備推進 

（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＞ 

三環状道路をはじめとする首都圏の高速道路は、交通渋滞の解消、環境改善、

さらには、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５９％にすぎず、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及び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推進すること。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 から熊野町 JCT 間、

堀切 JCT から小菅 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（有明から晴海まで）のうち、事業中であ

る豊洲から晴海までの区間の整備に必要な財源の措置を講じること。 

また、Ⅱ期区間（晴海から築地まで）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。 
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参  考 

 

 

首都圏三環状道路の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・慢性的な交通渋滞により社会経済活動が低下

・環境への負荷が増大

● 三環状道路の早期整備を推進 

●現 況

三環状道路の整備率：５９％

■海外主要都市の環状道路整備率 

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 

（H25.4 月末見込み） 

Ｈ２５．９月末
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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。 

平成２４年１月１日から導入された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、当面の割引とし

て、ＮＥＸＣＯとの乗継割引、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、多摩地域から中央自動車道と首都高速道路を使って都心に向

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、今後の料金体系

について引き続き検討することが必要である。 

また、利便増進事業等による当面の割引の期限は平成２５年度末となってお

り、交通誘導、物流対策などの観点から、平成２６年度以降の必要な料金割引に

ついて継続・拡充していく必要がある。 

一方、我が国の高速道路のインターチェンジの平均間隔は約１０km と、欧米諸

国の約２倍もの長さとなっており、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・時間を短縮することによ

り、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、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、会社間の乗継割引の拡大、長距離利用車や大型車

等の負担軽減などを考慮して、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、圏央道内側エリアにおけ

る料金体系の一元化を目指すこと。そのため、首都圏の一体的で利用しやす

い料金体系については、料金施策をはじめとした有料道路制度等について議論

が行われている「国土幹線道路部会」においても十分に検討し、また、国と

地方の検討会を着実に開催し、地方の意見を尊重した上で、その実現に向け、

責任を持って取り組むこと。 

（３）一体的で利用しやすい料金体系が構築されるまでの当面の措置として、平

成２６年度以降も、中央環状線迂回利用割引や会社間乗継割引などの交通誘

導や、大口・多頻度割引などの物流対策等に必要な料金割引を継続・拡充し

ていくこと。さらに、そのために必要な財源を確保すること。 

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

ンジの整備等を推進すること。 
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（４）首都圏における既存の高速道路の利便性向上や交通の円滑化、一般道路の

渋滞緩和及び地域の活性化を図るため、スマートインターチェンジの事業中

箇所の整備推進等に向けて、継続的に財政措置を行うとともに、主要渋滞箇

所について対策を講じること。 

（５）一般国道１６号（八王子バイパス）の有料区間については、平成２７年１

０月の償還期間満了後速やかに無料化すること。 
 

参  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）スマートインターチェンジの整備推進

（１）首都圏の高速道路料金体系

現状：路線毎の入り組んだ料金体系 

・均一料金制と距離別料金制が混在 

・約 30 か所の本線料金所 

首都圏における

一体的で利用し

やすい料金体系 
 

中央道 

常磐道 

東関東道 

館山道 

第三京浜 

東名高速 

関越道 
外環 

中央環状線 圏央道 

湾岸線

首都高速道路㈱ 
東日本高速道路㈱ 
中日本高速道路㈱ 

未完成区間

その他 

東京湾アクアライン 

本線料金所

（全 30箇所のうち一部を表示） 

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

料金所ブースを１か所
に集約するため、広い
敷地が必要になる。 

従来型 IC 

スマート IC（ETC 専用 IC）概念図 
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３ 高速道路の老朽化対策 
（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 首都圏における高速道路構造物は、災害時に首都圏の機能を維持するとともに

日本の東西交通の分断を防ぎ、救援・復旧活動を支える重要な社会資本である。 

開通から５０年を迎える首都高速道路をはじめとする高速道路構造物は、先般

の中央道笹子トンネルの天井板落下でも見られるように、老朽化が進んでいるた

め、対策が急がれている。 

本来、施設の維持管理は各高速道路会社が行うべきものであるが、老朽化対策

は高速道路ネットワークとしての機能を維持していく上で根幹に係わるものであ

り、高速道路会社の民営化のスキームを作った国が責任を持って対策を行うべき

である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都高速１号羽田線をはじめとする首都高速道路構造物については、関係

自治体の意見を尊重し、国の責任において老朽化対策の取組を進めること。 

（２）老朽化対策の実施に当たっては、三環状道路の早期整備により都心への流 

入交通量を減らすなど、更新のための環境を整えた上で、取組を進めること。 

（３）東日本及び中日本高速道路株式会社が管理する高速道路構造物についても、 

国の責任において老朽化対策の取組を進めること。 

 

 

首都高速道路をはじめとした高速道路構造物の老朽化対策につい

て、取組を進めること。 
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３０ 国道等の整備推進 

１ 国道の整備推進 

（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＞ 

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２５年度予算においても、前年度とほぼ同額が確保されたも

のの、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、整備推進を図ること。 

（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約９割と

なっており、必要な予算を確保し、早期完成を図ること。 

（３）圏央道へのアクセス機能強化と防災力の向上に寄与する国道２０号八王子

南バイパス・日野バイパス延伸部については、必要な予算を確保し、整備推

進を図ること。また、未事業化区間についても、早期事業化を図ること。 

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

効果を発現させるために、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、早期完成を図り、その他の箇所についても、整備推進を図ること。 

   特に国道１５号については、国内外の広域交通拠点である品川駅の再編整

備に併せ、駅前広場と連携した整備に向けて取り組むこと。 

（１）国道３５７号（東京港トンネル部、多摩川トンネル部など）

について整備推進を図ること。 

（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

いて整備推進を図ること。 

（４）首都圏の都市間連携を強化する国道（国道６号、国道１５号

など）について整備推進を図ること。 
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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＞ 

平成２２年８月に、国が、更なる「選択と集中」による重点投資を行うため公

募した国際コンテナ戦略港湾に京浜港（東京港・川崎港・横浜港）が選定された。

今後も、京浜三港が国際競争力強化に向けた施策に取り組むため、十分な財源確

保が必要である。 

特に、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 法務省・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９１．１兆円に上るなど、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６０％といま

だ道半ばであり、混雑時旅行速度が区部においては、全国平均約３５km/ｈの半分

程度で、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、東日本大震災では、救援活動や救援物資輸送を支えるなど、改めて道路

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・防災性の向上・環境改善を図ることが喫緊の課題と

なっている。 

さらに、都では首都直下地震の危険性が懸念される中、高度防災都市の実現に

向け、震災時に特に甚大な被害が想定される約７，０００ヘクタールの整備地域

における防災性の向上を図る都市計画道路（特定整備路線）を平成３２年度まで

に整備することとしている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

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、災害時に、首都

の中枢機能を堅持するためにも首都東京の道路整備は極めて重要である。また、

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催時の円滑な移動を提

供する上でも重要な役割を担っている。このため、国は、補助金、社会資本整備

総合交付金、防災・安全交付金など、地方自治体の道路整備の財源を安定的・継

続的に確保し、東京に必要額を確実に措置すること。 

また、道路事業の効果を早期に発現させるため、少数の反対者のために用地取

得が困難化することを避けるとともに、円滑な用地取得を推進するため、特別多

数の合意によって土地の分筆が可能となるよう、建物の区分所有等に関する法律

及び不動産登記法等関係法令を改正すること。 

 

 

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

に必要額を確実に措置するとともに建物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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東京八王子線

JR南武線

京王線
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若潮橋

放７

 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 

  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 

④道路整備による多摩山間、島しょ地域の防災力強化 

多摩川南岸道路など 

  ⑤「木密地域不燃化１０年プロジェクト」特定整備路線 

   放射３２号線（押上）、補助２６号線（三宿）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「『２０２０年の東京』へのアクションプログラム２０１３」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、重要な位置付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３３％に達しているが、諸外国の都市と比較す

るといま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）２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けて、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の確保と補助率の引

上げを図り制度の拡充を行うこと。 

（２）２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けて、国

道においても、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 25 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 630 km 49 ％ 

 
うちセンター・コア・ 

エリア 
  536 km 430 km 80 ％ 

多摩 1,040 km 142 km 14 ％ 

計 2,328 km 772 km 33 ％ 

 

 

２ 平成２５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 14,958 6,046（3,325） 

※ 事業費は、既設道路における整備にかかるもの。 

 

３ 都への当初内示額 

                        （単位：百万円） 

区  分 平成 23 年度 平成 24 年度 

無電柱化整備事業 

（国費） 
4,952（2,724） 4,682（2,575） 

 

 

【整備事例】江戸川区南葛西二丁目（環状七号線） 

  

（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） 

 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 

事業費 ２０９ ２０４ 

うち国費対象事業費 

（国費） 

７ 

（3.85） 

３ 

（1.65） 

  平成 26 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。 

 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。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 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２５年４月１日現在） 

（１）策定済み 

 自治体名 

 １都 東京都 

１６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、目黒区、文京区、世田谷区、

足立区、豊島区、港区 

８市 町田市、国分寺市、立川市、武蔵野市、青梅市、多摩市、

調布市、狛江市 

１町 奥多摩町 

 １村 神津島村 

 

（２）平成２５年度策定予定 

 自治体名 

６区 新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、荒川区、練馬区 

１６市 八王子市、東久留米市、稲城市、あきる野市、三鷹市、府

中市、昭島市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、西

東京市、福生市、東大和市、清瀬市、羽村市 

１町 日の出町 

 １村 檜原村 

 

２ 平成２５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 5,985 980(537) 

                                         補助率 0.55 又は 0.50 

 

（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 

（工事・計画策定・点検）
552 552(308) 

                               補助率 0.55 又は 0.60、0.65、0.70 

 

３ 実施計画（東京都） 

 平成 21 年度から平成 30 年度までの 

 10 年間で実施する長寿命化対象橋梁：163 橋 
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５ 橋梁の耐震補強事業の推進 
（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局・港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

 阪神淡路大震災での橋梁被害を踏まえ、東北地方でも耐震補強対策が実施され

てきたことなどから、東日本大震災においては、地震の揺れによる落橋などの致

命的な被害を防ぐことができ、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。 

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付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、防災上重要な位置付けにある橋梁から、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２５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 312 橋 76％ 

都  道 401 橋 306 橋 76％ 

臨港道路等  12 橋   6 橋 50％ 

 

２ 平成２５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 

 4,687 900(484) 

都  道 3,938   707(388) 

臨港道路等 749 193( 96) 

 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 23 年度 平成 24 年度 

橋梁の耐震性向上 

（国費） 

 328(  173) 558(  298)

都  道 218(  118) 405(  222)

臨港道路等 110(  55) 153(  76)

 

４ 補強例 

       

落橋防止装置

 橋脚補強
    

      [補強前]                   [補強後] 

【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き立てを行う。 

【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。 
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６ 道路災害防除事業の推進 
（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 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、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。 

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には、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。 

このため、日常的な巡回点検に加え、専門技術者により斜面の安定度を評価す

る５年に一度の定期点検、大雨等の際に行う異常時点検などにより、斜面の状況

を的確に把握し、擁壁や落石防護柵の設置など多様な斜面対策を現道の拡幅や代

替ルート整備と併せて効果的に推進し、総合的に道路の防災性を高めていくこと

とした。 

 

＜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25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 408 184 45％ 

 

２ 平成２５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 3,927 819(450) 

  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23年度 平成24年度 

道路災害防除事業 

（国費） 

822 

(448) 

778 

(426) 

 

（２）対策事例 

 １ 道路斜面対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 既対策斜面における補修・補強対策 

 

・ 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 
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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６２％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２５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    6,854 1,098 (604) 

 

３ 都への当初内示額 

（単位：百万円） 

区  分 平成 23 年度 平成 24 年度 

歩道整備事業等 

（国費） 
1,269（698） 696（383） 

 

【整備事例】青梅市友田町（国道 411 号） 

   

 

幅員２ｍ以上の歩道の整備を促進するために 

必要な財源を確保すること 

歩道整備前 歩道整備後 

（平成25年4月1日現在）

793 km 725 km 105 km
88.3 ％ 80.7 ％ 11.7 ％
693 km 438 km 295 km
70.1 ％ 44.3 ％ 29.9 ％
1486 km 1163 km 400 km
78.8 ％ 61.7 ％ 21.2 ％

歩道の整備状況

km

km

988

1886計

多摩地域

区部

未整備延長

898 km

うち幅員2m以上

整備対象
道路延長 整備済延長
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８ 交差点改良事業の推進 
（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 現在、東京都内では、いま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、右折レーン設置をはじ

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」では「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している。 

平成２５年４月１日現在、一部完成を含めて４４か所で完成している。 

 

２ 平成２５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 4,900 926（510） 

 

３ 都への当初内示額 

（単位：百万円） 

区  分 平成 23 年度 平成 24 年度 

交差点改良事業 

（国費） 
1,354 (745) 722 (397) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

原因 

右折レーン

設置 

交通渋滞の緩和を図るとともに、交差点付近の歩道も併せて整備し、 

安全確保に努めています。 
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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５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２５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 
７８．４km ３９．０km ５０％ 

 

 

２ 平成２５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 ４１５ １８９（１０４） 

 

 

３ 都への当初内示額 

                         （単位：百万円） 

区   分 平成２３年度 平成２４年度 

道路の景観整備事業 

（国費） 
１４０（７７） １４４（７９） 

 

 

 

【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 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＞ 

平成２２年８月に、国が、更なる「選択と集中」による重点投資を行うため公

募した国際コンテナ戦略港湾に京浜港（東京港・川崎港・横浜港）が選定された。

今後も、京浜三港が国際競争力強化に向けた施策に取り組むため、十分な財源確

保が必要である。 

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。 

 特に、中央防波堤内側及び外側地区においては、今後、内貿ユニットロード及

び外貿コンテナターミナルなどのふ頭施設が供用されることから、交通混雑の回

避が喫緊の課題である。 

 

＜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。 

 

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。 
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３２ 連続立体交差事業の推進 

 

 （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京都内には、約１，０７０か所の踏切が存在し、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。 

 このため、鉄道を連続して高架化又は地下化し、数多くの踏切を同時に除却す

ることで、道路ネットワークの形成を促進し、交通渋滞や地域分断を解消して、

地域の活性化や都市の防災性の向上にも資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）－① 

現在、都施行の京浜急行本線・空港線、小田急小田原線、ＪＲ南武線など

の８路線９か所に加えて、区施行の東武伊勢崎線で連続立体交差事業を進め

ており、京王京王線、西武新宿線など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。 

（１）－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。 

（２）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。 



 

- 149 - 

 

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】 

全線高架化により、第一京浜の 

交通渋滞が解消   

（平成２４年１０月）

全線高架化により、第一京浜の 

自動車平均走行速度が向上    

（平成２４年１０月）

0 5 10 15 20 (km/h) 25 30 

 

高架化前 

 

全線高架化後 

19.6km/h 

24.7km/h 

約３割向上 

※ 第一京浜の環７～環８間における朝・昼・夕の平均走行速度 

（平成24年11月調査） 

 全線高架化後 

780m 高架化前 

200 400 600 800 (m) 

解消 

0 

※ 上り方面（川崎方面から品川方面）の最大渋滞長

秋葉原

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

京成立石

京成曳舟

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

H25.11現在

渋谷

品川

日暮里

鉄道立体化の検討対象区間

東武伊勢崎線
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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１，０７０か所の踏切では、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・地下道の設置及び地方道（区市町村道）における道路立体化を促進

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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３４ ＩＴＳを活用した高度な交通対策の一層の推進

 

（提案要求先 内閣官房・内閣府・警察庁・総務省・経済産業省・国土交通省） 

（都所管局 青少年･治安対策本部・警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

都は、安全・快適かつ環境にやさしい交通社会の実現を目指した交通対策の一

環として、ＩＴＳ（高度道路交通システム）を活用した各種の取組（最適な信号

制御を実施する「需要予測信号制御」や交通需要の分散を狙った「交通情報板設

置」など）を鋭意推進している。 

現在、官民で様々なＩＴＳに関する取組が進められているが、道路・交通に関

する情報等は、各行政機関や民間事業者においてそれぞれの目的に応じて個別に

収集・活用されており、相互に共有する制度や体制がない。しかし、災害時を含

め、今後より一層高度な交通対策を推進していくためには、これらの情報等を効

率的かつ効果的に活用していくことが必要である。 

そのため、官民の枠組みを超えた情報等の連携・共有を早期に実現させるため

には、国がリーダーシップを取り、仕組みづくりを推進する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）官民が個別に収集し保有する道路交通情報の連携・共有化が行える体制を

早期に構築すること。 

（２）平時だけでなく、大規模災害時にも一元化した道路交通情報を効果的に提

供する体制を早期に構築すること。 

 

 

官民が保有する情報資産の有効活用を図るため、道路交通情報の

連携・共有が行える制度・体制を早期に構築すること。 
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３５ 地下鉄一元化の推進 

 

（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、２

００２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、

２００６年度に黒字に転換し、その後も黒字を確保しており、当時とは大きく状

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、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、２０１０年に設置した「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

めた。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。 

 協議会での合意に基づき、今年３月には、九段下駅の壁の撤去による乗換改善、

乗換駅の追加指定（岩本町駅・秋葉原駅）及び改札通過サービス（春日駅・後楽

園駅、市ヶ谷駅）とともに、地下鉄トンネル内における通信環境の整備が実現し

た。 

利用者の利便性向上と地下鉄ネットワークの更なる充実を推進す

るため、国は、当面、東京メトロの株式上場を見送り、「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。 

あわせて、地下鉄一元化を展望しつつ、「東京の地下鉄の運営改

革会議」で取り上げる更なるサービスの改善・一体化及び運営の連

携の強化について協力すること。 
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 また、今年１月には、知事が、国土交通大臣と面会し、都が責任をもって地下

鉄改革を進めるため、都に東京メトロ株の売却義務を課しているメトロ法の改正

と国が保有する東京メトロ株の都への譲渡を要請した。 

 都が東京メトロに対して行った株主提案を契機として、国、都及び東京メトロ

から成る「東京の地下鉄の運営改革会議」を設置し、７月には第１回会議を開催

した。この会議では、利用者の視点に立った、更なるサービスの改善・一体化及

び運営の連携の強化に取り組んでいる。 

 

＜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、「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、地下鉄一元化を展望しつつ、「東京の地下鉄の運営改革会議」で取

り上げる更なるサービスの改善・一体化及び運営の連携の強化について協力する

こと。 
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３６ 都市高速鉄道整備の充実・強化 

 

１ 地下高速鉄道事業の補助金の確保と充実 

（提案要求先 総務省・国土交通省） 

（都所管局 交通局） 

 

＜現状・課題＞ 

（１）－① 一部の地下構造物は開業から既に半世紀以上が経過し、経年劣化に

よる変状等が発生していることから、安全性を確保した鉄道施設を将

来世代に継承していく必要がある。 

     このため、地下構造物の長寿命化補修計画に基づき、補修工事を計

画的に実施することにより、更新時期の平準化と補修費の縮減を図る

とともに、鉄道施設の安全・安心を確保することが重要となっている。 

（１）－② 感潮河川下を横断する箇所の地下構造物については、塩害による劣

化等が一部で発生しているため、地下構造物の機能回復を図る必要が

ある。 

      このため、交通局では平成２０年度より河川交差部補修計画に基づ

き、塩害被害により劣化した地下構造物の機能回復を図るための工事

を実施している。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）－① 長寿命化補修計画に基づく長寿命化対策を対象とする補助制度を創

設するなど、支援の充実を図ること。 

（１）－② 塩害の影響により劣化した地下構造物の機能回復を図るための工事

を補助対象とするなど、支援の充実を図ること。 

 

 

（２）大規模改良工事等については、所要額の確保と補助対象の拡

大等を図ること。 

 

（１）地下構造物の長寿命化補修計画を策定し、これに基づく対策

を着実に実施することにより、既設の地下構造物を良好な状態

で将来世代に継承していくために必要な補助制度を創設するな

ど、支援の充実を図ること。 

   特に、塩害による地下構造物の劣化に係る工事を補助対象と

すること。 
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＜現状・課題＞ 

（２）－① 交通局では、三田線及び大江戸線の全駅にホームドアを導入してい

るが、駅施設の安全性の強化を図るため、現在ホームドアを導入して

いない路線についても、整備に向けた検討を進めている。ホームドア

の整備・導入を円滑に進めるため、ホームドア整備に係る車両改修に

ついても補助対象に拡大することなどが必要である。 

（２）－② 火災対策の強化については、地下鉄車両の火災対策を実施するなど、 

より充実させることが重要である。このような状況を踏まえ、地下鉄

車両の火災対策を補助対象に拡大することなどが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（２）－① 地下高速鉄道整備事業費補助制度等については、大規模改良工事の

補助対象にホームドアの整備に係る車両改修を拡大するなど、一層の

充実を図ること。 

（２）－② 地下鉄車両の火災対策を補助対象に拡大するなど、支援の充実を図

ること。 
 

参  考 
 
（２）－① 地下高速鉄道整備事業費 

大規模改良工事 

［エレベーター・エスカレーター・階段昇降機・車椅子対応トイレ・電光式旅

客案内表示装置・転落防止柵・列車遅延拡大防止・早期回復対応］ 
 

【大規模改良工事 国庫補助金（浅草線・三田線・新宿線・大江戸線）】 

           （単位：千円） 

年  度 大規模改良補助金 

２１ 519,773 

２２ 820,412 

２３ 694,616 

２４ 854,155 

２５（予算） 836,824 

※ 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 20 駅 34 基            18 駅 64 基  

三 田 線    27 駅 26 駅 54 基    26 駅 150 基 

新 宿 線    21 駅 21 駅 44 基    21 駅 165 基 

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

合 計 106 駅 105 駅 218 基    103 駅 775 基 

※ 平成２４年度末 地上までの１ルート確保  ９７％（１０３駅） 

          だれでもトイレ設置率  １００％（１０６駅） 
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２ 地下高速鉄道事業の企業債に係る財政負担の緩和 

（提案要求先 総務省） 

（都 所 管 局 交通局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２４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２１３億円、旧公庫債は約１４億円であり、今後の利子負担

額は、それぞれ約３７億円と約２億円となるなど大きな財政負担となっている。 

平成２４年度まで低金利債への借換え等の制度があったが、都については、財

政力指数や資本費率の条件等から対象外となっていた。このため、この制度を復

活させるとともに、条件を緩和することを求める。なお、平成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＞ 

政府資金及び旧公営企業金融公庫資金をもって起こした企業債の償還期限前

における低金利債への借換え等の制度を復活させるとともに、条件を緩和するこ

と。 

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等を認めること。 
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参  考 
 

【平成２４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 ０．４ 10 年元利均等償還（据置なし） 財政融資資金・平成２５年３月

発行 

機 構 資 金 ０．４ 10 年元利均等償還（据置なし） 平成２５年３月発行 

民 

間 

共 済     １．４ 10 年元金均等償還（３年据置）※ 

公 募     ０．６３ 10 年満期一括償還 平成２５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      

２１ 50,478 13,232 63,710 581,274 

２２ 85,388 12,525 97,913 548,811 

２３ 41,582 11,631 53,213 523,657 

２４ 34,569 10,899 45,468 505,285 

２５（予算） 32,802 10,516 43,318 477,483 

※ 特例債を含む。 
 

【平成２４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 1,974 90 213 10 2,187 100

機構債 257 95 14 5 271 100

民間債 2,355 98 50 2 2,405 100

計 4,586 94 277 6 4,863 100

※ 特例債を除く。 

※ 機構債には、旧公庫債を含む。 

 

【財政力指数】 
平成２３年度（平成２１～２３年度の３か年平均）における都の財政力指数は 

０．９６１と１．０を下回っている。しかし、政府債の繰上償還対象条件は、平
成２１年度又は平成２２年度（平成１９～２１年度の３か年平均又は平成２０～
２２年度の３か年平均）の財政力指数が１．０を下回っているというものであり、
いずれの年度も都の財政力指数は１．０を上回っていることから、政府債の繰上
償還の対象外となったものである。 
  
 ※都の財政力指数 
  平成２１年度（平成１９～２１年度の３か年平均）：１．３４１ 
  平成２２年度（平成２０～２２年度の３か年平均）：１．１６２ 
  平成２３年度（平成２１～２３年度の３か年平均）：０．９６１ 
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３７ ＪＲ中央線の複々線化の早期実現 

 

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

ＪＲ中央線は、多摩地域の中央に位置し、多摩地域と都心を結ぶ鉄道ネットワ

ークの大動脈である。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。 

複々線化の事業化に向けて、平成２３年度から２４年度までの２か年で、沿線

市が設置した「三鷹・立川間複々線化事業化検討委員会」において、関係者間で

協力して、整備の仕組みづくりなどの検討が進められてきた。 

 

＜具体的要求内容＞ 

混雑の緩和、速達性の向上にとどまらず、多摩地域の振興や横田飛行場へのア

クセス、山梨県方面との連携強化にも資するため、早期実現に向けて補助制度の

拡充など、必要な措置をとること。 

 

首都圏の幹線鉄道であり、東京の大動脈でもある中央線の複々線

化を早期に実現すること。 
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参  考 

 

〈経緯：ＪＲ中央線（三鷹から立川まで）〉 

 

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２５年 ７月 三鷹・立川間立体化複々線促進協議会総会 

「三鷹・立川間複々線化事業化検討委員会」調査報告 

 

 

 

《首都圏の幹線鉄道における複々線化の整備状況》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総武方面 

【昭和５６年済】 

品川 

三鷹 

取手～上野 

 ３７km ４４分 

新宿 

複々線化 
 未整備 区間 

東北方面 

【昭和４３年済】 

常磐方面 

【昭和５７年済】 

東海道方面 

【昭和４６年済】 

拝島 

千葉～東京 

 ３９km ４２分 

八王子～新宿 

３７km ５６分 

横浜 

大宮～上野  

 ２６km ２９分 

山梨県方向 

大船～品川 

 ３９km ３８分 

立川～新宿 

２７km ４２分

上野 

完了区間 

【昭和４４年済】 

東京 
立川 

八王子 

国分寺 

青梅方向 
横田 

飛行場 

中中中央央央線線線だだだけけけががが   

未未未整整整備備備のののまままままま   
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３８ 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、国が平成２３年５月に建設・営業主体と

して東海旅客鉄道株式会社を指名、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。 

建設主体であ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５７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、建設主体である東海旅客鉄道株式会社の協

力を得ながら事業を進める必要がある。 

 

 

 

 

（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、建設主体であ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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＜具体的要求内容＞ 

（１）－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整備に向けて取り組むこと。 

（１）－② 

大阪までの早期開業に努めること。 

（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）－① 

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。 

（３）－② 

ターミナルとなる品川駅の整備に当たっては、建設主体である東海旅客鉄

道株式会社が、駅東西地区の連携強化や交通結節機能の強化などが本地区に

おける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。 
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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か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講じるこ

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講じること。 

（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講じる

こと。 

（４）日米地位協定第２条第３項では、「合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、

この協定の目的のため必要でなくなったときは、いつでも、日本国に返還しな

ければならない。合衆国は、施設及び区域の必要性を前記の返還を目的として

たえず検討することに同意する」と定められている。これを受けて、定期的に

基地の使用目的や返還の可能性を検討するとともに、検討に際しては、地元自

治体の意見を聴取し、その意向を尊重すること。 

 

３９ 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講

じること。 

（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講じること。 
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参  考 

 

○ 都内の米軍基地 

 

【都内米軍基地の概要】               平成 25 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） 
26,937

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） 

 

247,267

※1,196,185

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） 

 
    7,243

※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、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、また、２０２０年東

京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催も控え、増大する航空需要への更

なる対応が不可欠である。このような中、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。 

また、昨年の日米首脳会談において軍民共用化が取り上げられ、これを受けて、

対応を検討するための政府関係省庁と都による局長級会議が開催されたが、その後

進展をみていない。 

しかしながら、横田基地の軍民共用化は、日米間の重要な懸案事項であることか

ら、改めて日米協議を進め、早期の実現を図っていく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

横田基地の軍民共用化については、これまでの協議を踏まえ、政府関係省庁と都

との「連絡会」を早期に開催し、日米協議に当たっての日本側の対処方針を取りま

とめるとともに、着実に日米協議を進め、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に関する日米協議を進め、早期実現を図るこ

と。 
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参  考 

○これまでの主な経緯 

平成15年  5月 ブッシュ－小泉会談で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 ・「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「軍民共用具体化検討委員会」設置 

・JALと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」

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、軍民共用化に向けた取

組を積極的に推進する必要があると答申 

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/11月 関東地方知事会、八都県市首脳会議が、米新政権下における

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、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、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 

平成24年 4月 ・石原知事がキャンベル米国務次官補に、軍民共用化の早期実現を

要請 

       ・日米首脳会談で野田首相からオバマ大統領に、軍民共用化の検討

を要請 

     7月 横田基地軍民共用化に関する政府関係省庁と都による局長級会議

開催 

     10月 関東地方知事会が、軍民共用化について、米国との協議を具体的に

進め早期実現を図るよう、国に要望することを決議 

 

※再編実施のための日米のロードマップ（平成 18 年 5 月）＜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、既に検討が終了したとされている“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、同空域の活用により首都圏空域の効率的

な運用を図ること。 

 

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

域の活用により首都圏空域の効率的な運用を図ること。 
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参  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

羽田到着便経路 

【首都圏の空域】 

横田空域 

横田空域 

23,000 フィート 

18,000 フィート 

16,000 

フィート 

12,000 

フィート 

14,000 

フィート 

8,000 

フィート 

7,000 フィート 

4,000 フィート 

13,000 フィート 

23,000 フィート 

15,000 フィート 

10,000 フィート 

7,000 

フィート 

8,000 フィート 
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１ 羽田空港の更なる機能強化と国際化 

 （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、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

行うなど、羽田空港の再拡張事業を推進してきた。こうした努力が実を結び、平

成２２年１０月にＤ滑走路と国際線旅客ターミナルの供用が開始され、本格的な

国際空港となった。羽田空港は、都心に近く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

ていくことが必要である。一方、おおむね２０２０年代前半には、首都圏空港の

空港需要全体は、現在計画中の空港容量の限界に達する見込みであるため、空港

容量の更なる拡大と国際線の増枠を進め、東京の国際競争力を強化していく必要

がある。 

さらに、平成２３年３月の東日本大震災では、空港施設が津波による大きな被

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、震災時の対応な

どに万全を期す必要がある。また、本年１月の降雪により多数の欠航が発生した

ことや平成２３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、自然災害や不測の事態に対し、航空機離発着の定時性の確保

や空港の安全の確保に万全を期す必要がある。 

４０ 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進 

（１）羽田空港の更なる機能強化と国際化を推進するため、昼間の空

港容量について可能な限りの方策を総合的に検討し、国の責任に

おいて、更なる拡大を図り、国際線の増枠を進めること。 

（２）高需要路線及びビジネス路線を十分確保し、各国からの乗り入

れ要望にも応えるため、需要動向の変化を踏まえ国内線を国際線

に振り替えることなどにより、国際線の更なる増枠を検討するこ

と。 

（３）現在実施中の国際線旅客ターミナルの拡張など国際線地区の拡

充を着実に進めるとともに、Ｃ滑走路の延伸工事を極力前倒しし

て進め早期に供用開始するなど、機能強化を図ること。 

（４）再拡張事業により拡大された国際線の発着枠や深夜早朝時間帯

の発着枠について、有効に活用すること。 

（５）自然災害や不測の事態に対して、航空機離発着の定時性確保や

空港の安全確保に万全を期すため、適切な対策を早急に講じるこ

と。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）近い将来には、首都圏空港の空港容量不足が予想されるため、既存施設の

機能向上、施設整備、管制や環境面における制約への対応などあらゆる角度

から可能な限りの方策を総合的に検討し、国の責任において、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、国際線の増枠を進める

こと。また、国際線の増枠に当たっては、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、増枠に対応できるように体制を

強化すること。 

（２）平成２５年度末に予定されている昼間の国際線発着枠６万回に加え、高需

要路線及びビジネス路線を十分確保し、各国からの乗り入れ要望にも応える

ため、国内線の需要動向の変化を踏まえ国内線を国際線に振り替えることな

どにより、国際線の更なる増枠を検討すること。 

（３）－① 

国際線発着枠９万回への増枠に必要な国際線旅客ターミナルの拡張など、

現在実施中の国際線地区の拡充を着実に進めること。 

（３）－② 

長距離国際線の輸送能力増強を図るＣ滑走路の延伸について、極力工事を

前倒しし、早期に供用開始を図ること。 

（４）－① 

再拡張事業により拡大された昼間の国際線発着枠を有効に活用してい

くため、航空協議の進展など早急な対応を図ること。 

（４）－② 

２４時間利用可能な羽田空港を最大限活用するため、深夜早朝時間帯の就

航拡大を図ること。 

（５）－① 

津波に対し、必要な対策を早急に講じること。 

（５）－② 

本年１月の降雪により多数の欠航が発生したことを踏まえ、天候による影

響を最小限にとどめ、航空機の離発着の定時性を確保するために必要な措置

を講じること。 

（５）－③ 

平成２３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。 

（５）－④ 

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。 

（５）－⑤ 

濃霧対策やバードストライク対策などにより、就航率や安全性の向上を図

るとともに、運航方法や機材の低騒音化などにより、航空機騒音の低減を図

ること。 
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（５）－⑥ 

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）（２）（３）国土交通省成長戦略（平成２２年５月） 

・昼間の国際線枠を、平成２２年度の年間３万回から、平成２５年度中に見込

まれる増枠を機に６万回に拡大し、欧米や長距離アジアも含む高需要・ビジ

ネス路線を展開 

・国際線旅客ターミナルの拡充に着手 

・更なる容量拡大方策を検討し、国際線の更なる増枠を検討 

（１）首都圏空港の航空需要予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省資料より作成 

（３）Ｃ滑走路延伸 

・平成２１年４月に公表された「経済危機対策」の中に盛り込まれた。 

３，０００ｍ→３,３６０ｍに延伸 

（４）再拡張事業 

・平成１９年３月着工、平成２２年１０月２１日供用開始 

・事業費 総額約７,３００億円（うち、都は総額約１，０８５億円の無利子

貸付けを実施） 

（４）羽田空港における国際線就航状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

※平成 25 年 9 月現在。「昼間時間帯」は 6～23 時、「深夜早朝時間帯」は 23～6 時。 
ロンドンは 5 便/週 

（1 日当たり）

上海 4便 ソウル 2便 サンフランシスコ 1便

台北 8便 クアラルンプール 1便 シアトル 1便

北京 4便 シンガポール 4便 ニューヨーク 1便

香港 4便 バンコク 3便 ホノルル 3便

ソウル 12便 デンパサール 1便 ロサンゼルス 2便

フランクフルト 1便

パリ 1便

ロンドン 1便

ドバイ 1便

昼間時間帯　32便 深夜早朝時間帯　23便

40

50

60

70
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90

100

2010 2020 2030 （年度）

（万回/年）

最終形（2014年度中）の発着枠（貨物便を除く）

上位ケース

中位ケース

下位ケース
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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、都心に近く、２４時間利用可能な空港である。このポテンシャル

を十二分にいかすためには、深夜早朝時間帯の交通アクセスの利便性の向上とと

もに、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、放射１７号線と環状８号線が交差する大鳥居交差点の改良工事に取

り組むとともに、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３５

７号東京港トンネル部など、広域交通ネットワークの整備を進めているが、国道

３５７号多摩川トンネル部は事業化されていない。 

公共交通については、鉄道輸送力増強のため、京急蒲田駅の改良事業を進めて

おり、平成２４年１０月には京急線のダイヤが改正された。 

今後、国は関係自治体等と連携を図りながら、羽田空港の機能強化に的確に対

応するため、空港アクセスの強化を検討する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）深夜早朝時間帯における国際線発着枠を一層活用するため、深夜早朝時間

帯における交通アクセスの利便性の向上を図ること。 

（２）都心に近く、２４時間利用可能な国際空港である羽田空港の機能を最大限

発揮するために、空港と連結する広域交通ネットワークの整備を推進するこ

と。 

（３）今後の羽田空港の機能強化に的確に対応するため、空港アクセスの強化を

検討すること。 

（１）深夜早朝時間帯の国際線発着枠を一層活用するため、深夜早朝

時間帯における交通アクセスの利便性の向上を図ること。 

（２）都心に近く、２４時間利用可能な空港である羽田空港の機能を

最大限に発揮するため、広域交通ネットワークの整備を推進する

こと。 

（３）今後の羽田空港の機能強化に的確に対応するため、空港アク

セスの強化を検討すること。 
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３ 羽田空港をいかす跡地利用の推進 
（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

羽田空港跡地は、空港の沖合展開事業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、平成２２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、平成２３年１２月には、跡地（第 1 ゾーン）及び都内の４地域が、国際

戦略総合特区「アジアヘッドクォーター特区」に位置付けられた。 

今後は、推進計画に基づき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）－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。 

（１）－② 環状８号線の国際線地区に隣接した区間の切替について、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。 

（１）－③ 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、国際

線地区との補完的・一体的な土地利用を図るとともに、親水性や景観

に配慮しつつ、第１ゾーンや水際線との連続性を確保に配慮すること。 

（１）－④ 土地利用の具体化や護岸の検討に当たっては、多摩川沿いには長い

水際線を活かした良好な景観を創出して、快適で魅力ある親水ネット

ワークの形成にも配慮すること。 

（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。 
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（１）－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。 

（２）跡地及び空港を高潮と津波から守るため、第２ゾーンの多摩川の護岸につ

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。 

（３）跡地売却に際しては、公共的な施設整備に資するよう、特区協議を進める

等、特段の配慮をすること。 

 

 

参  考 

 

（１）「羽田空港跡地まちづくり推進計画」（平成 22 年 10 月）における土地利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）国際戦略総合特区（アジアヘッドクォーター特区） 

・ 国は、平成２３年１２月、跡地（第１ゾーン）及び都内の４地域を国際戦略

総合特別区域に位置付けた。国への提案事項である国有地処分条件の緩和

（①随意契約、②減額譲渡）、③施設整備に対する無利子融資のうち、随意

契約については平成２４年秋協議で認められた。 

 

（１）（３）国家戦略特区（世界で一番ビジネスのしやすい国際都市づくり特区） 

・ 平成２５年９月、アジアヘッドクォーター特区で進めてきた取組をさらにバ

ージョンアップした国家戦略特区を国に提案した。 

        図２　　 土 地 利 用 図

ライフライン管理施設等

駅前広場

産業交流施設エリア

多目的広場エリア
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Ａ

Ａ’
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   親水ネットワーク

Ａ

Ａ’

Ａ

Ａ’

Ａ-Ａ’断面以東　　　　　※縮尺は異なる。

   親水ネットワーク

緑地

国際線地区
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４１ 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進 

 

（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、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

で広く利用されており、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、首

都圏におけるビジネス航空の受入れを促進する必要がある。 

都は、平成２２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、国土交通省に提案を行った。 

国土交通省は、同年１２月に委員会を発足させ、ビジネス航空の受入れ体制の

充実に向けた検討を進め、平成２３年６月、中間報告を取りまとめた。この中で、

成田空港における具体策は取りまとめられたが、羽田空港の専用動線確保や横田

基地の活用など、都の提案が反映されていなかった。 

平成２３年１２月には、羽田空港跡地の一部のエリアを含む地域が国際戦略総

合特別区域に位置付けられ、この総合特別区域における規制の特例措置に係る国

と地方の協議において、都はビジネス航空の使用手続簡略化を求めてきた。この

結果、昨年７月、航空局は、「（羽田空港のビジネス航空に係る）専用動線の確

保に向けて、別途関係者との間で、国際線ターミナルの拡張工事に間に合うよう

調整を行いたい」と見解を示しており、今後、具体的な内容等について引き続き

協議することとなっている。 
 

＜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、横田基地の活

用について検討するとともに、軍民共用化に関する日米協議を促進し、平時

は余裕のある横田基地の滑走路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。 

（２）現在実施中の羽田空港の国際線旅客ターミナルの拡張において、ビジネス

航空の受入れに不可欠な専用動線の整備を着実に進めるとともに、羽田空港

の更なる機能強化にあわせて、ビジネス航空受入れ体制の強化を図ること。 

（１）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。 

（２）現在実施中の羽田空港の国際線旅客ターミナルの拡張におい

て、ビジネス航空専用動線の整備を着実に進めるとともに、羽

田空港の更なる機能強化にあわせて、ビジネス航空の受入れ体

制の強化を図ること。 
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参  考 

 

（１）（２）首都圏におけるビジネス航空の受入れ状況 

 

 

 

首都圏における空港等の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）羽田空港におけるビジネス航空専用動線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省資料 

羽田空港 成田空港

都心との距離 16km 66km

発着枠
昼間　　8回/日まで
深夜早朝　制限なし

昼間　制限なし

最大駐機日数
7日間→10日間
（平成24年9月）

30日間

駐機スポット 12スポット 18スポット

専用施設・専用動線 なし（整備に向け調整中） 専用施設　平成24年3月供用
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４２ 首都圏新空港の事業化の推進 

 

（提案要求先 国土交通省） 

（都 所 管 局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

首都圏の空港では、羽田空港、成田空港の容量の拡大が進められてきており、

平成２６年度中には、最終形の７４.７万回の年間発着枠が予定されている。 

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、近い将来、首都圏空港は再び容量不足になると予想されるため、

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推進するとともに、国

の施策として新空港を事業化すること。 

首都圏新空港構想の具体化に向け、調査検討を推進するとともに、

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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４３ 京浜三港（東京港・川崎港・横浜港）が実施 

する国際競争力強化施策への支援 

   

（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、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、平成２２年８月には、国が、更なる「選択と集中」による重点投

資を行うため公募した「国際コンテナ戦略港湾」に選定され、平成２３年９月に

は、「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、各港が策定

する港湾計画の基本となる「京浜港の総合的な計画」を策定した。 

京浜三港は、これらの内容を実現するため、貨物集荷補助の実施、横持ち輸送

の円滑化などの取組を進めているところであるが、国際競争力をさらに強化し、

国際基幹航路の維持・増大を図るためには、ふ頭の機能強化・再編等による港湾

全体の機能向上に、早期・迅速に取り組んでいく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

国際基幹航路の維持・増大に向けた、ふ頭の機能強化・再編等を着実に進めて

いくため、「国際コンテナ戦略港湾」において国が示した「選択と集中」による

重点投資を、以下のとおり早期に行うこと。 

（１）東京港におけるふ頭の機能強化・再編の大前提となる、中央防波堤外側の

新規ふ頭の整備推進に必要な財源を確保すること。 

（２）中央防波堤外側の新たなふ頭開発に伴う交通需要に対応するため、臨港道

路南北線の早期事業化を図ること。 

（３）荷役機械（ガントリークレーン）の整備に関する補助制度を創設すること。 

京浜三港（東京港・川崎港・横浜港）が実施する国際競争力強化に

必要不可欠な施設整備について、早期事業着手、財政支援を行うこと。
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４４ 港の自主性を発揮できる「国際コンテナ戦略港

湾」の実現 

   

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

 東京港は、多様な航路や多くの貨物が集積する極めて重要な物流拠点であり、

首都圏４,０００万人の生活と産業を支えている。今後も東京港の国際競争力を強

化し、我が国と北米・欧州を結ぶ基幹航路やアジア航路を維持・拡大させていく

ことは、首都東京が我が国の経済を牽引していく上でも重要な課題である。 
 
国は、国際競争力強化のため「選択と集中」を掲げ、「国際コンテナ戦略港湾」

として、平成２２年８月、京浜港（東京港・川崎港・横浜港）を選定した。さら

に、同政策の延長として、平成２３年の港湾法改正により「港湾運営会社制度」

を創設した。 

この制度では、国から「港湾運営会社」として指定を受けた株式会社が、京浜

港のコンテナふ頭等を一体的に運営することとされている。当面は、暫定的な措

置として各港に「特例港湾運営会社」を置き、従来どおり港別の運営を行うが、

平成２８年９月までに三社が統合することが予定されている。 

さらに、新たな動きとして、平成２５年７月に設置された「国際コンテナ戦略

港湾政策推進委員会」が同年８月に策定した「中間のまとめ」では、国家的利益

の確保等の観点から、港湾運営会社に対し国が出資を行うなど、港湾運営会社の

出資構成の見直しに向けて取り組むとするなど、新たな方向性が示された。 
 
そもそも、京浜港における港湾の経営は、港湾管理者である地方自治体が、利

用者や港湾関係者と長年の信頼関係を積み重ねつつ、歴史的、地理的、機能的等

の面から、港の実情を踏まえたきめ細かい対応を行ってきた。コンテナふ頭の運

営は、各港の埠頭会社が担っているが、各地方自治体は、それぞれの埠頭会社と

の資本関係を通じた強い指導力を発揮し、各会社と一体となって港湾の経営に当

たっている。 

国際競争力を強化し、京浜港が今後も利用者から選択される港であり続けるた

めには、現場に精通する地方自治体がこれまでの蓄積を活かし、引き続き港湾の

経営について責任を担っていくことが必要不可欠である。 

さらに、国際競争力の強化が喫緊の課題である東京港の経営については、首都

東京のまちづくりや環境・防災施策等と密接に関連しており、都が行う大都市経

営と不可分である。そのため、都が、現場の実務を担う埠頭会社の経営に責任を

持つことが不可欠である。 

東京港（京浜港）が、経営の自主性を十分に発揮できる「国際コ

ンテナ戦略港湾」を実現すること。 
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これに対し、「港湾運営会社制度」では、会社の事業運営の基本となる「運営

計画」を策定し、指定時に国の審査を受けるとともに、これを変更する場合は、

改めて国の認可が必要となるなど、経営の自由度が制限されている。 

加えて、港湾運営会社への国の出資は、港湾の国際競争力強化にとって、具体

的にどのような意義・効果があるのか不明であり、まずは、意義・効果等を明ら

かにする必要がある。 
 
以上より、このままでは、港の利用者の多様なニーズに迅速かつ的確に対応す

ることが困難となり、利用者の経営感覚に適切に対応したサービスが提供できな

くなることが危惧される。また、東京港に関しては、大都市経営主体としての都

が、港湾の経営に責任を持つことができなくなるおそれがある。 

 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）「港湾運営会社」については、京浜港の国際競争力を強化するため、既存

の埠頭会社が主体性を保ちつつ適切に連携し、かつ各地方自治体がそれぞれ

の埠頭会社の経営に責任を持って関わり、各港の強みを発揮できる体制を実

現すること。 

（２）各港の実情にあったきめ細かい経営が柔軟にできるよう、「運営計画」の

変更の認可事項の範囲を縮小するなど、「港湾運営会社」の自主性を確保す

ること。 

（３）「港湾運営会社」への国の出資については、導入の意義・効果を明らかに

するとともに、導入の是非については、関係地方自治体と十分に協議を尽く

すこと。 
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４５ 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は、利用者のニーズが高く、

世界同時不況後も外貿コンテナ取扱量が増大し、平成２４年では過去最高取扱量

となる４２４万ＴＥＵとなる等、施設能力が限界状態に達している。そのため、

外貿コンテナふ頭のヤード内はコンテナで満載状態、周辺臨港道路は交通混雑が

発生している。 

これらの問題を解決し、激化する国際港湾間の競争を勝ち抜くためには、港湾

施設の能力拡大とともに、既存コンテナふ頭の再編を進め、港湾機能の強化を図

ることが必要である。 

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、港外における安全な航行の確保が必要となってい

る。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）中央防波堤外側埋立地のコンテナふ頭の整備推進 

既存の外貿コンテナふ頭の機能強化、再編の大前提となる中央防波堤外側

埋立地のコンテナふ頭（Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３バース）の整備推進を図ること。 

（２）臨港道路南北線の早期事業化 

中央防波堤外側埋立地の開発に伴う交通需要に対応する臨港道路南北線の

早期事業化を図ること。 

激化する国際港湾間の競争を勝ち抜くことを目的に既存コンテナ

ふ頭の再編を進めるため、 

（１）中央防波堤外側埋立地のコンテナふ頭の整備推進を図ること。

（２）中央防波堤外側埋立地の開発に伴う交通需要に対応する臨港

道路南北線について、早期事業化を図ること。 

（３）物流機能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。 

（４）東京港と中ノ瀬開発保全航路との間には、浅瀬等の障害物が

あるなど通常時の安全性の確保についても課題があるため、国

による適切な維持管理を行うこと。 
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（３）必要な財源確保などの措置 

① 物流機能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。 

② ふ頭背後の道路など、社会資本整備総合交付金について、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。 

（４）港外の安全な航路の確保 

東京港と中ノ瀬開発保全航路との間には、浅瀬等の障害物があるなど通常

時の安全性の確保についても課題があるため、国による適切な維持管理を行

うこと。 

 

 

＜現状・課題＞ 

都は、これまで東京港の港湾管理者として港湾物流の状況変化、ふ頭利用者ニ

ーズ等に精通し、港湾施設計画の策定、既存施設の改良、維持補修等の事業のみ

ならず、新規施設の建設を迅速かつ、安全、円滑に遂行してきており、直轄対象

事業となるような新規施設の建設についても、十分な経験・技術力を有している。 

また、東京港は、都市機能と港湾機能が近接しているほか、今後、既存バース

の再編等による港湾機能の向上が必須となっている。 

今後、東京港の限られた空間（陸域・海域）において、周辺エリアとの一体的

開発による港湾機能の向上や、既存の港湾利用者と調整を踏まえた施設改修など

を迅速かつ効率的に行い、喫緊の課題である国際競争力の確保を図っていく必要

がある。 

 このため、東京港においては、港湾の整備・運営に係る十分な実績を有する港

湾管理者が主体となり、動きの激しい港湾情勢への迅速かつ的確な対応を図るこ

とが重要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（５）港湾管理者の取組に対する支援 

① 東京港の港湾施設の事業実施に当たっては、直轄対象となる事業であっ

ても、補助事業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当たっては、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。 

（５）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、一定の要件に当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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４６ 大型クルーズ客船ふ頭等の整備推進 

 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

クルーズ船の大衆化が進み、世界のクルーズ人口は過去２０年間で４倍に増加

している。また、大型クルーズ客船による低価格なカジュアルクルーズの提供が

開始され、アジア域内のクルーズ市場の成長が見込まれ、日本への大型クルーズ

客船寄港が着実に増加すると予想される。 

さらに、アジア諸国の国際観光都市は、ホテル、コンベンションホール、カジ

ノとともに、大型クルーズ客船ふ頭を合わせた観光戦略に取り組んでいる。 

一方で、東京港は、レインボーブリッジ桁下高（５２ｍ）等から大型クルーズ

客船が晴海客船ふ頭に着岸できない状況である。 

東京は、鉄道・航空との接続の充実、豊富な観光資源等、大きなポテンシャル

を有していることなどから、東京港入港を希望するクルーズ船社は多い。 

これらの需要に対し、首都東京として早期にしっかりと対応していくことが不

可欠であるため、大型クルーズ客船に対応可能なふ頭を臨海副都心地域に整備し

ていく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

大型クルーズ客船の将来的な需要に対応するため、整備に必要な財源確保など

の措置を講じること。 

我が国への大型クルーズ客船の寄港が大幅に増加しているととも

に、今後の東京港への需要の増加が見込まれるため、大型クルーズ

客船ふ頭等の整備に必要な財源確保などの措置を講じること。 
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４７ 震災にも強い国際戦略港湾の機能強化 

 

（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、外貿コンテナふ頭の 

うち耐震強化済みの岸壁が３バース（全バースのうち約２割）と極めて低い。震

災時に岸壁等の港湾機能を確保することができなければ、長期にわたり港湾物流

が停滞する等、首都圏の市民生活や経済活動に大きな打撃を与える。 

そのためには、国際海上コンテナ輸送のための耐震強化岸壁の割合を上げる必

要があるが、東京港は供用中の施設の使用頻度が高いため、既存コンテナふ頭の

耐震化に着手することができない状況である。 

また、震災時に被災者の避難や緊急物資の輸送に対応した耐震強化岸壁も含め、

東京港における耐震強化岸壁の整備率は４８％と低い。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）震災時における首都圏の経済活動の停滞を回避するため、外貿コンテナふ

頭における耐震強化岸壁の整備について、財源の確保を含め、必要な支援を

行うこと。 

（２）耐震強化岸壁の整備に当たっては、既存コンテナふ頭の再編に併せて耐震

化が進められるよう、新設の耐震強化岸壁（Ｙ３バース）の整備を先行し、

整備推進に必要な財源を確保すること。 

（３）国際海上コンテナ輸送及び緊急物資の輸送に対応した耐震強化岸壁の整備

推進に必要な財源を確保すること。 

（４）耐震強化岸壁と内陸部とを結ぶ緊急輸送道路と位置付ける臨港道路南北線

の早期事業化を図ること。 

 

中央防波堤外側埋立地に、震災時においても、首都圏の物流機能

を確保するための耐震強化岸壁を備えたコンテナふ頭の整備推進を

図ること。また、被災者の避難や緊急物資の輸送に資する耐震強化

岸壁整備に必要な財源の確保を講じること。 
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４８ 非常災害時における港湾機能の維持に向けた

対応 

 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

非常災害時における港湾機能の維持に資するよう、国は「緊急確保航路の指定」

及び「港湾施設の適切な維持管理の推進」に取り組むこととしている。 

「緊急確保航路の指定」については、指定時期、対象港湾等の指定箇所及び指

定範囲の考え方が明らかにされていない。指定に当たっては、港湾運営や将来の

港湾計画に支障が生じる可能性がある。 

また、「港湾施設の適切な維持管理の推進」については、技術基準対象施設の

定期点検等を義務付けているが、具体的な方法が明らかにされていない。 

特定技術基準対象施設については、指定基準や技術基準の適用年次（現行又は

建設当時）の内容が明らかにされていない。また、特定技術基準対象施設のうち

民有港湾施設（以下「同施設」という。）に対し、港湾管理者が技術基準適合状

況の把握や立入検査、勧告を行うなど、港湾管理者に新たな業務が生じる。さら

に、勧告された同施設の管理者は、必要な措置をとるための費用の負担等が生じ

る。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）緊急確保航路の指定に当たっては、港湾運営や将来の港湾計画に支障が生

じないよう、港湾管理者と十分な協議、調整を図ること。 

（２）技術基準対象施設の維持に当たり、定期点検等を義務付けているが、具体

的な方法について、現場を知る港湾管理者と十分な協議、調整を図ること。 

（３）特定技術基準対象施設の指定に当たり、各港湾の状況を踏まえ、実効性の

ある指定基準等とすること。 

（４）特定技術基準対象施設のうち民有港湾施設（以下「同施設」という。）に

対し、港湾管理者が技術基準適合状況の把握や立入検査、勧告を行うなど、

港湾管理者に新たな業務が生じるため、補助制度等の財政措置を、国が行う

こと。さらに、勧告された同施設の管理者が、円滑な施設整備等が可能にな

るよう、補助制度等の財政措置を、国が行うこと。 

「港湾法の一部を改正する法律」の施行に当たり、港湾管理者と十

分な協議、調整を図るとともに、必要な経費の財政措置を行うこと。
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４９ 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、島と本土を結ぶ上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、防災や地域のにぎ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、

定期船はいまだ欠航することが多く、交通アクセスの利便性はなお低い水準にあ

る。 

また、東日本大震災を契機として、津波や火山の噴火などの災害に対する島民

の不安が広がっているが、噴火等の際の島外への確実な避難や救援活動の拠点と

なりうる港湾・漁港の確保、津波による浸水被害の軽減や津波避難施設の確保な

ど、多くの課題も残されている。 

さらに、島しょを訪れる観光客は減少してきており、島が自立的な発展を遂げ

ていくためには、島の玄関口となる「みなと」を観光やにぎわいづくりの拠点と

して再生し、島全体の活性化につなげていく、みなとまちづくりを進めていくこ

とが必要である。 

これらの課題に対応していくためには、これまでにも増して島しょの港湾・漁

港・海岸の整備を積極的に進めていくことが必要であるが、整備に当たっては、

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

家的にも重要な役割を担っていることから、国費を重点的に投入すべきものであ

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、必要な財源を確保するこ

と。 

（２）社会資本整備総合交付金により整備中の施設は、いまだ就航率の低い港の

岸壁など、生活に密接に関連するものが多く、地元の要望も大きい。このた

め、同交付金による継続中の事業が中断されることなく確実に実施できるよ

う、必要な財源を十分確保すること。 

（３）南海トラフ等による巨大地震発生時には、伊豆諸島の各港に短時間で大規

模な津波の来襲が想定されており、海岸保全施設の整備に加え、港湾施設利

用者等が迅速に津波から避難できる津波避難施設の整備が急務となってい

る。このため、これらの施設整備に必要な防災・安全交付金を重点的に配分

すること。 

島民の生活や産業を支えるとともに、火山の噴火や津波などの災

害への対応力の強化に資する、島しょの港湾・漁港・海岸整備を促

進すること。 
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５０ 東京港の新海面処分場の財源確保 

 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

都は、廃棄物等を適正に最終処分し、快適な都民生活や都市の活力を維持して

いくため、東京港内に新海面処分場を整備している。 

新海面処分場の廃棄物埋立護岸は、Aから Gの７ブロックに分割し、廃棄物等

の埋立処分計画等を基に段階的に整備を進めることとしている。護岸整備のほか、

新海面処分場をできるだけ長期間使用するため、廃棄物等の減量・資源化はもと

より、海底地盤を掘り下げる深掘や埋立地盤と海底地盤の沈下を促進させること

で、処分場の容量を増大させる延命化対策も推進している。 

平成２１年度からＤブロックの護岸整備を進めており、平成２６年度以降もＤ

ブロックの整備を計画的かつ着実に進める必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 廃棄物等の適正な最終処分を行うため、新海面処分場の護岸整備及び延命化対

策に必要な財源を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京港の新海面処分場整備の財源を確保すること。 
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参  考 

 

 

・ Ｄブロック護岸全体事業費：約 675億円 

・ Ｄブロック護岸延長：2.3km 

【東護岸（外周護岸）：0.5 km、西・南護岸（内護岸）：1.8 km】 

・ Ｄブロック護岸の着工年度：平成 21年度 

 

   

 

 

 

・ 深堀と沈下促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・深掘と沈下促進 

新海面処分場

中央防波堤外側（その２） 

中央防波堤 

A ﾌﾞﾛｯｸ

G ﾌﾞﾛｯｸ 
B ﾌﾞﾛｯｸ

C ﾌﾞﾛｯｸ

D ﾌﾞﾛｯｸ

F ﾌﾞﾛｯｸ E ﾌﾞﾛｯｸ 
N 

外側（その１） 





６　 環境・エネルギー
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６
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１ 新電力の育成等に向けた電力システム改革の推進 

（提案要求先 内閣府・総務省・経済産業省・環境省） 

（都所管局 環境局） 

１ 低炭素かつ安価で安定的な供給に向けた抜本的

な電力改革の推進 

（１）東日本大震災以降取組が拡大した省エネルギー化や再生可能

エネルギー導入の加速を前提とし、エネルギーの安定供給やコ

スト抑制と地球温暖化対策の推進に配慮した、エネルギー戦略

を早急に策定すること。 

（２）抜本的な制度改革に向けて、発送電分離や小売の全面自由化

など電力システム改革を早急に具体化し、着実に実施すること。

（３）電気事業に真の競争原理を導入するために、法制度の整備に

とどまらず、参入障壁の解消を図り、新電力と地域を越えた電

力供給（域外供給）を合わせ、シェア３０％程度を目指した政

策展開を行うこと。 

卸電力取引所の活性化・安定化に積極的に取り組みつつ、卸

電力市場が機能するまでの当面の措置として、常時バックアッ

プ・複数契約（部分供給）を進めること。公営水力の新電力へ

の売電、域外供給の推進、インバランス料金の更なる見直しに

取り組むこと。老朽化した火力発電所は、敷地や発電設備の売

却も含めて検討し、リプレースの早期実現を図り、新電力の育

成につなげること。 

（４）発電所など社会資本の更新に当たり、国として新しい資金調

達の仕組みである官民連携インフラファンドの活用を図るこ

と。 

（５）国は、東京電力の経営の合理化や透明性の向上が図られるよ

う厳しく監督すること。 

（６）電力安定供給に向け、当面火力発電所の役割が高まるが、地

球温暖化防止の観点からＣＯ２排出を最小とするよう、より低

炭素な電源の確保や運転を行うこと。 

（７）国としても燃料調達への関与をより一層強め、天然ガスの価

格引下げに向けて戦略的な取組を強化し、その実現を確実に図

ること。 
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＜現状・課題＞ 

今後のエネルギー政策は、将来世代のエネルギー選択や負担を規定することと

なる非常に重要なものであるため、日本と地球の未来を見据えた国の責任ある対

応が必要である。 

東日本大震災によって、これまでの地域独占的な日本の電力システムの弱点が

露呈した。現行の電力供給体制の弱点を克服するための最優先の課題は、規制改

革により、電力市場に多様な事業者の参入を促し、競争を通じて供給力を高める

ことである。その担い手として期待される新電力は、自由化部門における販売電

力量では本年７月においても４．４％程度のシェアを占めるにすぎない。また、

我が国の電気料金は、国際的に割高な上、更に料金値上げや供給不安が重なると、

産業や雇用の空洞化につながる懸念がある。 

 都では、電力の安定供給のみならず、新電力育成にも貢献するため、新たな取

組として官民連携インフラファンドの創設や複数契約の推進などの取組を進めて

いる。 

 国では、本年４月に「電力システムに関する改革方針」が閣議決定され、「広

域系統運用機関（仮称）」の設立や小売全面自由化などが実施される見通しとな

った。その第１段階となる電気事業法の一部を改正する法律は先般の通常国会で

廃案となったが、早期の法案成立を目指すべきである。今後、電力システム改革

の具体化に当たっては、実質的な参入障壁の解消を図ることで、電気事業に競争

原理を導入し、多様な事業者の参入促進により、電力供給の安定と消費者の選択

肢を増やすとともに、低炭素なエネルギーの選択を促す取組を進め、電気を安心

して使用できる環境を構築する電力制度改革を断行するべきである。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）エネルギー戦略の早急な構築 

国としてのエネルギー政策は、国家の存立に直結することから、東日本大

震災以降取組が拡大した省エネルギー化や再生可能エネルギー導入の加速を

前提とし、エネルギーの安定供給やコスト抑制と地球温暖化対策の推進に配

慮したエネルギー戦略の構築を早急に行うこと。 

（２）電力システム改革の早急な具体化と着実な実施 

先般の通常国会で廃案となった電気事業法の一部を改正する法律案を早期

に成立させるとともに、抜本的な制度改革に向けて、発送電分離や小売の全

面自由化など電力システム改革を早急に具体化し、着実に実施すること。 

（８）地域間を越えた機動的な電力の全国融通を促進するなど九電

力会社間の系統を包括的に運用するとともに、地域間連系線の

増強や周波数変換装置の増設を着実に実施すること。 

（９）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、過大な需要見通しを前提としないよう留意し、適切な電

力需給想定を設定すること。また、自治体が電力対策を行うた

めに必要な情報を電力会社から自治体に提供する仕組みを構築

すること。 
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（３）電力システム改革による電力市場への多様な事業者の参入促進 

法制度の整備にとどまらず、新電力等の育成に資する具体的な取組を進め、

新電力と地域を越えた電力供給（域外供給）を合わせ、シェア３０％程度を

目指した政策展開を行うこと。 

そのためには、一般電気事業者の電源投入を拡大するなど卸電力取引所の

活性化・安定化に積極的に取り組みつつ、卸電力市場が機能するまでの当面

の措置として常時バックアップや複数契約（部分供給）を進めること。引き

続きインバランス料金の更なる見直しを進めていくこと。 

公営水力発電は、全国で２４０万ｋＷあり、新電力における供給力の３０

％にも相当する貴重なベース電源となり得る。公営水力発電から新電力への

売電が速やかに実現する環境を整備すること。 

現在、域外供給は、法令上可能であるが、実例は極めて少ない。一般電気

事業者間による地域独占体制を打破するため、域外供給に積極的に取り組め

る環境を創り、電力会社間での競争を促進すること。 

東京電力の火力発電所の約４割が運転開始から３５年を経過しており、故

障による運転停止のリスクがある。それを払拭するとともに、新電力の育成

を目指す重要な取組として、また、発電における高効率化・低炭素化を進め

るため、発電所の売却も含め、他の事業者を活用した老朽化した火力発電所

の天然ガスコンバインドサイクルへのリプレースを促すこと。 

（４）国における官民連携インフラファンドの活用 

国の官民連携インフラファンド（㈱民間資金等活用事業推進機構）により、

早期に社会資本整備における長期的かつ安定的な資金の供給を行うこと。ま

た、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（Ｐ

ＦＩ法）」を弾力的に運用し、老朽化した火力発電所のリプレースにも活用

すること。 

（５）東京電力改革の徹底監督 

   東京電力の徹底した経営の合理化が進むよう、国は東京電力の経営を厳し

く監督すること。また、発電所のリプレースに際し、その実現可能性などを

外部の第三者が検証できるよう発電所の個別収支等について、適切に情報公

開を行わせ、経営の透明性を向上させること。 

（６）低炭素な電源確保の推進 

国は、今後石炭火力発電をベース電源としていく方針を掲げている。しか

し、最新技術を活用した高効率な石炭火力であっても、天然ガス発電と比較

するとＣＯ２排出量は２倍を超える。加えて、一旦石炭火力発電所が建設さ

れると約４０年間は稼動することとなり、その間大量のＣＯ２が排出される。

このため、電力安定供給に向け、当面火力発電所の役割が高まるが、石炭火

力発電所をベース電源としていくことは地球温暖化対策の観点から極めて問

題があり、ＣＯ２排出を最小とするよう、より低炭素な電源の確保や運転を

行うこと。 

さらに、現行の燃料コストのみに左右されず、長期的な燃料価格の動向、

ＣＯ２対策費等総合的な観点から電源構成について検討すべきである。 

（７）安価な燃料調達に向けた戦略的取組の一層の強化 

   エネルギーコストの抑制は企業の競争力を維持するために不可欠であり、
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国としても燃料調達への関与をより一層強め、天然ガスの価格引下げに向け

て戦略的な取組を強化し、その実現を確実に図ること。 

（８）電力供給の広域連携・融通体制の強化 

   地域間を越えた機動的な電力の全国融通を促進するなど九電力会社間の系

統の包括的な運用、地域間連系線の増強や周波数変換装置の増設に向け、「広

域系統運用機関（仮称）」の内容を早期に具体化し、着実に実施すること。 

（９）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 

   電力需給想定を行うに当たっては、具体的かつ詳細な情報公開が必要であ

る。なお、全国の９つの電力会社エリアで、同日同時間に、最大需要が発生

するという需要想定は現実的ではない。また、東日本大震災以降、取組が確

実に進んだ事業所や家庭における「賢い節電・省エネ対策」の実績や広域融

通の観点等も見据え、実態に即した需要想定とすること。 

   なお、国や電力会社は、自治体や企業に節電・省エネの取組協力を求めて

いるが、自治体では域内の大口・小口・家庭別の電力需要に関するデータ（ピ

ーク時の電力需要（ｋＷ）や電力消費量（ｋＷｈ）、ロードカーブ等）を有

していない。これらは、対策検討や効果把握の基礎となる最も重要なデータ

であるため、国として、電力会社に対し、自治体への必要かつタイムリーな

提供を強く指導するとともに、自治体に情報提供される仕組みを早急に構築

すること。 
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参  考 

 

（６）低炭素な電源確保の推進 

 

【電力量１kWh あたりの電源別 CO2 排出量】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電力量１kWh あたりの CO2 排出量で見ると、石炭火力は、開発・実証段階の発

電技術である A-USC（先進超々臨界圧）や IGCC（石炭ガス化複合発電）であっ

ても、商用プラントに採用されている LNG 火力複合（1500℃、1600℃）の 2 倍

を超える CO2 を排出する。 

 

【電源別の発電コストの推計】 

 

LNG 価格が現行の 6 割程度になれば、LNG 火力の発電コストは、石炭火力とほぼ

同等になると推計される。 
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9.5～9.7
10.7～11.1

9.4～9.6

14.0～14.6

9.4～9.7

※2012 年 7～9 月平均の全日本通関石炭・LNG 価格及び為替レートを使用

0.864 
0.810 

0.700 0.710 0.695

0.476
0.376 0.362 0.341 0.322

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

石炭火力 
SC 

石炭火力 
USC 

600℃ 

石炭火力

A-USC
 

石炭火力

IGCC
1200℃

石油火力

 
LNG 火力
汽力 

LNG 火力
複合 

LNG 火力 
複合 

1300℃ 

LNG 火力
複合 

1500℃ 

LNG 火力
複合 

1600℃



 

- 197 - 

 

２ 分散型電源の普及拡大とエネルギーマネジメントの推進 

（提案要求先 厚生労働省・経済産業省・国土交通省） 

（都所管局 環境局） 

 
＜現状・課題＞ 
気候変動の危機を回避できるエネルギー社会への転換に向けて、「節電・省エ

ネの徹底」と「低炭素な分散型エネルギーの選択」の需給両面の取組を進めるこ
とが不可欠である。 
供給面の取組では、東日本大震災を背景とした計画停電などの経験を経て、遠

隔地の電力供給のみに頼るのではなく、東京産電力を確保することにより首都東
京の電力安全保障を高めることが極めて重要である。太陽エネルギー等の再生可
能エネルギーやコージェネレーションシステム等の自立・分散型電源の普及拡大
に向けて、抜本的な規制改革を進めていくべきである。 
また、需要面の取組では、東日本大震災以降かつてないほど進んだ省エネ・節

電対策の更なる加速化に加え、デマンドレスポンスなどの取組を進め、ピーク時
間帯の電力需要を抑え、一定の供給力の範囲内で電力を効率的・効果的に使用し
ていくエネルギーマネジメントの推進を行っていく必要がある。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）低炭素にも配慮した自立・分散型電源等の設置促進  
   大規模集中型のエネルギー供給のリスクの低減及び低炭素型まちづくりの

観点から、太陽エネルギー等の再生可能エネルギーや低炭素かつ高効率なコー
ジェネレーションなどの自立・分散型電源等の普及拡大を図り、電力と熱の面
的な有効利用によるエネルギーの地産地消を進めるため、電力及び熱の柔軟な
融通を促進していくとともに補助制度の拡充などの支援策を講じること。 

（１）低炭素かつ高効率なコージェネレーションや再生可能エネル

ギーなどの自立・分散型電源等の普及拡大を図り、電力及び熱

の相互の有効利用を進めること。 

（２）家庭やビル等におけるエネルギーマネジメントを推進するた

め、普及拡大に向けた動きを止めることがないよう、ＨＥＭＳ

及びＢＥＭＳの補助を複数年にわたって行うなど支援策を拡充

すること。 

（３）デマンドレスポンスを普及促進し、電気使用量の抑制や負荷

の平準化を図るため、更に柔軟な時間帯別料金メニューの設定

などを一般電気事業者に求めること。 

（４）災害時を想定した電力供給の法整備を行うこと。また、非常

用発電機で敷地を越えて電力供給する際の要件の緩和を行うこ

と。 

（５）過度な負担がかからない「賢い節電・省エネ」を継続的に推

進するため、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。また、事業所の節電・省

エネの更なる推進に向けて、ピーク対策のみならず、「エネル

ギー使用の合理化」を促す仕組みを強化すること。 
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（２）エネルギーマネジメントの推進 
   ＨＥＭＳ及びＢＥＭＳは、家庭及びビル等で創出したエネルギーを効率良

く利用して、省エネ及び系統への負荷を低減するエネルギーマネジメント機
器であり、スマートエネルギー都市の実現に向け、その普及は、必要不可欠
である。しかしながら、いまだこれらエネルギーマネジメント機器の普及は
十分ではなく、特に既存の建物やテナントビルへの普及が遅れている。この
ため、更なる普及拡大に向けて、複数年にわたって補助事業を行うなど支援
策を拡充すること。 

   また、今年度国が実施しているＨＥＭＳ及びＢＥＭＳ等の補助は、財源が
復興関連予算を充当していたこと等により執行停止となった。しかし、事業
者への影響や省エネ施策の推進等に鑑み、新たな財源措置を講じる等、支援
を継続すること。 

（３）デマンドレスポンスの推進 
   これまで需要の増加に応じ供給力の確保に専ら力点を置いてきた考え方を

改め、需要の効率的な制御により、ピーク対策を促す仕組みを導入していく
ことは極めて重要である。そのため、電気使用量の抑制や負荷の平準化に効
果的なデマンドレスポンスの普及を促すために、更に柔軟な時間帯別料金メ
ニューの設定などを一般電気事業者に求めること。 

（４）非常時の電力供給体制の整備 
災害時を想定した電力供給に関する法整備を行うこと。 
また、現行では非常用発電機で敷地を越えて電力供給する際、非常用発電

機が設置されている敷地の停電が要件となっているが、これに限らず、安全
性の確保が図られる場合等には、要件の緩和を行うこと。 

（５）「賢い節電・省エネ」の更なる継続的な推進に向けた取組の強化 
① 店舗・オフィスなどの照度に関する基準等の見直し 
  （社）日本建築学会等の提言も踏まえ、２０１１年夏の経験を照明のあり
方を見直す機会と捉え、過度に照度に偏重しすぎている現行の照明設計・
基準の考え方から転換し、質の高い照明環境の形成に向けた新たな基準を
設定すること。 

    具体的には、現行の推奨照度を前身である旧照度基準 1979 版の照度範囲
（300～750 ルクス）に戻すこと。また、新基準設定までの間は、既存施設
における運用のための設定照度は、現行基準を下げた、300～500 ルクスで
の対応を推奨すること。なお、新規施設の照明設計対応についても、新基
準設定までの間は、２０１１年夏以前の過度に明るすぎる照明設計になら
ないような対応を行うこと。 

    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。 

② 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。 

③ 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。             

④ 事業所の更なる省エネを促す仕組みの強化 
省エネ法の本来の目的は「エネルギー使用の合理化」である。このたび

の改正で、ピークシフト行動を評価する仕組みが開始されるが、今後は、
エネルギー消費量の削減を更に強化するため、「原単位削減」の観点だけ
ではなく、「エネルギー使用総量の削減」の程度を評価する仕組みの追加
も検討すること。 
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３ 再生可能エネルギーの本格的な普及拡大 

（提案要求先 内閣官房・法務省・経済産業省・環境省） 
（都所管局 環境局・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。 

昨年７月から再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買取制度が施行

され、再生可能エネルギーの本格普及期に入ったが、大幅な普及拡大を図るため

には制度の趣旨を踏まえた運用がなされなければならない。 

にもかかわらず、制度開始以降、連系可能容量の制約などを理由として接続が

拒否される事例や、連系工事費用の内訳が示されないまま負担が求められる事例

が見られることから、適切な運用の実効性を担保する仕組みを早期に構築しなけ

ればならない。 

さらに、風力など地域偏在性の高い大規模な再生可能エネルギー源のポテンシ

ャルを最大限活用することで、全国的な再生可能エネルギーの飛躍的な普及拡大

を図ることが可能となるが、送電系統が電力会社ごとにばらばらに運用されてい

る現状では、実現困難である。 

また、固定価格買取制度施行に伴い、今後再生可能エネルギーによる発電の普

及拡大が期待される一方、再生可能エネルギーによる熱利用は、支援策が不十分

であるため普及が進まず、再生可能エネルギーのポテンシャルが十分活用できる

状況にはない。 
 
＜具体的要求内容＞ 

（１）固定価格買取制度の運用における実効性の担保 

   以下の内容を適切に制度化するとともに、その運用状況を公表し、透明性

を担保すること。 

  ① 適切な調達区分に基づく買取価格の設定及び予見可能性の担保 

    買取価格は、設備認定により得られた最新のコストデータを基に、きめ

細かく見直すこと。特に導入が拡大している太陽光発電については、設備

容量によって設置コストが大きく異なることが新たにデータで示されてお

り、設備容量に応じた新たな調達区分を設定すること。また、買取価格等

を改定する場合は、その周知期間を十分に確保すること。 

 

（１）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た

め、新たな調達区分の設定も含め、固定価格買取制度の運用に

おける実効性を担保するとともに、送電系統の一体運用など再

生可能エネルギー電力の広域的利用拡大を推進すること。 

（２）再生可能エネルギー熱利用促進に必要な実効性の高い全国的

な普及策を早急に構築することで、電気と熱の両面で再生可能

エネルギーのポテンシャルを十分活用するとともに、太陽光発

電の更なる普及拡大や波力発電など海洋エネルギーの開発・利

用に必要な措置を講じること。 
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  ② 送電系統への優先接続の担保 
    送電系統への優先接続及び優先給電を着実に実施するため、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こと。また、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、昨年１
２月に国が定めた「系統情報の公表の考え方」を踏まえ、電力会社が発電

事業者等からの要望に応じて適切に系統情報を提示するよう指導監督を徹
底するとともに、系統接続業務を担うとされている「広域系統運用機関（仮
称）」の独立性・中立性を確立し、優先接続の実効性を担保すること。 

（２）大規模な再生可能エネルギーの広域的利用拡大の推進 
  ① 送電系統の一体運用の着実な実現 
    北海道や東北など、風力などのポテンシャルの高い地方において開発さ

れる発電設備による電力の広域融通を可能とするため、東日本においては
東京電力と東北電力、北海道電力との電力系統を一体のものとして運用す
るなど、現状の送電系統の運用方法の改善を着実に実現すること。 

  ② 大規模再生可能エネルギー発電事業者への債務保証制度の創設 
    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られるよ

うにするため、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。 

③ 風力や地熱発電所設置に係る環境アセスメントの迅速化 

    風力や地熱発電所設置に係るコスト負担を軽減し、事業の予見可能性を
高めるため、国及び地方自治体による並行審査の実施や配慮書手続の合理
化などにより、環境アセスメントに係る手続の迅速化を図ること。 

（３）再生可能エネルギー熱利用促進に必要な実効性の高い全国的な普及策の早
期構築 
都が、先行して２０１１年度より太陽熱市場を再構築するための補助事業

を開始したことも踏まえ、イギリスなど海外の先進事例も参考に、太陽熱や
地中熱などの再生可能エネルギー熱利用を全国的に促進する本格的な支援制
度を早急に創設すること。 

（４）太陽光発電の更なる普及拡大に必要な基盤・制度整備 
  ① 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、配電網における一定の

許容量を超過するため、配電網強化のための追加費用が特定の設置者に原
因者負担として求められる現状を改め、配電網を社会的インフラと位置付
け、特定の設置者に過度に負担を強いることのないようにすること。 

  ② 「屋根貸し」普及のための登記制度の改正（屋根への賃借権の設定） 
    建物所有者が屋根を貸して、発電事業者が太陽光発電を設置する「屋根

貸し」において、発電事業者の円滑な事業実施のため、屋根の賃借権の第

三者への対抗が可能となるよう、登記制度上、屋根に対する賃借権の設定
を可能とすること。 

（５）波力発電など海洋エネルギーの開発・利用に必要な措置 

波力発電など新たな海洋エネルギー技術の活用を国のエネルギー政策とし
て法的に位置付けること。また、海洋エネルギー技術の実証フィールドの整
備を着実に実施するため、昨年、国が自ら示した海洋エネルギー利用促進に

関する取組方針のとおり、海底送電ケーブルなど必要なインフラ整備のため
の支援策を講じること。さらに、既存利用者も含めた海洋における権利の調
整を行うためのガイドライン策定など必要な措置を講じること。  
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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・経済産業省・環境省） 

（都所管局 環境局）    

 

＜現状・課題＞ 

地球温暖化の進行は、気候変動により人類の生存基盤及び社会経済の存立基盤

を揺るがす重大な脅威である。地球温暖化がもたらす脅威に対し、現在及び将来

における国民の生命・身体・財産の安全を確保する必要があるが、ポイント・オ

ブ・ノーリターンが目前にある中、世界レベルの新たな枠組みによるＣＯ２削減

の実行は２０２０年まで待たねばならず、国は京都議定書第二約束期間の削減義

務を放棄するなど、国家レベルの対応は遅々として進んでいない。 

今、国がなすべきなのは、先進国として、自ら率先して高い削減目標を掲げ、

削減の国際的な義務を負い、我が国の優れた環境技術を十二分に活用し、低炭素

社会への転換を先導することである。 

地球温暖化対策の本来の取組である、「更なる節電・省エネの徹底」と「低炭

素な分散型エネルギーの選択」は、現在日本が直面する、電力システムをいかに

安全で持続可能なものにしていくかという問題と、気候変動の危機を回避できる

エネルギー社会への転換という、二つのエネルギー問題への共通の解決策でもあ

る。これらの取組は、ＣＯ２削減を確実に進めるとともに、家庭や事業所のエネ

ルギーコストの低減、新たな省エネ製品や技術開発の促進など、低炭素型のビジ

２ 地球温暖化防止対策の推進 

（１）新たな削減目標の設定においては、２０５０年までに８０％

の温室効果ガスの排出削減を目指すことを踏まえ、国が率先し

て高い長期･中期的な削減目標を掲げ、低炭素社会への転換を先

導する意思を明らかにすること。 

（２）京都議定書第二約束期間の削減義務の枠組みへ復帰し、世界

の主要排出国に対する削減義務受諾への働きかけを強化するこ

と。 

（３）新たな地球温暖化対策計画の策定においては、規制的措置を

含む総合的な施策体系の早期構築を明確化すること。また、Ｃ

Ｏ２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の促進、温暖

化の影響に対する適応策など、実効性ある対策を早急に実施す

ること。 

（４）「地球温暖化対策のための税」については、温暖化対策にお

ける地方の責任と役割を踏まえ、地方への十分な財源配分を行

うこと。 
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ネスモデルを生み出し、日本経済の活力創出にもつながる。長期的・安定的投資

により、低炭素型の持続可能な社会に転換し、次世代に良好な環境を引き継ぐた

めにも、実効性ある対策を早急に講じる必要がある。 

とりわけ、今般の電力問題により火力発電の比率が高まるが、効率が低く、Ｃ

Ｏ２排出係数の高い火力発電所の稼動に伴うＣＯ２の増加は地球環境に悪影響を

及ぼすため、需要家側の省エネ対策の更なる徹底とエネルギー利用のあり方の見

直しを行うとともに、より高効率で低炭素な火力発電の利用促進を図る必要があ

る。このためにも、電力需要家と火力発電を対象とするＣＯ２削減義務と排出量

取引制度の導入は改めて必要かつ重要な施策となっている。 

また、「地球温暖化対策のための税」の導入が昨年１０月から段階的に始まっ

ているが、石炭に対する税額が他の燃料に対して低く、低炭素社会へと導く制度

になっているとはいいがたい。また、税の導入に伴う税収増に関し、国と地方の

財源配分が課題となっている。 

なお都は、「２０２０年までに２０００年比２５％のＣＯ２削減」を目標に、

ＣＯ２削減義務制度（キャップ＆トレード制度）の運用をはじめ、低炭素型都市

づくりを目指す取組を今後も強力に展開していく。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国としての戦略的な温室効果ガス排出削減目標の設定 

   新たな削減目標の設定においては、先進国として、また、京都議定書の第

二約束期間において削減義務は負わず自主的取組を推進するとした国の責任

を果たすためにも、２０５０年までに８０％の温室効果ガスの排出削減を目

指すことを踏まえ、自ら高い長期・中期的な削減目標を掲げることとし、我

が国の優れた環境技術を十二分に活用した低炭素社会への転換を先導する意

思を明らかにすること。 

（２）京都議定書第二約束期間の削減義務の枠組みへの復帰 

   国として地球温暖化対策を後退させることなく一層強化し、京都議定書第

二約束期間における削減義務の枠組みに復帰すること。 

（３）世界の主要排出国に対する削減義務受諾への働きかけの強化 

   自らの強い意思表明と具体的行動を礎に、日本の外交力を発揮し、アメリ

カ・中国・インドなど主要排出国に対して、削減義務を負うことを求めるこ

と。 

（４）低炭素社会実現のための総合的な施策体系の早期構築 

新たな地球温暖化対策計画の策定においては、低炭素社会の実現に向け、

省エネルギー対策の最大限の推進や低炭素な電力エネルギーの利用促進を図

るためにも、電力需要家と火力発電を対象とする国内排出量取引制度等実効

性の高い規制的措置の導入を含む総合的な施策体系の早期構築を明確化する

こと。また、温暖化の影響に対する「適応策」についての計画も検討するこ

と。 

なお、検討に際しては、将来の産業構造の転換も踏まえたものとし、地方

自治体や環境ＮＧＯなども含めた幅広いステークホルダーの意見を聞いて行

うこと。 

（５）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当たっては、以下の点を実現し、実効性の高

い制度とすること。 
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① 原単位規制ではなく、総量削減義務を導入すること。 

② 高効率でかつ低炭素な火力発電所の稼動を推進するため、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。                

（６）中小企業の省エネ対策の促進 

   中小企業等による省エネルギー設備等の導入促進に向け、「グリーン投資

減税」が実施されているが、対象となる設備は、グリーン購入法等の対象設

備よりエネルギー効率が低いため、認定要件を引き上げること。また、利用

者である中小企業等が対象設備を容易に把握できるように、製造業者・型番

等の指定を行うこと。 

（７）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 トップランナー基準を満たした高効率給湯器の普及を飛躍的に促進する

ため、家庭に対する助成制度などにおいて、より一層の財政的措置を講じ

ること。 

（８）「地球温暖化対策のための税」の導入に伴う地方財源の確保等 

   「地球温暖化対策のための税」については、各化石燃料のＣＯ２排出量に

比例した厳格な制度設計とすること。また、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、国と地方で財源を適

切に配分すること。 

（９）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。 

（10）直管型ＬＥＤランプの安全基準の策定 

直管型ＬＥＤランプの既設蛍光灯器具への交換取付けは、事業所において

取り組みやすい省エネ対策として普及しつつある。 

   一方、直管型ＬＥＤランプは、様々なメーカーが製品を提供しており、既

設の蛍光灯器具に合わない直管型ＬＥＤランプを装着して、発火、発煙、過

熱等の事故が発生するケースもある。このため、既設蛍光灯器具へ直管型Ｌ

ＥＤランプを取り付ける際の安全性を確保する基準を設けること。 
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２ 建築物の低炭素化の促進 

（提案要求先 経済産業省・国土交通省・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。 

平成２５年４月１日、「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定

建築物の所有者の判断の基準」が施行（一部）され、１０数年ぶりに、建築物に

係る省エネ基準が改正された。また、これに先立ち、平成２４年１２月４日には

「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行され、判断基準から１０％省エネ

を図った建築物等について、低炭素ビルの認定等を行うなどの制度がスタートし

たが、ＺＥＢ等への取組は緒についたところである。 

ドイツ、英国などのＥＵ諸国、アメリカの諸州、そして韓国でも既に制度化さ

れている、エネルギー性能基準と建築規制との連動については、日本国内ではい

まだ取られていない。 

また、ＥＵでは既に、エネルギーの性能表示を指令し、多くの国が制度義務化

しており、東京都でも省エネルギー性能評価書やマンション環境性能表示を義務

付けているが、国においては、こうした表示に係る施策についても未実施である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング）及びＺＥＨ（ネット

・ゼロ・エネルギー・ハウス）の実現に向け、今後目指していくべき省エネ

基準の目標値（基準一次エネルギー消費量）を示すとともに、より具体的な

（１）ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング）及びＺ

ＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の実現に向け、目

指すべき省エネ基準の数値目標や、より具体的な施策、詳細な

スケジュールを早急に示すこと。 

（２）エネルギー性能を建築物の基本性能に位置付けること。 

（３）新築建築物の省エネ基準を定期的に引き上げるとともに、地

方自治体に基準設定の裁量権を与えること。 

（４）新築建築物への再生可能エネルギー導入義務化を検討すること。

（５）エネルギー性能の表示制度を義務化すること。 

（６）ＺＥＢの実現及びＺＥＨの普及に資する、高性能設備機器等

の導入を促進する支援策を講じること。 

（７）既存建築物の評価指標（ベンチマーク）の開発･運用を通じて、

低炭素な建築不動産の普及促進策を講じること。 
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施策、詳細なスケジュールを早急に示すこと。 

（２）エネルギー性能を建築物の基本性能に位置付けること 

エネルギー性能による基準達成の実効性を担保するため、省エネ法につい

ては、早急に適用義務化の規定を明文化し、基準に満たない施主に対する罰

則の強化を含めて、その適用を厳格化するように法整備を行うべきである。 

（３）新築建築物の省エネルギー基準について 

① 省エネルギー基準を今後も定期的に見直すとともに、引き上げていくこ

と。また、建築物の省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、地方自治体に基準設定の裁量権

を与え、地域毎に省エネルギー基準の上乗せを可能とすること。 

② 複合用途の建築物におけるエネルギー消費量については、建物用途毎の

内訳を明らかにするものとすること。 

  東京をはじめ、大都市では一つの建物に商業用途と住宅用途が存在する

大規模な複合用途の建築物が多く存在する。しかし、省エネルギー計画書

では建物全体のエネルギー消費量しか把握できない様式になっている。こ

ういった建築物に関しては、建物全体のエネルギー消費量のデータだけで

なく、建物用途毎のデータを把握することも省エネを推進するには不可欠

である。 

（４）新築建築物への再生可能エネルギーの導入義務化を検討すること 

   再生可能エネルギーの固定価格買取制度や低炭素建築物の認定制度が開始

されたが、２０３０年度までにＺＥＢやＺＥＨを実現していくためには、断

熱や日射遮蔽性能等の建築設備の省エネの推進に加え、オンサイト（＝需要

側）での、太陽光・太陽熱等の再生可能エネルギーの導入が不可欠である。 

   設備の設置スペースを確保しやすい大規模建築物については、再生可能エ

ネルギーの導入可能性が高いことから、建物の標準仕様として義務化を図る

べきである。また、設置スペースの面で課題のある小規模建築物については、

新築建築物等における導入実績の把握など、将来の義務化に向けた取組を進

めていくべきである。 

（５）エネルギー性能の表示制度を義務化すること 

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全ての建築物については近い将来の

制度化に向け、制度設計を開始するべきである。 

（６）住宅やビルの更なる省エネ化を推進するため、ＺＥＢの実現及びＺＥＨの

普及に資する、高性能設備機器や制御システム等の導入について、支援策を

講じること。 

（７）既存建築物の評価指標（ベンチマーク）の開発･運用を通じて、低炭素な建

築不動産の普及促進策を講じること 

   構造、設備等の環境性能が高く良好なマネジメントがなされている建築物

が高く評価される不動産市場を醸成するため、低炭素な建築不動産をわかり

やすく示す評価指標（ベンチマーク）の開発･運用を推進し、建築物の環境価

値評価に資する情報提供を行っていくこと。 

   また、このベンチマークを活用して、国等の事業所が民間ビル等に入居す

る際の基準とし、国自らも低炭素な建築不動産の普及促進に努めること。 
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３ 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、我が国の総排出量の約２割

を占めており、更にその半分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、この目標値は順次引き上げられてきており、２０１１（平成２３）年には、

目標年度を２０２０（平成３２）年とする乗用車の新たな燃費基準（「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）の「最終取りまとめ」）が公表された。 

都は、この検討段階から国に対し、特に都内全体で排出される自動車からの温

室効果ガス排出量に占める割合の高い乗用車の対策を強化すべく、「欧米で既に

実施されている平均燃費規制の追加導入」などを要求し、反映された点もあるが、

実効性のあるものとするためには更なる改善が必要である。 

また、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。 

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）、

プラグイン・ハイブリッド自動車（ｐＨＶ）、燃料電池自動車（ＦＣＶ）といっ

た次世代自動車の普及に向けて、車両や電源・燃料供給設備の整備に対する支援

策の拡充と関連する規制の緩和のほか、生産から消費に至るまでのＣＯ２削減効

果が優れたバイオマス由来の自動車燃料の普及促進などを行うことにより、自動

車からの温室効果ガスの削減に国が積極的な役割を果たしていく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）車両重量化の抑制や重量がかさむ車の一層の燃費改善を図るため、「最終

取りまとめ」に示された乗用車の各重量区分の燃費目標値をベースに自動車

（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当たっては、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。 

（４）自動車の使用者の温室効果ガス排出量削減に向けた措置も講

じていくこと。 
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メーカー各社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の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、電装品等の影響を含めて燃費を向上させる評価制度とすること。 

（３）電気自動車、プラグイン・ハイブリッド車、燃料電池自動車などの次世代

自動車をはじめとする低公害かつ低燃費な車への代替促進及び電源・燃料供

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。 

   特に、燃料電池自動車用の水素供給施設整備について、安全性への配慮を

欠くことなく、大都市固有の立地条件や、より多くの事業者の参入を図れる

ことなどを踏まえた、規制緩和を進めていくこと。 

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、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。 

（７）貨物自動車運送事業者の温室効果ガス排出量削減に向けた取組について、

運転手のエコドライブの意識付けの徹底を図れることなど、貨物自動車運送

事業者の実態を踏まえた総合的かつ実効力のある評価制度の構築に向けた取

組を進めるために必要な措置を講じること。 

   また、評価された貨物自動車運送事業者が荷主に積極的に発注される仕組

みを構築すること。 

 



 

- 208 - 

 

４ 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拡充 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 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などが不可欠である。下水道事業

においても、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、地球温暖化防止対策への取組を一層強化していく

必要がある。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１） 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、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、

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。 

（２）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。 

（３） 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、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、開発・導入の積極的な推進を支援すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道事業において、再生可能エネルギーを活用すること等の温

室効果ガス削減による地球環境への負荷低減や、省エネルギー化に

資する計画的な取組に対し、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。 
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参  考 

 

（１）～（３）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拡充 

【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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１ ヒートアイランド対策の推進 
（提案要求先 環境省） 
（都 所 管 局 環境局） 

 
＜現状・課題＞ 

東京都においては、緑の分布などの被覆状態や排熱量が地域によって異なるこ

とから、都内全域で画一的な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。 
 
＜具体的要求内容＞ 

 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 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、羽田空港の本格的な国際化やリニア中央新幹線の始発駅となるこ

と、特定都市再生緊急整備地域に指定されたことなどの動向を踏まえ、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。 

３ ヒートアイランド対策の推進 

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。 

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 

 

○ 品川駅・田町駅周辺地域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 
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（提案要求先 総務省・財務省・文部科学省・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、平成２５年度税制改正

において、相続税の基礎控除額の引下げ、税率の引上げが行われたことから、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措置を講じる

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１，５０

０万円（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、下記の措置を講じること。 

① 市民緑地制度については、契約期間２０年未満であっても税の優遇措置

を受けられるよう、契約期間に応じた段階的な相続税評価額の控除を行う

など、現在の制度を拡充すること。 

② 特別緑地保全地区制度については、現行の相続税の８割評価減の優遇税

制について、更なる拡充を図ること。 

（４）都市の緑地を保全していくためには、土地所有者の理解と協力が不可欠で

あることから、地方自治体が条例等に基づく独自の制度として契約・協定な

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

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。 

豊かで潤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の際の緑化の義務付け、公立小中学校

等の校庭の芝生化などの取組を進め、緑の保全と創出に努めてきた。 
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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）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

による取組が重要であることから、国においても、国立大学法人附属小中学

校の校庭の芝生化の推進など、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。さらに、都市の魅力を高めるため、文化財庭園等

の観光・文化の拠点となる都市公園の整備が必要である。 

 

＜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）世界からの来訪者の「おもてなし」の場となる庭園や動物園を含む都市公

園の改修に十分な交付金を確保するとともに、補助対象施設の拡充を行うこ

と。 

（３）公園整備の用地取得に係る国費率を３分の１から２分の１に引き上げるこ

と。 

（４）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ともに、

制度の拡充を図ること。 
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国費対象事業,
14,692

単独事業,
8,033

用地会計返還
金等, 7,089

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24年4月現在）

公園整備済面積 

（平成25年4月現在） 

規模 規模 

（ha） （ha） 

都市公園 都立公園 4,100 1,980 

その他公園 6,700 3,741 

都市公園以外の公園 － 1,921 

計 10,800 7,642 

一人当たりの公園面積 

※全国平均 9.9㎡/人 
8.2(㎡/人) 5.8(㎡/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23年12月改

定）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２５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 

参 

考 

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

（29,813百万円）に占める  

 国費対象事業費の割合は 

約４９％（14,692百万円）

○ このうち、交付金は 5,283

百万円で、都立公園整備事業

全体に占める割合は 

約１８％ 

○ 国費率は施設1/2、 

用地1/3 

都立公園整備事業 

全体計 29,813百万円 

（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、一人当たり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、一人当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、避難場所である防災公園の整備・

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３分の１から２分の１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

確実に配分するとともに、用地取得に係る国費率を引き上げること。
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参  考 

（１）防災公園の整備促進 

  【避難場所に指定された都立公園で有効面積が 2 ㎡/人未満の公園(H25.6)】 

 
【東京都の防災公園整備】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 

参 

考 

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 
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６ 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・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。 

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、以下のとおり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 引き続き国有地として保有する場合は、都市における良好な緑地の確保

の観点から、既存樹林の保全あるいは新たな緑地の創出に配慮すること。 

  ② 国有地として保有せず、民間事業者等に貸付又は売却などを行う場合は、

既存樹林の保全あるいは新たな緑地の創出に関する条件付けを検討するな

ど、都市における良好な緑地の確保に努めること。 

 

（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、一人当たり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０．８９㎡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２２万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、当該庭園のほか、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
宿舎（最高裁判所）を除く各施設については、「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

示されたが、平成21年11月の事業仕分けにより宿舎については凍結となった。その後「国家公務員宿舎

の削減計画」（H23.12.1）/「「国家公務員宿舎の削減計画」に基づくコスト比較等による個別検討結

果及び宿舎使用料の見直しについて（H24.11.26）」により峰友寮、小山台住宅については廃止するこ

とが示されているが、具体的な時期が示されていない。湯島地方合同庁舎については、廃止・移転につ

いては示されているが、具体的な時期が示されていない。 

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） 

　≪法令上の優遇措置≫

　≪運用≫

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)

以下のものについては、優遇措置を適用せず、全面積を時価売
払いするものとする

・物納財産
・独立行政法人通則法の規定に基づき国に現物納付された財産
・国が移転経費を要した財産

国有財産法 第22条
地方公共団体が緑地・公園の用に供する場合　無償で貸し付け
ることができる
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（提案要求先 文部科学省・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当たっては、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。特に、緊急の課題である兄島のグリーンアノール対策について

は、機動的な緊急対策を進めるとともに、根絶に向けて十分な財政措置を講

じ、的確な取組を行うこと。   

（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に地元関係機関と連携した推進体

制の確立を図るとともに、その拠点となる希少種の保護増殖や新たな外来種

の侵入拡散を防止する施設などを含んだ自然遺産センター整備に地元及び関

係団体の意向を反映しながら取り組むこと。 

７ 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 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、従来の排気ガス低公害化技術に加え、

尿素を使用して窒素酸化物（ＮＯｘ）を分解する技術を採用するなどして、ＮＯ

ｘや粒子状物質（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」を策定して自動車

メーカー各社が自主的な改善に努めていくこととなったほか、国でも「オフサイ

クルにおける排出ガス低減対策検討会」を設置して対策が検討され、その方向性

がまとまったところである。 

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、我が国では罰

則規定が設けられておらず、今回のように、排出ガス規制の主旨から外れたもの

を完全に抑止できるものとなっていない。 

さらに、排出ガス低減性能に加え高い燃費性能を持った自動車として、例えば

クリーンディーゼル乗用車などの比較的軽量の自動車が相次いで市場投入される

見込みであるが、我が国の規定では車両総重量３．５トン以上の自動車のみが対

象となっており、無効化機能が付加された乗用車が市場に再度登場する懸念は解

消されていない。 

８ 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化 

（１）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仕組みを構築す

ること。 

（２）かかる仕組みについては、重量車だけでなく乗用車のような

軽量の自動車も含む全ての自動車に対して有効な仕組みとする

こと。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）国は、自動車からの大気中への排出ガスについて、基準値及び規定の有無

にかかわらず、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

査及び監視するとともに、必要に応じて基準値や測定法の新設などを行い、

自動車メーカーへの指導を行う仕組みを構築すること。 

（２）排出ガス低減性能の無効化機能については、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。 

   また、今後の制度化に当たっては、大気汚染並びに国民の健康被害の未然

防止の観点から、自動車の燃料や重量によらず、全ての自動車を対象とした

制度としていくこと。 
 

２ 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。 

さらに、自動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）が、都道府県内に

おける道路構造や交通量、沿道状況の類型化を行った上で、代表性を有する地点

に設置されていることを鑑み、大気環境の改善については、当該自排局周辺に効

果のある対策だけでなく、三環状道路や多摩地域の南北幹線道路などの道路ネッ

トワークの整備とともに、大気汚染が問題となっている地域を避けた交通を誘導

する取組や流入車対策など、自排局が設置されている交差点と類似の交差点及び

その周辺にも効果のある対策も合わせて実施していくべきである。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）窒素酸化物（ＮＯｘ）や浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）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、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。 

（３）自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の更なる改正により、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より実効性かつ

即効性ある措置にすること。 

（４）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」。）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。 

（１）局地汚染対策の着実な推進と充実を図ること。 

（２）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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３ 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。 

 しかしながら、いまだ、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）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に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。 

 

４ 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・知事本局） 

 

＜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

施しているが、この制度は、和解条項に基づき創設後５年を経過した時点で検証

の上、見直しを実施することとなっている。 

 現在、見直しに向けた検証を実施しているが、そもそも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、責任を持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、都としては医療費助成を全年齢

に拡大して実施しているが、国の責任として、大気汚染による健康被害者に対す

る総合的な救済策を検討し、早急に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。 



 

- 225 - 

 

９ 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。 



 

- 226 - 

 

参  考 

 

（１）沿道環境対策事業 

平成２５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 11,183 281 (155) 

 低騒音舗装 7,300 40 ( 23) 

 遮熱性舗装・保水性舗装 3,607 119 ( 65) 

 防音工事助成 76 0 (  0) 

 緩衝建築物一部負担 200 122 ( 67) 

 

区       分 事業費 国、首都高速㈱の負担金額

 局地汚染対策 41          10 

  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。 



 

 

 

（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ＰＭ2.5やＯｘの濃度改善がある。 

ＰＭ2.5の都内の濃度は、これまでの対策により大幅に低減してきているが、な

お環境基準と比較して高い状況にあり、Ｏｘのそれは、全国的に環境基準を超過

した状況が続いている。 

ＰＭ2.5やＯｘ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、これまでの揮発性

有機化合物（ＶＯＣ）対策の効果検証を踏まえながら、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、引

き続き詳細な解明を行い、これまでのＶＯＣ対策の効果検証を踏まえながら、

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、誤解を招くことのないよう、健康影響などに関する正確な情報やデータ

を適切に提供すること。 

（２）ＶＯＣは、ＰＭ2.5とＯｘを生成する主要な原因物質のひとつであることか

ら、その排出削減に向けた対策等を引き続き強力に推進すること。 

① 平成１８年４月より進めてきた大気汚染防止法に基づく排出規制と事業

者による自主的取組を併せたＶＯＣ排出削減対策について、これまでの対

策の効果検証を詳細に行い、事業者の取組の効果を定量的に把握できるよ

うにすること。 

  ② 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。 

③ 自主的取組を実効性あるものとするため、小型・低コストの処理装置や

１０ 微小粒子状物質（ＰＭ2.5）・光化学オキシダン

ト（Ｏx）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（Ｏ

ｘ）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。 

ikeda
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排出量の管理が容易にできる測定機器、及び代替品となる低ＶＯＣ資材の

開発・普及を促進すること。 

④ ＶＯＣ排出事業者へ製品製造を発注している事業者に対し、ＶＯＣ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。また、公共調達においても、グリーン購入法による低ＶＯＣ塗装

製品の対象品目の拡大、及び印刷のＶＯＣ対策の配慮事項の拡大を図るこ

と。 

⑤ 低ＶＯＣ塗装工事の更なる普及に向け、研究体制の充実や民間等の先行

事例の検証により知見を収集し、国が行う公共工事について、建築工事に

おける水性塗料の適用部位の拡大、及び橋梁等、鋼構造物における低溶剤、

無溶剤及び水性塗料の採用を促すよう標準仕様の改定を図ること。また、

グリーン購入法における公共工事の項目について、低ＶＯＣ塗料に関する

内容の充実を図ること。 

⑥ 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。 

⑦ 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。 

（３）Ｏｘの濃度は、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、夏季に都市部で上昇する可能性がある。そのため、い

わゆる「ポスト新長期規制」等による自動車排出ガス中の窒素酸化物の規制

強化を踏まえ、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ＰＭ2.5の凝縮性粒子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既に選定している。 

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。 

１１ 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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（４）有害物質を取り扱う操業中事業者に対しては、施設の廃止時に必要となる

土壌汚染調査や対策について、制度の周知徹底を図るとともに、施設の廃止

時に備えた取組を含めた啓発を行うこと。 

また、操業中でも実施できる浄化技術の開発を進めるとともに、対策の実

施に必要な資金の助成制度等の促進策を設け、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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（提案要求先 経済産業省・環境省） 

（都所管局 環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

（１）今年１０月に「水銀に関する水俣条約」が採択されたが、条約の発効（平

成２８年度以降予定）を待つことなく早急に、水銀含有廃棄物の適正処理や

回収された水銀の国内での安全な保管などが必要になる。 

   さらに、廃棄物処理施設から大気への水銀の排出についても規制されるこ

とになるが、現行は測定が義務付けられておらず、全体での状況把握が困難

である。 

（２）ＰＣＢ廃棄物の処理について、 

  ① 高濃度ＰＣＢ処理については、保管している中小事業者に対する処理費

用の軽減制度があるが、対象者が限定的であり、処理が進まない原因の一

つとなっている。 

  ② 国の「ＰＣＢ廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」において、各事

業所の得意能力を活用し、機器を事業所間で移動する処理推進策が示され

たが、ＪＥＳＣＯ東京事業所等では処理ができない安定器やＰＣＢ汚染物

（汚泥、がれき類、ウェス等）については、処理体制が確保されていない。 

③ 低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理については、無害化処理認定施設が不足して

おり、トランス等の筐体を処理できる施設も少ない。 

④ 高濃度及び低濃度ＰＣＢ含有機器を使用している事業者に対し、国から

の適正処理に関する周知が不十分なため、国が定める期限までにＰＣＢ廃

棄物の処理の完了が厳しい状況が予想される。 

⑤ 使用中の低濃度ＰＣＢ汚染トランス類について、現在、無害化処理の方

策が検討されているが、いまだ実用化に至っていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）今年１０月には「水銀に関する水俣条約」が採択されたことから、回収の

仕組みを徹底するため、 

  ① 医療機関等からの水銀血圧計及び水銀体温計等廃棄物は特別管理産業廃

棄物に指定し、より厳しい規制により、適正処理を徹底すること。 

  ② 家庭から排出される蛍光ランプは、区市町村による分別回収の仕組みの

普及促進を図ること。 

 

１２ 廃棄物・リサイクル対策の拡充 

（１）水銀の環境への排出を抑制するとともに、水銀含有廃棄物の

回収及び適正処理を徹底すること。 

（２）ＰＣＢ廃棄物処理の促進を図ること。 
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  ③ 補聴器等で使用するボタン電池は既存のメーカーや販売店での回収につ

いて対象店舗数を増やすなど普及促進を図ること。 

    また、水銀を長期的かつ安全に管理する方法について、コスト、技術の

成熟度及び管理の安全性等の観点から、早期に最適な方法を確立し、国の

責任において、適正な保管体制を構築すること。 

    さらに、大気への水銀の排出状況を把握するため、廃棄物焼却施設から

の水銀の排出測定を義務付けること。 

（２）ＰＣＢ廃棄物の処理を促進するため、 

  ① 高濃度ＰＣＢ処理については、マンション管理組合及び保管事業者の倒

産・廃業や不法投棄により本来の処理義務者に代わり処理する者などを軽

減制度の対象とするほか、処理困窮者への軽減率拡大など、ＰＣＢ廃棄物

処理基金制度の弾力的な運用を図ること。 

  ② 処理が困難な高濃度ＰＣＢ廃棄物について、早急に処理体制を整備する

こと。ＪＥＳＣＯの各事業所の得意能力を活用した処理の推進について、

各事業所の処理期間の均衡化、負担の公平化を図るとともに、関係自治体

との調整は国の責任で行うこと。また、処理期間が最小になるよう検討す

ること。なお、安定器については、今後の処理量増加に伴い、処理単価の

見直しを図ること。 

③ 低濃度ＰＣＢ廃棄物については、トランス等の筐体処理も含め、無害化

処理認定施設の整備を促進すること。 

④ 国が把握しているＰＣＢ電気工作物データを活用し、使用中の事業者に

対して、国が定める期限までに適正処理を行うように周知を図ること。 

⑤ 使用中の低濃度ＰＣＢ汚染トランス類の無害化処理の方策については、

国の支援により実用化を図ること。 
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１３ 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、木材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。 

このままでは、花粉飛散量の増加による花粉症患者の増加、森林の循環が維持

されないことによる林業・木材産業の一層の衰退、それに伴う森林整備の停滞な

どが懸念される。 

 

＜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、「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、

民間利用の一層の促進や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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参  考 
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【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％ 

図　都内の飛散花粉数の経年変化
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１４ 東京湾の水質改善対策の促進 
 

（提案要求先 国土交通省・環境省・農林水産省） 
（都所管局 知事本局・都市整備局・環境局・建設局・港湾局・下水道局） 

 
＜現状・課題＞ 
 東京湾の水質については、有機汚濁の代表的な水質指標であるＣＯＤ（化学的

酸素要求量）がこの２０年間で大幅には改善されておらず、窒素、りん等の流入

による東京湾の富栄養化に伴う赤潮や青潮の発生、雨天時における糞便性大腸菌

群の増加などの課題が依然として存在する。 
 現在、「東京湾再生のための行動計画（第二期）（平成２５年５月３１日 東京

湾再生推進会議策定）」に基づき、東京湾再生に向けた取組が進められており、関

係する他の自治体とともに広域的な取組を進めることが重要となっている。 
２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、お台場地区にお

いて、トライアスロン競技等の開催が予定されている。このことを踏まえ、東京

湾の水質改善に向けた各種の対策を一層加速していく必要がある。 
 
＜具体的要求内容＞ 
 東京湾の水質改善に向け、関係自治体が取り組む以下の施策に対し、必要な財

政措置を講じるなど、国が中心となって広域的な視点からその実施を推進するこ

と。 
 
○下水道 
未普及地域における普及促進、合流式下水道の改善、高度処理の導入促進等 

 
○浄化槽 
合併処理浄化槽への転換の促進、高度処理型浄化槽の整備促進等 
 

○雨水流出抑制 
貯留・浸透施設の設置等 

 
○農業集落排水施設 
未整備地域の整備促進、老朽化施設の更新整備、高度処理の導入促進等 

 
○河川・港湾 
河川や運河での汚泥しゅんせつ等の有機汚濁対策、湿地や河口並びに港湾にお

ける干潟整備等の自然再生 

東京湾の水質改善に資する施策に対し必要な財政措置を講じるな

ど、国が中心となって広域的な視点からその実施を推進すること。





７　 福祉・保健・医療

237

７
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１ 子ども・子育て支援新制度における施策の充実 

（提案要求先 内閣府・厚生労働省） 

(都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 幼児期の学校教育・保育、地域の子供・子育て支援を総合的に推進するため、

子供・子育て支援の新たな制度が、平成２７年度から本格施行される予定となっ

ている。 

 現在、国の子ども・子育て会議において、認可・運営基準、給付額等の検討が

進められているが、本格施行までの期間は残り１年半を切っている。 

 新制度は、実施主体である区市町村の施策に多大な影響を与えることから、地

方自治体の意見を踏まえた制度設計を進める必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 新制度における施設・事業の認可・運営基準、施設型給付・地域型保育給付の

額、保育の必要性の認定基準、地域子ども・子育て支援事業の基準など、制度の

詳細について地域の実情を踏まえたものとなるよう、地方自治体の意見を聞きな

がら早急に検討を進め、その骨格を速やかに示すこと。 

 

（２）子供・子育て支援のための財源を十分に確保すること。 

 

＜現状・課題＞ 

 新制度は、社会保障・税一体改革の一つとして、消費税増税後本格実施される

予定である。新制度による子供・子育て支援の質・量の充実には、１兆円程度の

財源が必要と見込まれているが、消費税増税分以外の財源については示されてい

ない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 子供・子育て支援施策の強化・推進を図るため、恒久的、安定的財源を十分に

確保すること。 

 特に、喫緊の課題である保育所待機児童対策が促進されるよう、保育所等の施

設整備や保育人材確保・育成策について、財源を優先的・重点的に配分すること。 

 

１ 少子社会対策の推進 

（１）子ども・子育て支援新制度の詳細について、地方の意見を聞

きながら早期に検討し、認可基準・給付水準などの骨格を速や

かに示すこと。 
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（３）待機児童を早期に解消し、多様化する保育ニーズに柔軟に対

応できるよう、子ども・子育て支援新制度において、地方自治

体の裁量を拡大するなど、大都市の実情を踏まえた仕組みとす

ること。 

 

＜現状・課題＞ 

 新制度においては、都がこれまで提案要求してきたにもかかわらず、喫緊の課

題である３歳未満の低年齢児が大半を占める待機児童問題を根本的に解決する仕

組みとなっておらず、認証保育所など地方独自の創意工夫や地域の実情を考慮し

たものにもなっていない。 

 都内の就学前児童人口は、他県からの転入増により、区部を中心に依然として

増加している。また、新制度施行後は、これまでの保育に欠ける要件が撤廃され、

保育サービスの利用を希望する人たちが保育の必要性の認定を申請することによ

り、短時間利用など保育の潜在需要が顕在化することが想定される。これらの潜

在需要も含めた保育ニーズの増大に的確に対応できるよう、保育サービスの設備

・運営基準について地方の裁量を拡大することが求められている。 

 さらに、保育人材の確保・育成策については、平成２４年度補正予算により対

策が講じられたが、その具体的事業効果は示されていない。保育士以外の多様な

人材を活用するなど更なる対策を講じ、潜在需要への対応も含めた保育サービス

の拡充に取り組む必要がある。 

 参議院の附帯決議では、地方自治体独自の認定制度が待機児童対策として大き

な役割を果たしていることを考慮し、大都市部の保育所等の認可に当たっては、

地方自治体が特例的かつ臨時的な対応ができるよう特段の配慮をすることとされ

ており、新制度においては、大都市の実情に応じた仕組みづくりが求められてい

る。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 今後ますます増大かつ多様化する保育ニーズに柔軟に対応し、全ての子供と子

育て家庭が保育の必要度に応じてサービスを利用できるよう、以下の点に留意し、

関係規定を整備するなど、必要な措置を講じること。 

（１）３歳未満の低年齢児の受入れなど、保育サービスを提供する事業者が待機

児童解消に向けて積極的に取り組むことができるよう、全国一律の基準を廃

止し、施設・事業の設備・運営基準を弾力的に定められる制度とすること。

地域型保育給付のうち小規模保育事業については、現行の類似事業や地域の

実情を踏まえ、複数の認可基準を設けることとされているが、家庭的保育、

事業所内保育などについても、地域の実情に応じて事業を実施できるよう、

地方自治体の裁量を拡大すること。 

（２）保育サービスの量的拡大に伴い、現状でも不足している保育人材の確保・

育成策について、保育士以外の資格を持つ者の活用や資格要件の緩和など、

更なる対策を講じること。 
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（３）公定価格の具体的な設定に当たっては、大都市部における人件費、物件費

等を考慮するとともに、事業運営に必要な給付額とすること。また、アレル

ギー児や発達障害児等、対応が困難な児童の増加や、虐待対応や子育て支援

等の実情を踏まえ、必要な人員の配置と専門職による対応が可能な設定とす

ること。 

（４）認定こども園については、地方裁量型も含めた四つの類型全てに対して、

必要な財政措置を講じること。 

 

 

＜現状・課題＞ 

 都の認証保育所制度は、制度創設後既に１２年を経過し、定員は２万３千人を

超えており、０歳児保育や１３時間開所を全ての施設で実施し、大都市特有の多

様な保育ニーズに対応するなど、都の保育施策に不可欠なものとなっている。特

に、年度途中の産休・育休明けの保育ニーズの受け皿となるなど、待機児童解消

にも大きく寄与している。こうした実績があるにもかかわらず、都の認証保育所

は保育従事職員の資格要件を緩和していることから、これまで国の財政支援の対

象とされてこなかった。 

 一方、国は、一部の保育サービスについて、保育士資格の要件にかかわらず、

財政支援の対象としている。現行制度では、既に家庭的保育事業を補助対象とし

ているほか、新制度においては、地方裁量型を含む認定こども園を給付対象に位

置付けており、さらに、新たに創設される小規模保育事業についても、現在議論

がなされている。 

 新制度においては、地域の実情に応じたサービスを提供することができるよう、

認証保育所についても保育従事職員の資格要件を柔軟かつ弾力的なものとすべき

である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 待機児童の多くを占める３歳未満の低年齢児を中心に受け入れ、育児休業明け

など年度途中の入所ニーズにも柔軟に対応している都の認証保育所の実績を認

め、認証保育所を新たな制度の中に位置付け、十分な財政措置を講じること。 

 

（４）認証保育所の実績を認め、十分な財政措置を講じること。 
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２ 待機児童解消に向けた支援の充実 

（提案要求先 厚生労働省・財務省） 

(都所管局 福祉保健局・生活文化局） 

 
＜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
必要があること、賃貸物件を活用した整備を除き、社会福祉法人等以外の民間事
業者は補助対象外であることなど、保育サービスの拡充を図る上での制約がある。 
 国は、平成２９年度末までの待機児童の解消を目指し、本年度から「待機児童
解消加速化プラン」を実施しているが、対象事業のうち、施設整備に係る事業に
ついては、待機児童問題が深刻な区市町村であっても財政力指数によって対象外
となる場合がある。また、既存の補助事業について、補助単価の増額が不十分で
あり、新規事業である利用者支援については、盛り込まれていない。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）喫緊の課題である待機児童解消に向けた取組を行う区市町村が、保育所等

の整備を計画的に進められるよう、「安心こども基金」の実施期限の延長や
補助額の増額など、必要な財源を重点的に配分し、支援を強化すること。 

（２）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。 

（３）「待機児童解消加速化プラン」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
とすること。 

（４）利用者支援事業を早期に実施するとともに、地方自治体が国に先行して事
業を実施した場合に要した経費についても補助対象とすること。 

（５）幼稚園の預かり保育（認可外保育施設運営支援事業Ｃ型）について、事業
への参入が促進されるよう、地方自治体独自の取組を踏まえ、十分な単価設
定とすること。 

（６）認可外保育施設運営支援事業について、地価の高い大都市において、十分
な保育サービスを提供することができるよう単価の見直しを行うこと。 

 

 
＜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。 
 
＜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
付けも可能とすること。 

（１）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。

（２）定期借地権を活用した未利用地の貸付けについて、貸付条件

を見直すこと。 
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２ 特別な支援を要する子供と家庭に係る施策の充実

 

１ 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。特に、児童虐待は、対応件数が急増

するとともに、相談内容が複雑、困難化している。児童相談所は、子供を守る中

核機関として、安全確認、安全確保を第一に迅速、的確な対応が求められている

ことから、専門性の高い職員の配置など、児童相談所の体制強化について、早急

に対策を講じる必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）児童相談所の相談援助機能を強化するため、以下の対策を講じること。 

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。 

② 虐待を受け、精神的に深刻なダメージを負った児童の心理的ケアや保護

者援助など、その重要性が高まっている医師（精神科医及び小児科医）、

児童心理司などの専門職の配置について、児童福祉司と同様に児童福祉法

において明確に定めること。 

③ 親権の一時停止や児童福祉法第２８条の規定に基づく児童福祉施設への

入所など、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。 

④ 児童福祉司、児童心理司の実践力向上に資するよう、演習型研修の手法

を構築するととともに、児童福祉司・児童心理司の対応ケースについて分

析し、得られたノウハウを提供するなど、職員の専門性向上のための方策

を講じること。 

 

（２）被虐待や非行など、支援が難しい児童に対応している一時保護所の実態を

踏まえ、生活指導職員や心理職員、看護師等の配置について児童福祉法にお

いて明確に定めること。 

 

 

 

（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じる

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じること。
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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第２項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 弁護士措置における国及び都の現状（平成２５年度） 

区分 項目 国 都 

児
童
相
談
所 

機
能
強
化 

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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２ 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＞ 

児童養護施設等では、近年、児童虐待の急増などを背景に手厚いケアが必要な

児童等の入所が増加している。措置費が支弁される人員配置基準は、必要なケア

を提供するには不十分である。国は、昨年度人員配置基準の引上げを行ったが、

社会保障審議会児童部会が示した「社会的養護の課題と将来像」における水準の

実現には至っていない。 

 また、都は、特に重い情緒面・行動面の問題を抱えた児童に対して心理的ケア

に重点を置き支援を行う専門機能強化型施設の設置を促進しているが、国は、こ

うした地方自治体独自の取組を支援し、児童のケアの充実を図る必要がある。 

 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、ファミ

リーホーム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支援

体制の充実が不可欠である。 

 また、都は独自に、自立支援を専門に行う職員を児童養護施設に配置しており、

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の状況を受け、これらの児童を適

切に支援できるよう、社会的養護の体制整備を図ること。 

① 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、社会保障審議会児童部会が示した「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。 

② 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。 

 

（２）家庭的養護の一層の推進を図ること。 

① 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。 

② 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

施設入所児と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。 

（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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③ 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、経費補助

を拡充すること。 

④ 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域小規模児童養護

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。 

⑤ 地域小規模児童養護施設（グループホーム）において、よりきめ細かな

支援を行うとともに、本園からの確実なバックアップが可能となるよう、

職員体制を充実すること。 

⑥ 法人によるファミリーホームの開設促進に向け、養育体制や運営費を充

実すること。 

 

（３）退所後の自立を見据え、大学等に進学を希望する児童への支援を強化する

ため、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に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の下に育つ子供が自立した生活を安定して継

続できるよう、退所等に自立支援を担当する職員を配置するなど、施設等入

所中から退所後までの支援策を強化すること。 

 



 

- 246 - 

 

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】      

区  分 
児童養護施設 児童自立支援施設 

国基準 都基準 国基準 都基準 

一
般
基
準 

一般児童 ５．５：１ ５：１  

 

 

 

５：１ 

 

 

 

 

１４：５ 

（２．８：１）

３歳未満児 

２：１ 

 ０歳・１歳 

  １．６：１ 

２：１ 

 ０歳・１歳 

  １．６：１ 

３歳児 

４：１ 

２：１ 

年少児 ４：１ 

児童指導員加算 ― 全施設１名 ― ― 

非常勤指導員加算 ― 
中・高生が 10

人以上在籍 
― ― 

福祉係長 ― ― ― 各施設１人 

 

【乳児院】 

区  分 
乳児院 

国基準 都基準 

看
護
師 

児
童
指
導
員 

保
育
士 

２歳児未満 １．６：１ １．６：１ 

２歳児 ２：１ 
２：１ 

３歳以上児 ４：１ 

 （うち看護師） 
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 

 

区  分 

乳児院 

国基準の配置数 必要な配置数 

小規模グループケア担当職員 常勤１名＋非常勤１名 常勤２名 
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３ 高齢社会対策の推進 

 

１ 介護保険制度の円滑な運営 
（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 要介護状態になっても、住み慣れた地域で暮らせるよう、住まい、医療、介護、

予防、生活支援サービスを一体的に提供する「地域包括ケアシステム」を構築し

ていくためには、公的な介護・医療や、インフォーマルサービス等を、有機的に

連携・連結させた包括的・継続的なサービス提供をコーディネートする地域包括

支援センターの機能強化が極めて重要である。 

 今後急激に増加することが予測されている高齢者の在宅療養生活を支えるため

には、専門的な医療知識を持った人材によるきめ細かな支援が求められており、

地域包括支援センターにおけるマンパワーの充実が必要である。 

 また、認知症高齢者が状態に応じて適切なサービスを利用しながら地域で暮ら

し続けるためには、地域包括支援センターにおける認知症対応力の強化が必要で

ある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 地域包括支援センターに医療面の支援を行う人員、特に認知症の早期発見・診

断・対応を行う人員を配置するための財源措置を講じること。 

 

 

 地域包括ケアシステムの構築に向け、地域包括支援センターに必

要な人員を配置するための財源措置を講じること。 
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２ 訪問看護の総合的な推進 
 （提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 在宅療養高齢者の増加が見込まれる中、地域包括ケアシステムの構築に向けて

重要な役割を担う訪問看護サービスの安定的な供給を促進する必要があり、訪問

看護師の育成・定着に向けた支援が重要であるが、以下の課題がある。 

 第一に、訪問看護師は一人で患者等の居宅を訪問しケアに当たるため、アセス

メント能力や個々の看護師の高い判断力が求められている。そのため、医療機関

等での経験があっても、訪問看護に必要とされる知識や技術は、改めて同行訪問

を中心とした教育・訓練で修得する必要がある。しかし、平成２４年に都が実施

した調査では、都内の訪問看護ステーションの８割で研修を実施しているものの、

職員のキャリア等に応じて計画的に研修を実施しているものは、２割にとどまっ

ている。 

 このため都は、今年度から地域において訪問看護師の育成支援ができる比較的

大規模なステーションを教育ステーションとして指定し、新任訪問看護師や潜在

看護師を受け入れて、研修や教育を担うステーションを支援するモデル事業を都

独自に実施する予定である。 

 また、国が実施している新人看護職員研修事業は、看護師免許取得後、初めて

就労する看護師等を対象としており、新卒者がほとんど入職しない訪問看護ステ

ーションでは現実的に活用されていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）訪問看護師の育成・定着に向けて、都道府県が独自に行う取組について支

援策を講じること。 

 

（２）新人看護職員研修事業について、訪問看護ステーションの採用実態等を踏

まえて、訪問看護に初めて転職する看護師も対象に含めるなど、訪問看護ス

テーションでも活用できるよう再構築すること。 

 

訪問看護師の育成・定着に向けて、都道府県が独自に行う訪問看

護師の人材育成に向けた取組について支援策を講じること。 
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参  考 

 

○都が実施した訪問看護の人材確保・定着に関する調査 

 

 計画的な研修が適切に実施されているか 

21.0%

22.0%

60.5%

20.3%

14.0%

25.4% 5.1%

1.4% 3.2%

27.1%

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

ステーション (n=443)

病　　　　院 (n=59)

適切に実施されている 一部実施されている 実施されていない その他 無回答

 

※ 「病院」については、訪問看護を実施している病院のうち、訪問看護部門において独自の計

画的な研修が実施されている場合のみ「適切に実施されている」として計上しており、病院

全体としての計画的な研修実施状況とは異なる。 

出典：東京都調べ（平成 24 年 7 月） 
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３ 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・病院経営本部） 

 

＜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。そうした現状を踏まえ、都は、これま

で様々な認知症施策を講じてきた。昨年度、国は、「今後の認知症施策の方向性

について」を発表し、具体的な計画として「認知症施策推進５か年計画（オレン

ジプラン）」を示しており、認知症の人とその家族が、できる限り住み慣れた地

域で暮らし続けることができるよう、医療と介護の連携等、総合的な取組を一層

推進していくことを改めて明らかにした。 

 オレンジプランを着実に実施していくため、国は平成２５年６月２５日に開催

した「都道府県・指定都市認知症施策担当者会議」において、今後の認知症疾患

医療センターの整備方針として、地域型認知症疾患医療センターの二次保健医療

圏ごとの設置や、症医療支援診療所（仮称）の設置により、平成２９年度までに

認知症の早期診断等を行う医療機関を約５００か所整備することを明らかにし

た。 

 しかし、国から示された認知症疾患医療センターの設置基準等の整備方針は、

全国一律の仕組みとなっており、一つの二次保健医療圏の高齢者人口が極めて多

い都の実態を踏まえたものとなっていないため、地域の実情に応じた整備が可能

な基準にする必要がある。 

 認知症疾患医療センターは、全国の整備数は増えているにもかかわらず、平成

２３年度以降毎年度予算が削減されており、事業を実施するためには不十分な規

（１）認知症疾患医療センターについては、各都道府県の実情に応

じた整備を行うこと。 

（２）認知症疾患医療センター運営事業の補助金の充実を図ること。

（３）診療報酬の認知症専門診断管理料は、認知症疾患医療センタ

ーと同等の機能を持つ医療機関も対象とすること。 

（４）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。 

（５）区市町村が、地域の実情に応じた認知症施策を効果的に展開

できるよう、認知症地域支援推進員の配置に係る財源の充実を

図ること。 

（６）若年性認知症の人と家族を地域で支えるため、若年性認知症

の人の特性や認知症の進行段階に応じた支援を実施できるよ

う、財源措置を講じること。 
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模となっている。地域の実情に応じた整備と支障のない事業執行のために、十分

な財源措置を講じる必要がある。 

 今後、ますます増大する認知症の鑑別診断等を円滑に行っていくためには、認

知症疾患医療センターだけでなく、認知症疾患医療センターと同等の機能を持つ

医療機関も積極的に取り組んでいくことが必要である。しかし、平成２４年度診

療報酬改定において、認知症疾患医療センターに準じた機能を持つ医療機関が認

知症専門診断管理料の対象から除外されたため、認知症疾患医療センターへの過

度の患者集中が懸念される。 

 また、認知症の人が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。認知症患者を受け入れるために医師・看護師等を増配置した場合、診療報

酬上の加算を行う等の対策が必要である。 

 国が推進している、地域包括支援センター等に「認知症地域支援推進員」を配

置する事業については、平成２５年度までは認知症施策等総合支援事業による定

額補助であったが、平成２６年度からは地域支援事業の任意事業に移行するとさ

れている。地域支援事業においては既に多くの事業が実施されているため、認知

症地域支援推進員の配置を促進するためには十分な財源の手当が必要である。 

 また、介護保険制度において、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、デイサービスは高齢者の利用が中

心となっており、若年性認知症の人の特性に応じたサービスの提供が難しい。サ

ービス内容がニーズに合わず、デイサービスの通所を本人が拒否したり、家族が

抵抗を感じたりすることが多い。 

 若年性認知症の人が身近な地域で安心して生活できるように、地域が主体とな

った活動のための拠点整備や、家族を支える家族会の立上げ等に対する支援の充

実が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）「都道府県・指定都市認知症施策担当者会議」で整備方針が示された、認

知症の早期診断等を担う認知症疾患医療センターについては、各都道府県の

実情に応じた整備を行うこと。 

（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確保できる十分な財源措置を講じること。 

（３）認知症専門診断管理料は、認知症疾患医療センターと同等の機能を持つ医

療機関も対象とすること。その際、施設基準の届出に当たっては、認知症に

係る医療提供体制の構築を図る役割にある都道府県への事前協議を行う仕組

みとすること。 

（４）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。 

（５）区市町村における認知症施策を確実に実施するため、希望する区市町村全

てにおいて、「認知症地域支援推進員」を配置できるよう、財源の充実を図

ること。 

（６）若年性認知症の人と家族を地域で支えるため、若年性認知症の人の特性や

認知症の進行段階に応じた支援を実施できるよう、財源措置を講じること。 
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４ 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。 

とりわけ都においては、高齢者人口当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２９

年度末まで転換期限を延長することとし、いくつかの転換支援策が示された。 

平成２４年３月に、介護療養病床を有する都内全ての医療施設の今後の方針を

確認したところ、約８割の施設が未定と回答しており、その理由として、退所先

の確保が困難なため地域で療養病床が必要とされていること、一般病床や医療療

養病床等への転換に当たって、医師・看護師の確保が困難であること、改修資金

や転換後の減収に懸念があること、介護療養型老人保健施設に転換する場合、利

用者の急変時などに十分な対応ができないおそれがあること等を挙げている。 

また、現在、国は、社会保障制度改革の中で、病床の機能分化及び連携につい

て検討しているが、医療療養病床の取扱いは不明確である。 

 

＜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 

   介護療養型医療施設が今後の方針を決定できるよう、介護療養型医療施設

の転換状況を確認し、必要に応じて追加支援策を講じること。 

 

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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５ 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や小規模多機能

型居宅介護事業所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。 

 延べ面積２７５㎡未満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

護事業所などで既存のものについては、スプリンクラー等整備特別対策事業とし

て介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の対象となったところであるが、新規施設

や主として要介護状態の者を入居・宿泊させるもの以外の有料老人ホーム、小規

模多機能型居宅介護事業所、軽費老人ホームは補助対象となっていない。 

 また、平成２５年３月２７日に公布された消防法施行令の一部を改正する政令

においては、避難が困難な要介護者を主として入居・宿泊させるもの以外の有料

老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、軽費老人ホームはスプリンクラー

の設置を求められていない。 

 サービス付き高齢者向け住宅の建設においても、提供するサービスの種類によ

ってスプリンクラー設置義務の有無が異なっている。状況把握サービス及び生活

相談サービスのみの提供を受けている世帯や個別に訪問介護等を受けている世帯

が入居している場合には、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ていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）平成２５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。 

   又は、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（ハード交付金）」に

よる整備費補助を実施するなど、十分な財源措置を講じること。 
 

（２）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。 
 

（３）主として要介護状態の者を入居・宿泊させるもの以外の有料老人ホーム、

小規模多機能型居宅介護事業所、軽費老人ホーム等についても補助の対象と

すること。 
 

（４）既存施設だけでなく、新設施設についても補助の対象とすること。 
 

（５）避難が困難な要介護者を主として入居・宿泊させるもの以外の有料老人ホ

ーム、小規模多機能型居宅介護事業所、軽費老人ホーム及び複合型サービス

事業所、サービス付き高齢者向け住宅を消防法施行令上の設置対象に加える

こと。また、義務付けに当たっては、面積基準による区分はしないこと。 

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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参  考 

 

○防火対策緊急整備支援事業の補助対象施設と消防法施行令改正 

 （平成 25 年 3 月 27 日公布、平成 27 年 4 月 1 日施行） 

②主としていない ①主としている

特別養護老人ホーム ○ ○

老人保健施設 ○ ○

ショートステイ ○ ○

認知症高齢者グループホーム ○ ○

有料老人ホーム ○※ ○

軽費老人ホーム ○※ ○

小規模多機能型居宅介護 ○※ ○

　 平成21年4月以降着工分 × ×

スプリンクラー設置費補助

平
成
2
1
年
3
月
以
前
着
工
分

○

○
（施行令改正
により対象）
平成27年4月1日

施行

×

避難が困難な要
介護者の入居を
主としていない施
設は国庫補助対
象外

※「サービス付き高齢者向け住宅」については、各自治体・各消防署の判断により、設置義務が発生する場合がある。
　　（共用スペースで介護福祉サービスの提供が行われる275㎡以上の建物のみ）

○

消防法上の設置義務

275㎡以上

275㎡未満 避難が困難な要介護者の入居・宿泊割合

×

　（設置年度にかかわらず全施設対象）

国
（基金）

都加算

　要望（５）

　要望（４）

　要望（３）
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６ 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 厚生労働省・財務省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 高齢化の進展に伴い、増大する介護ニーズに対応するためには、保険者である

区市町村が地域の状況を踏まえて算定したサービス見込量に基づき、特別養護老

人ホームや小規模多機能型居宅介護など多様な介護基盤の整備を今後も着実に進

めていく必要がある。 

 現在、介護基盤緊急整備等臨時特例交付金を活用して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を進めているが、本事業は平成２５年度

までの時限となっている。 

 また、広域型特別養護老人ホーム等については、本事業の対象外となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）平成２５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。 

   又は、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（ハード交付金）」に

よる整備費補助を実施するなど、十分な財源措置を講じること。 

 

（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＞ 

 本事業の実施期限については、当初、平成２３年度までであったところ、１年

ごとに延長され、平成２５年度までとなっている。しかし、施設整備に当たって

は、計画の検討から補助を受けるまで、複数年の期間を要するため、１年ごとの

延長では、本事業の活用を前提とした整備計画が立てにくい。 

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、民間の契約実態になじまず、認知症高齢者グループホーム

などに本制度が活用される例が少ない。 

また、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。 

 

 

（１）介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の時限を延長するととも

に、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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＜具体的要求内容＞ 

（１）平成２５年度までの時限となっている本事業の複数年度の延長、又はその

他の安定的な財源措置を講じることにより、定期借地権設定に伴い授受され

る一時金に対する助成を引き続き行うこと。 

 

（２）定期借地権の利用について、民間の契約実態を踏まえ、存続期間を３０年

以上として基準を緩和するとともに、普通借地契約も利用可能とすること。 

 

（３）定期借地権設定に伴い授受される一時金の助成について、充実を図ること。 

 

（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。 

 

＜現状・課題＞ 

 地価が高く人口が集中している大都市にあっては、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パーセント減額の上、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

公共団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。 
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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 現行のままでよい  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 現行のままでよい  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 現行のままでよい  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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４ 医療保険制度の改革等 

 

医療保険制度の見直し等 

（１）高齢者医療制度・国民健康保険制度の見直し等 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 
＜現状・課題＞ 

  国民健康保険制度については、高齢化や低所得者の増加により、十分な保険料

収入が確保できず、保険財政が恒常的に逼迫しているなどの構造的な問題がある。

そのため、国は、平成２４年度に国民健康保険法を一部改正し、現在暫定措置と

している財政基盤強化策の恒久化や都道府県単位の共同事業の対象医療費の拡大

を、平成２７年度から行うとした。さらに、税制抜本改革と同時に、低所得者の

保険料軽減の拡大及び保険者支援制度の拡充を行うとしている。 

  また、社会保障制度改革国民会議の報告を受け、国は、持続可能な社会保障制

度の確立を図るための改革の推進に関する法律案を国会に提出した。その内容と

して、国民健康保険への財政支援の拡充により財政上の構造的な問題を解決した

上で、国民健康保険の運営を都道府県が担うことを基本としつつ、都道府県と区

市町村で適切に役割分担するために必要な措置等について検討を加えることや、

高齢者医療制度のあり方等について、必要に応じ、見直しに向けた検討を行うこ

ととされている。 

 検討に当たっては、医療保険制度が、将来にわたり安定的で持続可能なものと

なるよう、国民健康保険制度の構造的問題の解決策や必要な財源の確保策等につ

いて十分に議論するとともに、地方自治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。 
 

＜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、医療保険制度が将来にわたり

安定的で持続可能なものとなるよう、十分に議論するとともに、地方自治体

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、安易に地方自治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問題等について、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、地方自治体の意見を反映すること。 

（１）高齢者医療制度や国民健康保険制度など、医療保険制度が将

来にわたり安定的で持続可能なものとなるよう、国民健康保険

制度の構造的問題の解決策も含め十分に議論するとともに、必

要な財源を確保すること。 

（２）この検討においては、地方自治体の意見を反映すること。 
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（２）後期高齢者医療制度の財源確保等 
（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 後期高齢者医療制度は、高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、高齢者

と若年世代との負担の明確化等を図り、国民全体で支える仕組みとして、保険料、

支援金、公費の負担割合が定められた。 

 しかし、国は、後期高齢者医療制度を廃止するまでの間、保険料軽減措置を継

続するとし、その費用は、毎年度、補正予算で措置してきた。 

 さらに、平成２２年度及び平成２３年度の保険料改定に当たり、国は、現行制

度を廃止するまでの間、保険料増加抑制のため、都道府県に財政安定化基金の活

用を求め、必要な法改正を行った。 

 また、平成２４年度及び平成２５年度の保険料改定に当たり、保険料の増加を

抑制するための何ら明確な考え方を示さないまま、都道府県に対し基金を活用し

た保険料増加抑制を要請してきた。 

 基金本来の目的は、後期高齢者医療制度の財政の安定を図るものであり、国は、

今後も保険料増加抑制を続けるのであれば、保険料等のあり方を示すべきである。 

 後期高齢者医療制度における調整交付金は、都道府県単位で所得水準に応じ加

減される仕組みとなっているが、わずかな所得額の変動が交付額に大きく影響す

るなど、広域連合の財政運営が不安定になっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）後期高齢者医療制度における保険料等のあり方について考えを示すこと。

また、保険料の軽減措置や増加抑制に係る費用については、国が全額財政措

置すること。 

（２）現行制度の修正を行う場合は、十分に地方自治体に協議するとともに、そ

の負担を地方自治体に転嫁することなく、国の責任において措置すること。 

（３）広域連合が安定した財政運営を行えるよう、国庫支出金の一部を都道府県

の所得水準に応じて加減する調整交付金の算定方法等を見直すこと。 

 

（１）後期高齢者医療制度における保険料等のあり方について考え

を示すこと。また、保険料の軽減措置や増加抑制に係る費用に

ついては、国が全額財政措置すること。 

（２）現行制度の修正を行う場合は、十分に地方自治体に協議する

こと。 

（３）広域連合が安定した財政運営を行えるよう、調整交付金の算

定方法等を見直すこと。 
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５ 障害者施策の推進 

 

１ 障害者の日常生活・社会生活の支援に関する法制度 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者

総合支援法」という。）の施行により、平成２５年４月から障害者の範囲に難病

等が追加されたが、平成２６年４月には障害支援区分の創設などの更なる改正が

施行される。 

 障害者の日常生活及び社会生活の総合的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。障害者総合支援法の施行により、法

定の必須事業が追加されたが、平成２５年度の国予算額は対前年度１０億円増（２

パーセント増）にとどまっており、既存の事業に必要な額にも及ばず、引き続き

大きな超過負担が発生することは避けられない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）障害者総合支援法の施行について、実施状況や地方自治体の意見を十分に

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地方自治体や事業者等に提示

すること。 

   特に、障害支援区分の創設、ケアホームのグループホームへの一元化につ

いては、周知や準備のための期間を十分に確保する必要があることから、早

期の情報提供に配慮すること。また、引き続き検討し、見直しを行うことと

された難病等の範囲についても、十分に配慮すること。 

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と

ともに、法施行に伴う経費について、十分な財源措置を講じること。 

 

（２）地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講じるた

めの関係法律の整備に関する法律の附則にある移動支援事業や就労支援等の

障害者の日常生活及び社会生活の総合的な支援について、障害者

の生活実態に即した効果的な仕組みとすること。 
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見直しに当たっては、地方自治体等の意見を十分に踏まえた上で、必要な検

討を行うこと。 

 

（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るとともに、障害者総合支援法の

施行に伴う必須事業の追加、個別補助事業や障害者自立支援対策臨時特例交

付金からの事業追加、低所得者に係る利用者負担の軽減なども考慮した上で、

十分な予算措置を講じること。 

   なお、平成２１年度からの「特別支援事業」については、地方自治体にお

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）子供の聴覚障害は、早期に補聴器の使用などの適切な支援を行うことで言

葉の遅れなどを防止し、言語能力や生活能力等を高めると言われているが、

障害者総合支援法に基づき支援を受けられるのは、身体障害者手帳の対象と

なる重度の難聴に限られる。支援の対象とならない難聴児に対して、国とし

て補聴器の購入費助成など適切な支援を行うこと。 

 

（６）障害支援区分の創設に当たっては、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）、 

難病等の多様な障害の特性に応じて区分の認定が行われるよう、調査項目及

び判定基準の検討については十分な配慮を行い、信頼性の高いシステムを構

築するとともに、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、国において障害支援区分の認定を含めた支給決定のあり方を検討す

ることとしているが、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。 
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２ 障害福祉サービス基盤整備 
（提案要求先 厚生労働省・財務省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 
 都では、第三期障害福祉計画において、障害者の地域生活への移行を一層推進

するため、「障害者の地域移行・安心生活支援３か年プラン」を策定し、グルー

プホームや通所施設等の地域生活基盤の整備を進めている。また、一定年数を経

過し使用に耐えなくなった設備等の更新や、入所者の生活環境改善のための、大

規模修繕も行う必要がある。 

 こうした基盤の整備に際し、国庫補助制度を活用しているが、平成２５年度の

国庫補助協議に当たっては、都道府県単位で国庫補助配分枠が設定され、協議案

件の大部分が不採択とされたことにより、計画や施設の状況を踏まえた施設整備

が困難な状況となっている。 

 制度面では、補助対象が限定的であり、協議時期が着工の前年度となっている

など、特にグループホーム等の創設に当たっては、活用しづらい。 

 また、グループホーム等を整備する場合に、建築基準法上の取扱いにより、建

物の創設、改修等が進まない事例がある。 

 国有地の活用については、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。 

 区市町村からも、貸付料の減額、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に対しても引き続き整備費補助を行うこと。 

 

（２）障害者の地域生活への移行を推進していくために、障害福祉計画に位置付

けられている施設の整備は極めて重要である。また、施設の生活環境改善の

ための修繕も不可欠である。そのため、あらかじめ地方自治体ごとの国庫補

助配分枠を設けることなく、必要な財源を確保すること。 

（１）障害者の地域生活基盤の整備促進のため、地方自治体ごとの

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、関係法令上の取扱いについて関係省庁との調整を図る

こと。 

    また、国有地の柔軟な活用を図る制度とすること。 
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（３）平成２０年度からグループホーム、ケアホーム、平成２２年度から通所施

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。 

 

（４）障害者グループホーム等の建築基準法上の「用途」の取扱いについては、

比較的小規模な形態が多い障害者グループホームの特徴に配慮して判断する

よう、国土交通省との調整を図ること。 

 

（５）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。 

 

 

＜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２５

年７月から国の障害者施設等火災対策検討部会において、スプリンクラー設備の

設置を原則義務化すること等の検討が行われている。より一層の安全体制の確保

を図るとともに、障害の特性等を踏まえた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消防法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 

障害者通所施設等 

整備費補助 

（国庫事業） （都単独事業） 

補助対象法人格 社会福祉法人等 全ての法人格 

建
築
等 

補助内容 創設・改修 創設・改修 

補助基準額 
１９，９００千円（創設） 

２４，０００千円 
１０，０００千円（改修） 

補助率 

国：１／２  

都：１／４  

事業者：１／４ 

（特別助成の場合） 

都：７／８   

事業者：１／８  

補助対象物件 自己所有・賃貸物件 自己所有・賃貸物件 

備
品
等 

補助対象内容 － １件１０万以上 

補助基準額 － １，０００千円 

補助率 － 

（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 

（平成２５年度分） 

 国：ヒアリング日程（当初予定） 

     平成２５年３月 

内示 

平成２５年７月 

（平成２５年度分） 

 都：書類提出日 

   平成２５年６月、１０月 

年２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２４年４月に、福祉・介護職員の処遇改善の確保、物価の下落傾向等を踏

まえ２．０パーセント増の報酬改定を行うとともに、地域区分について見直しが

行われたが、改定後の報酬単価は、人件費等の実情を十分に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の訪問

系サービスについては、引き続き人材の確保が困難な状況が見込まれる。 

 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。 

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おり、平成２

４年４月に見直しが行われたが、平成２５年度においても都内の区市町村では、

約５５．１億円の超過負担額が生じる見込みである。 

国は、国庫負担基準を超えている区市町村に対し財政支援を行うため、平成２

４年度予算において、「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」を創

設した。しかしながら、都における平成２５年度超過負担見込額のうち、国が負

担すべき額として２５．１億円が見込まれているが、平成２５年度予算額は２２

億円であり、不足が生じることは明らかである。さらに、平成２６年度概算要求

額も、平成２５年度予算額と同額の２２億円にとどまっている。 

精神障害者の地域移行・地域定着支援について、国は平成２５年度に地域体制

整備コーディネーターを廃止したが、都においては精神病床が地域的に偏在して

おり、入院前の住所地と入院機関の所在地が必ずしも一致していない。円滑な地

域移行を促進するためには広域の調整が必要となることから、都内全域で活動す

る地域体制整備コーディネーターの果たす役割は大きく、地域の実情に即した対

応が必要である。 

 

＜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）一元化されるグループホームにおいても、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、これまでの地方

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地方自治体が超過負担を強いられること

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。 



 

- 266 - 

 

のないよう、区市町村の支給決定を尊重し、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、「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」の実施に当た

っては、区市町村の支援に必要な財源を措置すること。 

   さらに、平成２６年４月から重度訪問介護の対象者が拡大されるが、これ

に対しても必要な財源を確保すること。 

   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。 

 

（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）主たる利用者を重症心身障害児(者)とする児童発達支援及び生活介護につ

いては、医療的ケアや送迎を必要とする利用者の障害特性に配慮し、サービ

ス提供の実態に即した報酬水準に改善すること。 

 

（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、比較的重度

の障害のある児童の利用に配慮する等、事業の充実を図ること。 

 

（８）個別給付化された精神障害者の地域移行支援・地域定着支援については、

各地域の実施状況を把握し、必要・十分な報酬単価に見直すこと。特に、地

域移行支援における体験宿泊や、地域定着支援における緊急時の滞在型支援

について、実態に即した居室確保の助成を行うとともに、体験宿泊加算の利

用可能な期間・日数について、弾力的な運用を認めること。 

   また、精神障害者の地域移行・地域定着支援の取組が円滑に進むよう、地

域体制整備コーディネーターが果たしている役割等を十分に踏まえ、必要な

財源措置を講じること。 

 

（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移行した宿泊型自立訓練において、職場訪問やジョ

ブコーチ等との連携による職場定着支援、地域生活移行に向けた情報収集や

各関係機関との調整などの業務が日中に行われている実態を踏まえ、こうし

た支援を評価する報酬を充実すること。 
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４ 就労支援の充実 
（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 障害者の雇用・就業等については、平成２５年４月１日から法定雇用率の引上

げが行われ、また「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に

関する法律」（障害者優先調達推進法）が施行されるなど、環境の整備が図られ

ている。しかし、民間企業の実雇用率が法定雇用率を下回る等、依然として厳し

い状況が続いており、就労支援の取組を強化する必要がある。 

 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

向上計画」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。 

 一般就労の促進について、都では、区市町村において地域の実情に応じた支援

を積極的に行うことが必要なことから、平成１５年度から就労面と生活面の支援

を一体的に提供する「区市町村障害者就労支援事業」を実施している。また、障

害者就業・生活支援センターでは、平成１８年度から障害者自立支援対策臨時特

例交付金を活用して、「就労支援ネットワーク強化・充実事業」を実施し、区市

町村障害者就労支援センターをはじめとする多様な就労支援機関の広域的連携を

図ってきた。 

 広域的な連携体制を構築し、障害者雇用の一層の拡大と就労支援の充実を図る

には、連携を担う専門人材の育成を更に進める必要がある。 

また、福祉的就労については、「障害者施策推進区市町村包括補助事業」を通

じて、区市町村が実施する工賃アップのための取組を支援している。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）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。 

 

（２）就労移行支援事業、就労継続支援事業、ハローワーク、区市町村障害者就

労支援センター、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等関係機

関が連携し、障害者の就労支援をより効果的に推進するため、広域にわたる

就労支援ネットワークの構築や専門人材の育成について、国の取組を充実す

ること。 

 

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。 

 また、広域的な就労支援体制の構築に向けて、地域の関係機関の

連携を確保するための取組を行うこと。 
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参  考 

 

(１) 障害者就業・生活支援センター 
 

障害者就業・生活支援センターは、身近な地域で、雇用、保健福祉、教育

等の関係機関との連携の拠点として連絡調整等を積極的に行いながら、就業

及びこれに伴う日常生活、社会生活上の相談・助言等の支援を一体的に行う

ことを目的としており、全国で３１６か所（平成２４年１１月１日現在）設

置・運営されている。 

 

（２）「工賃向上計画」による福祉的就労の底上げ  
 

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年度から「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された。 

また、平成２４年度から平成２６年度までの３年間は、新たに策定した「工

賃向上計画」に基づき、より工賃向上に資する取組を、目標設定により計画

的に進めることとしている。 

「工賃向上計画」において、都道府県が取り組む具体的方策としては、コ

ンサルタントの派遣等、企業的経営手法の導入、説明会や研修等の実施、技

術指導の強化、共同化推進、都道府県と事業所の共同した取組、市町村への

協力の依頼などが掲げられている。 
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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＞ 

国は、精神疾患を医療計画に記載すべき疾病としたが、精神疾患はうつ病、認

知症など疾病が多様である。また、患者の状態に応じた総合的な支援を行うため

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に加え、保健、

福祉等の地域の様々な機関が参画した医療連携体制の構築が必要である。 

アウトリーチ事業については、国は、平成２２年度から精神障害者の地域定着

支援のためアウトリーチ推進事業を開始したが、今後は診療報酬上の評価を視野

に入れている。診療報酬化に当たっては、病院以外にも地域の実情に応じた取組

ができる制度とする必要がある。 

 精神身体合併症医療については、平成２４年度の診療報酬改定において一定の

改善が図られたところであるが、救命救急入院料を算定する病棟と精神科救急入

院料を算定する病棟間の連携などに関して、診療報酬上の評価が、いまだ十分に

なされていない。 

 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。 

国は、精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関

する指針の策定、保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続等の見直し

を主な柱とした精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下「精神保健福祉

法」という。）の改正を行い、改正法は平成２６年４月から施行される。 

今回の改正は、精神科救急医療体制をはじめとした精神保健医療福祉の提供体

制に非常に大きな影響を及ぼすものであるが、改正法の施行が来年４月に迫って

いる中、いまだに地方自治体や医療機関等関係団体における具体的な対応が明ら

かになっていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地域において、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するた

め、精神疾患についても、医療連携体制推進事業の補助対象とするほか、地

域連携診療計画管理料の対象疾患に加えるなど、計画の実効性が担保される

よう必要な財政措置を講じること。 

 

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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（２）精神障害者の地域生活定着を支援するため、アウトリーチ推進事業につい

て、病院に対する診療報酬上の評価を設けるだけでなく、精神保健福祉セン

ターや保健所、診療所、訪問看護ステーション等が、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。 

 

（３）精神身体合併症患者に対する適切で円滑な医療提供体制を一層整備するた

め、一般診療科と精神科の連携を促進し、患者の受入れに必要な診療報酬の

充実を図ること。 

 

（４）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。 

 

（５）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。 

 

（６）改正精神保健福祉法の施行に当たって、地方自治体や医療機関等関係団体

に混乱が生じることのないよう、具体的な運用方法などについて、迅速に情

報提供を行うこと。また、改正の趣旨を踏まえ、国の責務において、診療報

酬への反映や体制整備に係る財政的な支援を行うなど、適切な措置を講じる

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） 

 
＜現状・課題＞ 

 国は、住居・生活に困窮する離職者に対して、平成２１年度から住宅手当など

第二のセーフティネットの整備を進めてきたが、稼働能力のある生活保護受給世

帯は依然として増加している。 

 住居・生活に困窮する離職者への支援は、あくまで国の責任において実施すべ

きものであり、生活・雇用に関するセーフティネットが重層的に機能し、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、取組を一層強化する必要がある。 

 こうした状況の中、平成２５年通常国会に提出された生活困窮者自立支援法案

は、審議未了のため廃案となったが、今秋の臨時国会に再提出された。 

 法案では、支援の実施主体が福祉事務所設置自治体とされ、民間事業者が就労

と訓練等を実施する就労訓練（いわゆる中間的就労）については、事業の適格性

等の認定を都道府県等が行うこととされている。 

 しかし、一般就労につなぐ上で重要な機能を果たすべきハローワークをはじめ、

国の責任と役割が明確でなく、各支援策の経費についても地方自治体に負担を求

めるものとなっている。さらに、法に基づく支援を受ける期間中の生活支援につ

いて、国では、住居確保給付金や一時生活支援のほか、社会福祉協議会の行う総

合支援資金等の活用で対応するとしているが、貸付けの基準や財源など、制度的

な裏付けが十分に図られていない。 

 国は、平成２５年度からモデル事業を実施し、その結果を踏まえて具体的な運

用方法を定めるとしているが、これまで地域において進められてきた取組が引き

続き適切に実施できるよう、新たに法に位置付けられる事業と既存事業との関係

を明確にするとともに、生活困窮者支援の担い手となる人材の育成・確保に取り

組む必要がある。 
 
＜具体的要求内容＞ 

 生活・雇用に関するセーフティネットは、基本的に国の責任において実施すべ

きものであり、生活困窮者自立支援法案に基づく各種施策が地域の実情に応じて

実施できる仕組みとなるよう、地方自治体と協議の上、適切にモデル事業を実施

するとともに、その成果や課題の検証結果、地方自治体の意見を十分に踏まえて、

規定等を整備すること。あわせて、各自治体において、実施体制の整備や事業実

施が円滑に推進できるよう、必要な財政措置を講じること。 

６ 生活・雇用に関するセーフティネットの強化 

（１）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

実施すべきものであり、生活困窮者自立支援法案に位置付けら

れる各種支援策が地域の実情に応じて実施できる仕組みとなる

よう、地方自治体の意見を十分に踏まえて規定等を整備すると

ともに、必要な財政措置を講じること。 
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＜現状・課題＞ 

 平成２３年４月から、地方労働局・ハローワークが連携して、生活保護受給者

や住宅手当受給者等の就労支援を行う「福祉から就労」支援事業が実施されてき

たが、平成２４年度に都内で住宅手当を受給中に就職できた者は５割に満たない

状況である。 

 この事業は、平成２５年４月からは生活困窮者を対象とする生活保護受給者等

就労自立促進事業に再構築され、ワンストップ型の就労支援体制を全国的に整備

する方針のもと、支援の担い手となる就職支援ナビゲーターを増員するとともに、

地方自治体に求人情報端末を有するハローワークの常設窓口を設置するなど、一

定の取組が図られているが、都内全域において就労支援の強化を図るには十分で

はないことから、体制整備を一層促進する必要がある。 

 さらに、住居・生活に困窮する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、住宅支援給付を利

用できない者がいる。 

 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、引き続き、

第二のセーフティネットによる支援を強化していく必要がある。 

 また、住居・生活に困窮する離職者や不安定就労者の自立支援に関する事業の

財源となっている「緊急雇用創出事業臨時特例基金（住まい対策拡充等支援事業

分）」については、平成２４年度末現在の都における残高は約６５億円であり、

事業実施に毎年４０億円以上の執行が見込まれている。しかし、平成２５年度に

おける同基金の積み増しは予定されていない。また、平成２６年度概算要求にお

いても全国分で３０億円にとどまっており、このままでは事業の適切な実施が図

れない。 
 
＜具体的要求内容＞ 

個々の利用者の状況に応じて、就労・生活などの相談・助言等を一体的にきめ

細かく行えるよう、就職支援ナビゲーターの増員を行うとともに、福祉事務所等

への常設ワンストップ窓口の設置や巡回相談の実施など、福祉事務所と一体とな

った就労支援が行われるよう、引き続きハローワークの就労支援体制の強化を図

ること。 

また、住居・生活に困窮する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

るとともに、総合支援資金の借受人が安定した就労・生活を送ることができるよ

う、平成２７年度から施行予定である生活困窮者自立支援法における自立相談支

援事業と一体的な運用を図るなど、貸付終了後の相談体制を強化するなど支援策

を講じること。 

あわせて、地方自治体が独自に実施する住居喪失不安定就労者・離職者対策な

どについて引き続き十分な財政措置を講じること。 

 

（２）住居・生活に困窮する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、引き続き国の責任において

十分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。 

 

○ 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 

 

○ 住宅手当から住宅支援給付への見直し（平成２５年４月～） 

新たな就労支援策と併せて給付する形態とするなど、より効果的な就労自立支援を実施

することにより、第二のセーフティネットとしての機能を高める。 

 

○ 住宅支援給付の利用実績                      （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 (当初分) ６，５８４ ５，４８４ １，６４８

H22. 4～H23.3（延長分） ３，０３８ ２，８８５ ５０３

H23. 4～H24.3（当初分） ３，６８８ ３，３５２ １，３９７

H23. 4～H24.3（延長分） １，６７６ １，６２４ ４９５

H24. 4～H25.3（当初分） ２，５４３ ２，３２８ １，１８７

H24. 4～H25.3（延長分） １，０１１ １，００２ ３１４

 

○ 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～H24.3 １，１７４ ８８１，３９１

H24. 4～H25.3 ４２１ ３０９，８６９

 

○ 住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業の利用実績       （単位：人） 

 期間 登録者数 就職者数 

H20.4～H21.3 １，１３３ （６５） ３６５  （０）

H21.4～H22.3 １，３７０（６０５） ５３０（２４７）

H22.4～H23.3  ７３８（２４１） ３９６（１６７）

H23.4～H24.3 ８１７（１７８） ２９４ （６６）

H24.4～H25.3 ６８０（１５５） ３１９（１３３）

 ※括弧内は介護職支援コースの人数 
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２ 生活保護制度の見直し 
（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 
＜現状・課題＞ 

 国は、社会保障審議会「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」報

告書を踏まえ生活保護制度の見直しを予定しており、平成２５年４月には、実施

要領の改正により、就労自立支援の取組などの見直しを行った。また、就労活動

促進費の創設など支給額に影響がある事項については平成２５年８月の生活保護

基準の改定に合わせて見直しを行い、今後、地方自治体の調査権限の強化、医療

扶助の適正化などについては、今秋の臨時国会において審議される予定である。 

 これらの見直しについては、これまでの都の提言も踏まえ、地方自治体との十

分な調整の上で実施することが必要である。また、見直しを実効性のあるものと

するためには、生活保護の実施機関である福祉事務所の体制整備が不可欠である。 
 
＜具体的要求内容＞ 

 生活保護制度の見直しに当たっては、福祉事務所における円滑かつ効果的な実

施ができるように、引き続き地方自治体の意見を十分に踏まえ、就労支援、調査

権限の強化、医療費の適正化等の見直し内容について具体的な取扱いを早期に示

すこと。 

 また、専門支援員の配置に必要な安定的な財政措置など福祉事務所の体制・機

能強化を図る各種方策を講じるとともに、ハローワークと福祉事務所との連携強

化を一層推進すること。 
 

 
＜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。平成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、都道府県を越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当たって地方負担を求める制度は実態にそぐ

わない。 
 
＜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

（１）生活保護制度の見直しに当たっては、引き続き地方自治体の

意見を十分に踏まえるとともに、具体的な取扱いを早期に示す

こと。 

また、福祉事務所の体制・機能強化を図る各種方策を講じる

こと。 

（２）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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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。 

 

参  考 
 

○都内保護の動向 

 都の生活保護の動向は、平成２５年３月現在、２２２，９０１世帯、２９１，

９２２人、保護率２２．１‰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、平成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。この傾向は平成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２１年４月からの保護率対比           （単位：‰） 

区分 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

 

 

 

区分 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

８月 19.5 20.8 1.3

９月 19.6 20.9 1.3

10 月 19.8 20.9 1.1

11 月 19.9 21.1 1.2

12 月 20.1 21.1 1.0

１月 20.2 21.2 1.0

２月 20.1 21.3 1.2

３月 20.3 21.4 1.1

区分 ２３年度 ２４年度 
増加ポ

イント

４月 20.3 21.4 1.1

５月 20.4 21.5 1.1

６月 20.6 21.6 1.0

７月 20.7 21.7 1.0

８月 20.8 21.8 1.0

９月 20.9 21.8 0.9

10 月 20.9 21.8 0.9

11 月 21.1 21.9 0.8

12 月 21.1 21.9 0.8

１月 21.2 22.0 0.8

２月 21.3 22.0 0.7

３月 21.4 22.1 0.7



- 276 - 

 

７ 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年度から医学部入学定員増を臨時的に認めているが、医師の養

成には時間を要するため、併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２４年度診療報酬改定においては、病院勤務医等の負担

軽減が重点課題として評価された。今後、診療報酬改定の評価検証を行い、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。 
 また、先般緊急提案したところであるが、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、平成２３年度に救命救急センターを同事業の対象

外としたことに加え、平成２４年度においては手当制度を創設・充実した施設に

ついては、２年目の補助基準額を半減した。補助対象や補助基準額が毎年変更さ

れるため、医療機関は長期的かつ継続的に勤務医の負担軽減に取り組むことがで

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。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。 
 加えて、疾病予防をはじめとする地域保健の推進はもとより、災害時や新型イ

ンフルエンザ等への健康危機管理対応に当たっては、保健所が重要な役割を果た

しており、その機能を充分に発揮するためには、公衆衛生医師の確保が必要であ

る。 
 国は、平成１６年度に医師臨床研修制度において必修科目として「地域保健・

医療」を指定した。これに基づき保健所では研修生を受け入れていたが、平成２

１年度に必修科目から除外された。 
 公衆衛生医師の養成に関しては、今後も強化する必要があるため、医学生や研

修医が公衆衛生分野に関心を持つ機会を、より一層提供していくことが必要であ

る。 

 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。 
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＜具体的要求内容＞ 
（１）産科、小児科、救急医療など不足が顕著な診療科の医師の確保について、

実効性のある措置を緊急に講じること。 
 

（２）各職種が専門性を発揮し、業務を分担しつつも連携・協働することで、安

全・安心・良質な医療を効率的に提供するチーム医療を支援する施策を推進

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

就業等総合的な支援策の一層の充実を図ること。 
 
（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。 
 
（５）公衆衛生医師の安定的な確保に向けて、医師養成等において保健所での実

習を必修にするなど、公衆衛生分野の職務を理解する機会をより一層提供す

ること。 
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２ 看護職員確保対策の充実 
（提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局・病院経営本部） 

 
＜現状・課題＞ 
 都では、都内看護職員の安定的な確保に向け、従来から「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２

３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、平成２２年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）が不足するとされている。 
 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。 
 一方、地域自主戦略交付金の廃止に伴い看護師等養成所施設整備事業等が医療

提供体制施設整備交付金で賄われることとなったが、十分な財源が確保されるか

懸念される状況にある。 
 
＜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。また、看護師等養成所施設整備事業について、財源の確保を図るこ

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の看護職員確保対

策についても支援を図ること。 
 
（５）看護専任教員の確保及び看護教育の充実強化を図るため、看護教員研修に

ついて地域の実情に応じた研修体制を整備できるよう、国が責任を持って支

援を図ること。また、カリキュラム運営の要を担う教務主任を養成する研修

体制について、国が責任を持って整備すること。 

 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 病床確保の推進 
（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＞ 
 現行の基準病床数制度は、全国一律の算定式で都道府県が地域の医療ニーズを

反映できる仕組みとなっていない。例えば、都の特性として、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流入する状況や、高齢者人口が今後急速

に増加し、医療需要の増大が見込まれる状況などについて、基準病床数に反映さ

せることができない。 
 また、医療療養病床は長期にわたり療養を必要とする患者に加え、急性期医療

を終えた後の医学的管理が必要な患者を受け入れており、また在宅療養における

後方支援病床としても大変重要な役割を果たしている。急速な高齢化の進展に対

応していくためには、医療療養病床の確保が必要であるが、基準病床数制度にお

ける病床区分の設定や一般病床から医療療養病床へ転換する際の面積基準の適用

などにより、医療療養病床の更なる整備促進が図りにくい現状がある。 
 さらに、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り、高

齢化の進展により更なる整備が必要となる。しかし、回復期リハビリテーション

病床について診療報酬上は評価されているものの、施設整備に対する国の補助制

度がないなどリハビリテーションの普及を促進する仕組みとなっていない。 
 先般、国が国会に提出した持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の

推進に関する法律案において、病床の機能分化及び連携やいわゆる地域医療ビジ

ョンの策定等が盛り込まれているが、これらについては、現行の基準病床数制度

や既に都道府県が策定している医療法に基づく医療計画との関係性も含め、地域

の実情を踏まえながら整理する必要がある。 
 
 

（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）急速な高齢化の進展を踏まえ、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。 

（３）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床の確保に対する支援策を講じる

こと。 

（４）病床の機能分化及び連携や地域医療ビジョン策定等の具体的

内容について、都道府県と十分に協議するとともに、その意見

を反映させること。 
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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

に明示するとともに、医療療養病床を地域の実情に応じて整備促進できる仕

組みとすること。 
 
（３）切れ目のない医療連携体制の構築を推進するため、リハビリテーションを

必要とする患者を円滑に受けられるよう、回復期リハビリテーション病床の

新設等に対する十分な支援を行うなど、制度の見直しを検討すること。 
 
（４）病床の機能分化及び連携や地域医療ビジョン策定等の具体的内容について、

都道府県と十分に協議するとともに、その意見を反映させること。 
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４ 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＞ 
 急性期から回復期、在宅療養に至るまで切れ目のない連携を推進するためには、

入院医療機関において退院・転院を円滑に行うことが重要である。しかし、医療

ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）が制度上の明確な位置付けがなされていないなど、

退院・転院支援を担うＭＳＷ等の人材育成・確保に対する仕組みが十分ではない

ため、こうした人材を配置していない医療機関もある。 
 また、高齢化の進展に伴い、都内病院の多数を占める中小病院の役割は、ます

ます重要となっている。急性期から慢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。 
 そのほか、脳卒中の地域連携クリティカルパスを活用した円滑な医療連携を促

進するためには、同一病院における「地域連携診療計画管理料」と「地域連携診

療計画退院時指導料」両方の届出が認められておらず、急性期及び回復期の機能

を持つ病院の評価がされていない点などについて、施設基準の緩和や診療報酬の

更なる改善が必要である。 
 さらに、緊急度の低い医療機関間の転院搬送や在宅療養患者の一時的な病院搬

送に当たっては、病院救急車を有効に活用することも求められる。しかし、「救急

搬送診療料」は、医療機関が自己所有する救急用の自動車等で患者を保険医療機

関に搬送する際、診療上の必要から医師が同乗して診察を行った場合に算定する

こととなっており、複数の医療機関において共同で利用する場合や看護師等が同

乗して処置を行った場合は算定できないなど、地域において患者搬送用車両の活

用を促進する上で、十分なものとは言えない。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）ＭＳＷをはじめとする退院・転院支援を担う人材の育成・確保を推進する

ため、診療報酬など財政的措置等の対策を講じること。 
 
（２）中小病院が担っている地域医療における役割を踏まえ、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。 
 
 

（１）医療機関が退院・転院支援を円滑に行えるよう、財政措置等

の対策を講じること。 

（２）中小病院が担っている地域医療における役割を踏まえ、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。 

（３）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。 
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（３）医療連携の推進に当たって、以下の診療報酬の改善や財政的措置等を図る

こと。 
  ① 医療連携の一層の推進のため、診療報酬の充実を図るなど、地域連携ク

リティカルパスの活用を促進するための方策を講じること。 
  ② 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。 
   ア 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

の算定対象医療機関を診療所まで拡大したことを踏まえ、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。 
   イ 「地域連携診療計画退院時指導料Ⅱ」について、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も算定できる

よう改善を図ること。 
   ウ 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、診療報酬の改善を

図ること。 
   エ 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。 
  ③ 病院救急車による患者搬送を支援するため、地域の医療機関が実情に応

じ、複数の医療機関による共同運行や看護師等が同乗して処置を行うなど、

柔軟に活用できるよう、診療報酬算定の要件緩和などの改善を図ること。 
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５ 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） 

 
＜現状・課題＞ 
 高齢化が急速に進展する中、在宅療養の推進は喫緊の課題である。在宅療養の

推進を図るには、住民に身近な保健・医療・福祉サービスを担う区市町村が主体

となり、事業者や医師会等との協働体制のもと、多職種が連携し、医療・介護サ

ービスを切れ目なく提供する仕組みを構築することが重要である。 
 都は、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の増加など、大都市が抱える課

題を踏まえながら、在宅療養を望む都民ニーズに応えるため、在宅療養を支える

人材の確保・育成や都民を含めた関係者の意識啓発など、施策の充実を図ってき

た。 
 また、平成２５年３月改定の東京都保健医療計画において、区市町村の主体的

な取組の支援、２４時間安心な在宅療養体制の整備などを施策目標とし、在宅療

養に対する取組を更に進めていくこととしている。 
 国は、社会保障制度改革国民会議報告書において、医療・介護分野の改革とし

て、「病院完結型」から「地域完結型」への転換を提案し、改革の方向性として「急

性期を脱した患者のための地域の病床や在宅医療・介護の充実」等を示している

が、今後、具体的な施策の構築が必要である。 
 在宅療養の推進のためには、区市町村等に対する継続的な財政措置が必要であ

るが、国がこれまで実施した在宅医療連携拠点事業は、平成２３年度及び平成２

４年度の２か年事業であり、地域医療再生基金については積み増しを行ったもの

の、時限的な措置にとどまっている。 
 診療報酬については、平成２４年４月の改定において、２４時間往診体制確保

のための在宅療養支援診療所における複数の医療機関との連携について評価して

いるものの、在宅療養支援診療所の届出はしていないが、実際に訪問診療を行っ

ている診療所に対する評価がされていないなど、在宅医療に携わる医師の一層の

確保に資する改定が必要である。 
 さらに、在宅療養高齢者の増加が見込まれる中、地域包括ケアシステムの構築

に向けて重要な役割を担う、訪問看護サービスの安定的な供給の促進も必要であ

り、訪問看護師の育成・定着に向けた支援を行う必要がある。 

（１）在宅療養に主体的に取り組む区市町村の取組に対し財政支援

を講じること。 

（２）在宅療養を一層推進させるため、医療・介護に関わる多職種

の人材の確保・育成に資する施策や診療報酬制度の充実を図る

こと。 

（３）医療依存度の高い在宅療養中の小児等を支えるために必要な

措置を講じること。 
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 一方で、小児については、特に医療依存度の高い児を地域で支えるため、医療・

福祉等が連携した在宅療養の支援体制を構築する必要がある。国は、小児等の在

宅療養を推進するため、平成２５年度新たに小児等在宅医療連携拠点事業を実施

しているが、今後も継続した取組が必要である。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）区市町村が在宅療養の推進を担う実施主体となり、医療と介護とが連携し

た在宅療養体制を構築できるよう、区市町村の取組に対する財政措置を継続

的に講じること。 
 
（２）在宅療養に関わる人材の育成・確保に対する支援を実施すること。 
  ① 在宅療養生活を地域全体で支える観点から、在宅療養支援を行う診療所

の規模や機能に応じた段階的な区分を設けるなど、在宅医療に携わる医師

を確保できる診療報酬体系とすること。 
   ② 訪問看護師の育成・定着に向けて、都道府県が独自に行う訪問看護推進

に向けた取組について支援策を講じること。 
  ③ 入院医療と在宅療養双方の視点を持つ人材の育成や、医療や介護の知

識・制度等を正しく理解した多職種間における連携をより一層充実するた

めの財政措置を講じること。 
  ④ 退院支援を円滑に行うため、入院医療機関から在宅への移行等を実施す

る際、医療・介護関係者間の調整業務に従事する職員を区市町村が確保で

きるよう財政措置を講じること。 
 
（３）医療依存度の高い在宅療養中の小児等を地域で支えるため、医療と福祉サ

ービス等が連携した支援体制を地域で確保できるよう、引き続き必要な財源

措置を講じること。 
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６ 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パーセント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。 
 都では、モデル的な取組を行い、個別受診勧奨・再勧奨が非常に有効であると

の成果を得ている。国が平成２５年８月に公表した「がん検診のあり方に関する

検討会中間報告書」においても、継続的な検診受診を促すためには、個別勧奨再

勧奨（コール・リコール）を行うことが必要であると報告された。受診率目標５

０パーセントを達成するためには、これらに関する区市町村の取組を推進してい

くほか、職域検診、個人検診それぞれの増加に向け国を挙げた取組が必要である。 
 また、がん予防対策の科学的評価のためには、検診全体に占める割合が高い職

域のがん検診についても実施状況の正確な把握と精度管理が求められるが、制度

上の位置付けが明確でない現状では困難である。 
 「がん検診推進事業」については、事業の継続性の担保がないため、区市町村

の計画的かつ安定的な事業の実施に支障が生じている。また、事業実施に当たり

国の要綱等に細かく定められた要件を満たさなければ補助対象とならないため、

区市町村の実情に応じた効果的な運用が困難となっている。 
 子宮頸がん検診へのＨＰＶ検査の実施に当たっては、ＨＰＶ陰性の場合の定期

的な再検査や陽性の場合の子宮頸部細胞診等が想定されているが、検査等の結果

に応じて検診間隔が異なるなど、適切な検診勧奨をするためには、経年的に受診

履歴を管理する体制を整備することが必要である。 
 乳がん検診については、事業実施により受診者が増加しているが、マンモグラ

フィ検診に関わる読影医師等が不足しているなど、十分な実施体制が整備されて

いない。 

（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

ること。 

（２）職域におけるがん検診について、実施状況を把握するととも

に、質の向上を図るため、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」については、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。

（４）乳がん検診の実施体制整備のため、「がん検診従事者研修事業」

については、今後も継続して実施すること。 
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＜具体的要求内容＞ 
（１）個別勧奨・再勧奨（コール・リコール）事業等、区市町村の検診受診率向

上に有効な取組が一層進むよう、財政措置を講じること。 
 
（２）職域におけるがん検診について、実施方法や精度管理の推進に関するガイ

ドラインを示すなど、企業や健康保険組合等が、従業員にとって受診しやす

い環境整備や、検診受診から精密検査までの結果把握が行えるような仕組み

を構築すること。 
 
（３）「がん検診推進事業」について、次の措置を講じること。 
  ① 平成２６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踏まえて、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。 
  ③ 検証事業として一部の区市町村で取り組まれることになった国の指針以

外の新たな検査方法については、検証結果を速やかに示すこと。また、新

たな検査方法の導入に当たっては、都道府県や区市町村と十分な協議を行

い、区市町村の過度な負担が生じることのないよう、確実に財源措置を講

じること。 
 
（４）乳がん検診の受診率と質の向上を目指すため、マンモグラフィ検診に関わ

る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が必要であること

から、平成２６年度以降も「がん検診従事者研修事業」を継続して実施し、

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。 
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（２）がん医療体制の充実 
（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＞ 
 平成２５年８月に「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」がまとめた報

告書には、拠点病院のない二次医療圏でもがん医療の均てん化を図るため、新た

に、地域のがん医療を担う「地域がん診療病院（仮称）」と拠点病院をグループと

して指定することなどが盛り込まれた。 
 がん診療連携拠点病院に対しては、相談支援センターの運営や院内がん登録等

を実施するための費用を、国と都が２分の１ずつ補助している（がん診療連携拠

点病院機能強化事業）。その中で国は、平成２４年度から、がん相談支援事業と院

内がん登録促進事業について、相談件数や院内がん登録の年間件数に応じた一定

の基準額を設けたため、多くの拠点病院は補助額が減額している。 
 また国は、平成２５年２月、全国で１５か所の小児がん拠点病院を指定し、小

児がん患者とその家族が安心して適切な医療や支援を受けられる環境整備を進め

ている。今後、１年後を目途に検討会を設置し進捗状況を検証することとしてお

り、今回指定に至らなかった病院の追加認定や、特定の領域で突出した実績を持

つ医療機関の位置付けについても検討する必要がある。 
 さらに、がん治療連携計画策定料の算定要件が、入院中又は退院した日から起

算して３０日以内にがん患者の治療計画を作成し、患者に説明し文書により提供

するとともに、退院時又は退院した日から起算して３０日以内に連携医療機関に

（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）拠点病院のない二次医療圏を中心とした地域がん診療病院（仮

称）及び特定領域で高度な診療機能を持つ医療機関と拠点病院

とのグループ指定制度を創設するに当たっては、都道府県が独

自に整備を進めてきた体制を十分に尊重すること。 

（３）がん診療連携拠点病院機能強化事業について、拠点病院の取

組実績を適切に評価する制度に見直すこと。 

（４）小児がん拠点病院について、追加認定等を検討するに当たっ

ては、小児がん医療の実態など、地域の特性を十分に反映した

指定を行うよう検討すること。 

（５）がん診療連携計画策定料の算定要件の緩和を行うこと。 

（６）専門医や医療従事者の養成・確保策の拡充を図ること。 

（７）がん患者の就労継続に対する具体的な支援策を検討すること。



- 288 - 

 

患者の診療情報を文書により提供した場合に限られており、退院後３１日以上経

過して外来を受診した患者や、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。 
 あわせて、放射線療法、化学療法、手術療法及び緩和ケアに関する人材を育成

し、集学的治療や早期からの緩和ケアを推進していくことが重要であるが、必要

な人材は不足している。 
 がん患者の支援については、国は、がん患者の治療と職業生活の両立を支援す

るため、拠点病院の相談支援センターに社会保険労務士等の相談員を配置し、相

談支援や情報提供を行うこととしているが、就労継続に対する具体的な支援策が

示されていない。 
 
＜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）拠点病院のない二次医療圏を中心とした地域がん診療病院（仮称）及び特

定領域で高度な診療機能を持つ医療機関と拠点病院とのグループ指定制度を

創設するに当たっては、都の東京都認定がん診療病院及び東京都がん診療連

携協力病院など、都道府県がこれまで独自に整備を進めてきた体制を十分に

尊重すること。 
 
（３）がん診療連携拠点病院が相談支援センター機能の一層の強化や質の高い院

内がん登録に取り組めるよう、単なる相談件数だけで評価するのではなく、

取組実績に見合った基準額を設定するなど、適切に評価する制度に見直すこ

と。 
 
（４）小児がん拠点病院について、今回指定に至らなかった医療機関の追加認定

や、特定の領域で突出した実績を持つ医療機関の位置付けについて１年後を

目途に検討することとしているが、検討する際には、人口規模や小児がん医

療の実態など、地域の特性を十分に反映した上で、適切な指定が行われるよ

う検討すること。 
 
（５）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・連携医療機

関への情報提供等の要件を、退院した日から起算して３０日以内に限定しな

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。 
 
（６）放射線療法、化学療法、手術療法及び緩和ケアに関わる専門の医療従事者

の養成・確保策の一層の拡充を図ること。 
 
（７）がん患者の治療と職業生活の両立を支援するため、就労継続に対する具体

的な支援策について検討すること。 
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（３）がん登録の推進 
（提案要求先 厚生労働省） 
（都 所 管 局 福祉保健局） 

 
＜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。 
 現在、超党派の国会議員が、全国的ながん登録制度の構築に向け、平成２５年
秋に開かれる臨時国会に法案提出を目指しているが、全国統一のがん登録の実施
に当たっては、以下の点を十分に踏まえる必要がある。 
 
（１）これまで「地域がん登録」で収集したデータを継続的に活用しなければ、

精度の向上を図ることが難しい。  
（２）がん登録に携わる医師等専門職の人件費や医療機関における届出に必要な

体制整備に係る経費など、実施に当たっては十分な財政措置が必要である。
特に、がん登録には高い専門性ととともに秘密保持が必要なため、人材の確
保と育成に十分な配慮が不可欠である。  

（３）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に得られていない。 

 
＜具体的要求内容＞ 
（１）全国統一のがん登録において、地域がん登録で収集したデータを継続的に

活用できるよう、必要な措置を講じること。また、現行の地域がん登録を継

続する間においても、必要な財政措置を講じること。  
（２）医療機関における届出に必要な体制整備や、がん登録業務に従事する人材

の確保及び資質の向上を図るため、必要な措置を講じること。  
（３）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。 
 
（４）がん教育の実現 

（提案要求先 厚生労働省） 
（都 所 管 局 福祉保健局） 

 
＜現状・課題＞ 
「がん対策推進基本計画」において、分野別施策として、新たにがん教育が位

置付けられた。この中で、子供に対する教育活動の５年以内の実施を目標として
いるが、効果的な実施に当たっては、関係省庁間での連携が必要である。 
 
＜具体的要求内容＞ 
関係省庁間で十分な連携を図り、がん教育のあり方を検討するとともに、がん

教育の取組の実態を踏まえた効果的な対策を講じること。 

 全国的ながん登録制度の構築に向け、財政支援をはじめ、必要な

措置を講じるなど、積極的に推進を図ること。 

 がん教育の実現に向け、関係省庁間で十分な連携を図り、効果的

な対策を講じること。 
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７ 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。 
 一方、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・多様化する中、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。特に救急搬送に占める割合が増加している高齢者については、入

院期間が長期化するなどの懸念から医療機関が受入れを躊躇することもある。 
 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、平成２２年７月には全都での運用を開始

した。東京ルールでは、搬送先選定困難者の受入調整に中核的役割を担う東京都

地域救急医療センターを現在８０施設指定しており、救急患者の迅速な受入体制

を確保している。  
 国は平成２６年度から、救急医療体制の強化として、長時間搬送先が決まらな

い救急患者を受け入れる医療機関に財政支援を行う「搬送困難事例受入医療機関

支援事業」を開始するとしているが、具体的な補助条件等については明らかにさ

れていない。 
 また、平成２４年度に新設された「夜間休日救急搬送医学管理料」では、深夜

や休日、土曜日の午後については算定対象となるものの、平日の準夜帯（午後６

時から午後１０時まで）は算定できないなど十分なものとは言えない。実際に、

救急搬送される患者のうち約２割が当該時間帯である。 
 さらに、都では、東京消防庁が保有する消防ヘリコプターに救急医療用の医療

機器等を準備するとともに、医師が搭乗し救急現場に向かい、現場等から医療機

関に搬送するまでの間、患者に対し医療処置を行うヘリコプターの運用を行って

いるが、こうした運用形態は、国が実施するドクターヘリ導入促進事業補助金の

補助対象となっていない。 
 今後とも、迅速・適切な救急医療を確保するため、診療報酬の改善や医師確保

対策の推進、補助の充実などの国の取組を更に進めていく必要がある。 

（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。 
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＜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。特に救急医療機関の高齢者受入れが円滑に行えるよう検討を

進めること。 
 
（２）救急医療の整備については、医療提供体制施設整備交付金及び医療提供体

制推進事業費補助金において、十分な財源を確保すること。 
 
（３）新たに開始する搬送困難事例受入医療機関支援事業については、大都市に

おける救急搬送の実態等を踏まえた実効性ある支援策とするとともに、十分

な財源を確保すること。 
 
（４）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。 
 
（５）平成２４年度の診療報酬改定において新設した「夜間休日救急搬送医学管

理料」については、平日の準夜帯についても算定の対象とするなど、救急搬

送患者を積極的に受け入れる二次救急医療機関を支援すること。 
 
（６）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。 
 
（７）医療機関が救急患者等の受入れに伴って発生する未収金などによる不利益

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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８ 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病床に係る補助単価

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

おける医師等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、

いまだ十分とは言えず、特に新生児を専門とする医師は１施設当たり常勤医が平

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、都はＮＩＣＵの整備を進めているものの、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、集中治療を脱した後も円滑に退院できない状況が、ＮＩＣＵの満床状態を解

消できない要因の一つとなっている。 
 在宅療養等へ円滑に移行するためには、ＮＩＣＵ入院児支援コーディネーター

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等を確保するため、

補助制度などの仕組みについて改善を図ること。特に厳しい状況にある新生

児科医については、育成策を充実させること。  
（３）ＮＩＣＵ入院児支援コーディネーターの配置促進や、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、円滑な退院や在宅生活に必要な支援

を充実させること。  
（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更に充実させること。 

（１）周産期母子医療センターに対するＮＩＣＵ運営費に係る補助

基準単価について、地域の実情に応じた設定ができるよう、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長期入院児の在宅移行に向けた施策について、財政

支援を図ること。 
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９ 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＞ 
 平成２４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。 
 重篤な小児の救命救急医療及び集中治療については、小児救命救急センターに

対する運営費補助のほか、新たに診療報酬としても評価されたが、実質的には多

額の持ち出しが見込まれている。小児救命救急センターは、小児救急患者を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９４パーセントを占めていることから、緊急度の高

い患者に対する迅速かつ適切な医療提供のためのシステムの普及が図られる必要

がある。 
 さらに、医療提供体制施設整備交付金や医療提供体制推進事業費補助金につい

て、地域の実情に合った小児救急医療体制の整備を進めるためには、現行制度を

より柔軟に活用できるよう、補助対象の拡充等が図られる必要がある。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）小児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、都の行う小児科医師の確保・育成策に恒常的な支援等を行うこと。  
（２）初期、二次、三次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、迅速な医療提供につなげる「トリアージシステム」の普及を

進めるため、院内研修など、実施に必要な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。 

（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、小児救急医療に係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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１０ 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＞ 
 医療提供体制施設整備交付金は、都における医療機能の整備・充実を推進する

上で、必要不可欠なものであるが、施設整備事業に係る算定基準は、大都市の地

域特性が十分に反映されたものとなっていない。 
 加えて、平成２３年度以降、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

充当できない事態となった。平成２５年度においても各都道府県の事業計画書の

要望額の総額が予算額を超過したため、国は上限額を設定した。そのため、事業

実施を断念する病院もあり、医療機関の耐震化整備等が進まない状況にある。 
 
＜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図るとともに、災害対策を一層促進するため、医

療提供体制施設整備交付金の財源を確保し、地域特性に配慮した算定基準とする

など更なる充実を図ること。 
 
 
 

 医療提供体制施設整備交付金について、財源を確保するとともに、

更なる充実を図ること。 
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１１ 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＞ 
 平成２４年４月の診療報酬改定において新設された「感染防止対策加算２」は、

小規模の医療機関にとっては、依然として施設基準が厳しく、感染防止対策チー

ムの構成に必要な臨床検査技師を配置できない医療機関があるなど、実効性に欠

けるものである。また、算定できるのが入院初日のみとされていることから、結

果として、入院が長期となる慢性期患者への対応の評価が低くなっている。 
 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

設置のほか、ネットワーク構築や相互支援体制の構築のための取組（研修・情報

交換等の実施）が補助対象とされた。しかし、実施主体が都道府県単位となって

いるため、多くの病院を有し、地域の実情に応じて複数のネットワークを構築す

る必要がある、大都市の実情を反映したものとなっていない。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）入院初日のみ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。また、「感染防止対策加算２」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て、実情に即した診療報酬体系とすること。 
 
（２）「院内感染地域支援ネットワーク事業」においては、二次保健医療圏も補助

対象とするなど制度の拡充を図ること。また、多くの病院を有する大都市の

実情に応じた基準額とすること。 
 

（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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８ 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＞ 

 ウイルス性肝炎は、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査の受検

促進や、検査体制などについて充実を図る必要がある。現在、健康増進事業及び

特定感染症検査事業により区市町村及び保健所において肝炎ウイルス検査を実施

しているが、補助基準額が実際の検査に係る経費に見合っていない状況である。 

 国は平成２０年４月に医療費の助成制度を創設し、更に医療費助成の対象とな

る治療法を拡充したが、低所得者に対する配慮が十分ではない。 

 Ｂ型肝炎については、いまだウイルス排除の可能な薬剤は開発途上にあり、Ｃ

型肝炎については、新薬が開発されているものの、依然として難治症例があるこ

とからも、今後も引き続き、ウイルス性肝炎の根治を目指し、研究・開発を推進

していく必要がある。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）肝炎ウイルス検査の受検を促進するため、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査実施については実態に合わせて十分な財政

措置を講じること。 

（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、

地方自治体に超過負担が生じることのないよう、確実な財政措置を講じるこ

と。 

（５）ウイルス性肝炎の効果的な治療法の研究・開発を推進すること。 

（１）肝炎ウイルス検査の受検を促進するため、検査の必要性を普

及啓発するとともに、検査実施に係る十分な財政措置を講じる

こと。 

（２）医療費助成は低所得者の経済的負担に配慮し、確実な財政措

置を講じること。 

（３）ウイルス性肝炎の効果的な治療法の研究・開発を推進するこ

と。 
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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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９ 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 法務省・厚生労働省・国土交通省） 

（都所管局 福祉保健局・港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

都民の生命や健康に重大な影響を及ぼすおそれのある新興・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、

具体的な方策が十分に示されていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）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。 

 

（２）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。 

 

（３）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、必要な対策を講じること。 

 

（４）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・再興感染症をはじ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＞ 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」という。）は、国民の

生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小とすることを

目的として、国、地方公共団体等の責務、体制整備や、緊急事態発生の際の医療

提供体制、社会的規制等について定めているものである。 

本年４月に特措法及び政省令が施行され、同年６月に政府行動計画及びガイド

ラインが策定された。しかし、重症患者等の発生に備えた医療提供体制の確保に

係る具体的な内容や予防接種に係る実施要領等、各自治体が対策を講じるために

必要な基準等は示されていない。 

また、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄については、薬剤の有効期限の長期

化及び備蓄品目の追加に係る検討を踏まえた備蓄計画の見直しや、廃棄処分に関

する考え方の整理が必要である。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）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。 

（２）住民や登録事業者に対する予防接種については、接種対象者や具体的な接

種計画を国民に対して十分に説明するとともに、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、都道府県や区市町村が速やかに予防接種の実施・協力体制を構築で

きるよう、接種対象者の範囲や具体的な実施方法に関する基準等を速やかに

策定すること。その検討状況については、逐次情報提供するとともに、事前

に自治体関係者と意見交換を行うこと。 

さらに、短期間に必要な量を確保できるよう、ワクチンの生産体制を早急

に整備し、国の責任において必要な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こと。 

また、備蓄計画については、薬剤の有効期限延長の状況や薬剤耐性ウイル

スへの対応の必要性、国内の製造供給体制の整備状況を勘案して見直すこと。

あわせて、備蓄薬を使用期限到来前に放出できるよう条件緩和するなどの具

体的対応策を国において検討し、廃棄処分に関する考え方を改めて示すこと。 

廃棄処分に係る必要な財源については、国の責任において措置を講じるこ

と。 

（４）新型インフルエンザ対策に万全を期するため、特措法及び「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。 

国は、医療提供体制の確保、予防接種体制の確立、抗インフルエ

ンザウイルス薬やワクチン等医療物資の備蓄及び供給体制など、保

健医療体制全般にわたり整備を進めること。また、国の責任におい

て必要な財源措置を講じること。 
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１０ 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 消費者庁・厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 
＜現状・課題＞ 

我が国が輸入する食品は増加し、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。 

平成２５年６月、包括的かつ一元的な制度として食品表示法が公布された。し

かし、加工食品の原料原産地表示や遺伝子組換え表示等は検討課題とされており、

監視体制や違反等の措置などの詳細についても明らかにされていない。今後、食

品表示の適正化に向けて、表示内容を分かりやすいものとするとともに、国と地

方自治体との役割分担を明確にし、監視･指導や違反に対する措置について効果

的・効率的な運用が行われることが必要である。 

近年、委託製造の増加など食品の製造形態が多様化しており、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。 

平成２５年６月に閣議決定された日本再興戦略では、食品の輸出促進を掲げて

いる。現在、食品の輸出に係る施設の認定、選定又は登録、衛生証明書の発行に

ついては、国の通知に基づき多くの事務を地方自治体が行っているが、証明事務

は、相手国により証明内容が異なるなど煩雑化している。今後、食品の輸出増加

が見込まれる中で、これらの事務については、法令を定め、地方自治体の役割を

明確にする必要がある。 
 
＜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）食品の表示制度については、消費者や事業者にとって分かりやすい内容とす

るとともに、国と地方自治体との役割分担を明確にし、監視指導や違反等の措

置などについて、効果的･効率的な運用ができるよう制度の構築を図ること。 

（３）食品衛生法等について、以下の必要な見直しを行うこと。 

   ① 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等に

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。 

② 食品の輸出に係る施設の認定、選定又は登録、衛生証明書の発行につい

て、法令で地方自治体の役割を明確にするとともに、地方自治体で行う場

合にあっては、必要な財政措置を講じること。 

（１）輸入食品の監視体制の充実を図ること。          

（２）食品の表示について、分かりやすい内容とするとともに、効

果的･効率的な運用ができるよう制度の構築を図ること。 

（３）食品衛生法等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１７．７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、合併症を有する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。 

平成２４年度診療報酬改定において、服薬確認の実施や保健所との連携などを

要件に入院基本料の改善が図られた。また、結核病棟ユニット化設備整備事業が

新たに創設された。しかし、合併症を有する患者の受入れや、外来での服薬指導

等はいまだに診療報酬で評価されていない。 

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）行政的医療である結核医療を維持するため、専門的かつ多様な医療が必要

とされる患者への対応や外来診療の評価を充実するなど診療報酬の更なる改

善やその他必要な対策を講じること。 

 また、専門的医療に対応可能な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、乳幼児等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。 

厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会の第二次提言においては、七つのワ

クチンについて広く接種を促進していくことが望ましいとされ、ＨＰＶ等３ワク

チンが定期接種に追加されたが、水痘等の４ワクチンに関する今後の見通し等は

明らかにされていない。また、ＨＰＶワクチン等の定期接種化等の際においては、

準備期間が短く、各自治体は対応に苦慮した。 

定期接種を円滑に実施するためには、新たに予防接種法に位置付けられた「予

防接種・ワクチン分科会」において審議されることとなる「予防接種施策の総合

的な推進を図るための計画」において、定期接種ワクチンの追加を含めた中長期

的な展望を早期に示すことが必要である。 

一方、定期接種ワクチンの増加等により、接種の組合せの複雑化、地方自治体

の財政支出の増大等の問題が懸念されている。 

また、予防接種による健康被害への不安の訴えや、予防接種の有効性・安全性

に関する十分な情報提供を求める声もあることから、これらに適切に対処し、国

民の理解を求めていく必要がある。 

現在、風しんの流行が長期化し、先天性風しん症候群の発生が危惧される状況

が継続していることから、国民への啓発や患者の多数を占める定期予防接種の機

会がなかった年齢層に対する対応などの中長期的な視点での対策が必要である。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１）定期接種ワクチンの追加に関する計画等、予防接種施策に関する中長期的

な展望を早期に提示するとともに予防接種の意義やリスク等について、国民

等への十分な情報提供を行っていくこと。 

   また、新たに設置された「予防接種・ワクチン分科会」において、感染症

の発生状況、ワクチンの開発状況、予防接種の有効性・安全性に関する知見

の集積等の状況を踏まえ、既存の対象疾病・ワクチンも含めた予防接種制度

全般に関する検証を継続的に行っていくこと。 

 

（２）定期接種ワクチンの追加など予防接種制度の見直しを行うに当たっては、

以下の点に十分に配慮して行うこと。 

① 継続的・安定的に定期接種が行えるよう、国の責任において実施に必要

な財源を確保すること。 

 

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

とともに、継続的・安定的な制度を構築すること。 
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② ワクチンの安定供給対策を十分に講じるとともに、価格抑制のための取

組を行うこと。 

③ 被接種者の負担軽減や接種スケジュールの緊密化の緩和等のため、混合

ワクチンの開発を促進すること。 

④ ワクチンの有効性や安全性を十分に検証し、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こと。また、ワク

チン接種後に重い副反応が生じた場合に適切な医療を受けられる体制を整

備するなど、安心して予防接種を受けられる環境整備を行うこと。 

⑤ 制度の変更点とともに予防接種の重要性等について、広く国民の理解を

得るための普及啓発を強化すること。 

⑥ 実施主体である地方自治体の準備期間に十分に配慮し、早期の情報提供

を行うこと。 

 

（３）風しんの流行を防ぎ、また、先天性風しん症候群の発生を防止するため、

以下の対策を講じること。 

① 風しん及び先天性風しん症候群に関する国民への情報提供及び普及啓発

に一層努めるとともに、妊娠を予定又は希望している女性に対し、抗体検

査や予防接種の機会を提供するなど必要な対策を早急に実施すること。 

② 先天性風しん症候群の発生防止を目的として地方自治体が行う対策につ

いて、財政措置を講じること。その際は、地方自治体が抗体検査や予防接

種等の取組を実施している現状を踏まえ、効果的に対策に取り組めるよう

配慮すること。 

③ 予防接種を含めた風しん予防の重要性についての国民への普及啓発や、

定期予防接種の機会のなかった年齢層及び機会を逸した者に対する必要な

対策を進めるため、風しんに関する「特定感染症予防指針」を早期に策定

し、中長期的な取組の方向性を示すなど、必要な措置を講じること。 
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４ 違法（脱法）ドラッグに係る監視指導対策の強化 

 （提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 近年、違法（脱法）ドラッグの安易な使用によるものと疑われる健康被害事例

が全国的に多発している。 

これらの製品は、麻薬、大麻等に類似する成分を含有しながら、既存法令の規

制を受けない場合が多く、薬事法の指定薬物に該当する場合であっても、使用及

び所持規制が講じられていないこと等から、若年層を中心に全国的に乱用が拡大

していると推測される。 

  都は、平成１７年４月に「東京都薬物の濫用防止に関する条例」を施行し、店

舗やインターネットでの買上調査を行い、違反薬物が発見された場合は販売中止

や回収等を指示するとともに、都民への注意喚起を行ってきた。未規制の薬物が

確認された場合には、化学構造式や人体への健康影響を解明するとともに、国や

他自治体に対して情報提供するなどの対応を行っている。 

しかしながら、規制薬物の化学構造式を一部改変した未規制薬物が次々と海外

から流入し、死亡例を含む健康被害が後を絶たない状況である。 

 昨年度、国は、成分構造が類似しているものを一括で規制する「包括指定」を

開始したが、指定は一部にとどまっている。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１）包括指定を更に進めること。また、各自治体が試験検査を確実に実施でき

るよう、分析に係る研修などの必要な技術的支援及び財政措置を講じること。 

 

（２）麻薬や覚醒剤等と同等の作用を有することが科学的に明らかな薬物につい

ては、薬事法指定薬物ではなく麻薬等として指定するなど、所持及び使用規

制を強化すること。 

 

（１）包括指定を更に進めるとともに、各自治体における試験検査

体制の整備を支援すること。 

（２）麻薬や大麻、覚醒剤等と同等の作用を有する薬物については、

速やかに麻薬等に指定するなど、取締りを強化すること。 
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１１ 放射能による健康影響に係る検査体制等の整備

 
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＞ 
 国は、食品中の放射性セシウムについて、食品衛生法に基づく基準値を設定し、

平成２４年４月１日から施行した。 
  基準値の施行に際し、放射性セシウムのスクリーニング検査については、対象
食品並びにスクリーニングレベル及び検査機器の性能要件を改正し、地方自治体

に通知した。 
さらに国は、平成２５年３月１９日、直近１年間の検査結果を踏まえて、地方

自治体における検査計画の対象品目等を改正しており、これらの通知に基づき、

各自治体においてモニタリング検査を確実に進めるためには、引き続き国による

技術的支援及び財政措置が必要である。 
 また、国においては、国立医薬品食品衛生研究所等でモニタリング効果の検証

研究を実施しているのみである。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）食品衛生法に基づく基準値を踏まえ、食品中の放射性物質の検査が各自治

体等で確実に実施できるよう、技術的支援及び財政措置を講じること。 
 
（２）広域的に流通する食品については、国においても計画的に検査を実施し、

その安全性を確保すること。 
 
 
 
 
 
 

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、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２４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、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。 



８　 生活・産業

307

８
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１ 国家戦略特区としてのアジアヘッドクォーター

特区の推進 

 

（提案要求先 内閣官房・内閣府・経済産業省） 

（都所管局 知事本局） 

 

＜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等により日本

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、グロー

バル企業のアジア本社や研究開発拠点を戦略的かつ重点的に呼び込み、集積を促

進するための積極的な取組が必要である。 

都は、我が国の持続的な経済成長のエンジンとなるべく、国際戦略総合特別区

域として「アジアヘッドクォーター特区」が内閣総理大臣の指定を受け、外国企

業誘致のための取組を順次実施している。 

こうした中、国は、日本経済再生に向けた「三本目の矢」として、安倍総理を

議長とする産業競争力会議において策定した新たな「成長戦略」を平成２５年６

月１４日に閣議決定している。 

「成長戦略」においては、大都市の国際競争力を高めるため、大胆な規制改革

を実施する考えの下、その突破口として「国家戦略特区」を創設するとしている。 

 日本の心臓である東京は、「国家戦略特区」としての「アジアヘッドクォータ

ー特区」のバージョンアップに向けた法人実効税率の引下げや規制緩和等の提案

を９月１１日に行っている。さらに、都としては、国家戦略特区が実効性のある

制度となるよう、１０月１６日に国に対して、税制措置の充実など国家戦略特区

関連法案の整備に係る緊急要望を行ったところである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

我が国を「世界で一番ビジネスがしやすい国」とする成長戦略は、東京抜きに

は考えられない。「国家戦略特区」として「アジアヘッドクォーター特区」をバ

ージョンアップするために必要な、大胆な規制・制度改革に前向きに取り組むと

ともに、税制措置の更なる充実と要件の緩和を行うこと。 

併せて、医療や教育といった外国人が安心して生活できる環境整備や東京の交

通システムの利便性を国際水準に引き上げる取組などに必要な支援を行うこと。 

また、アジア拠点化立地推進事業費補助制度を柔軟に活用し、アジア拠点化推

進法の趣旨にのっとった都の取組における立地企業等に財政支援を行うこと。 

 アジア拠点化の推進を図る取組を実施するアジアヘッドクォー 

ター特区の国家戦略特区へのバージョンアップに対して必要な支援

を行うこと。 
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２ 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく看護師候補者 

及び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（Ｅ

ＰＡ）に基づき、平成２０年度から、外国人看護師候補者及び介護福祉士候補者

の受入れが行われている。また、平成２６年度より、ベトナム社会主義共和国か

らも候補者の受入れが開始される。 
平成２５年看護師国家試験の候補者の合格率は、９．６％と全体合格率８８．

８％に比べて依然低迷しており、介護福祉士国家試験においても、３９．８％と

全体合格率６４．４％に比べて低い状況にある。 
現在の制度では、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いる。帰国後も短期滞在により日本で国家試験を

再受験することが可能だが、現地では日本ほどのフォロー体制がないため、平成

２５年看護師国家試験の帰国者からの合格はなく、救済策として機能していると

は言い難い。多くの前途あるアジアの友好国の若者たちにとって、母国語と異な

る言語を用いて、努力して身に付けた知識や経験、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ている状況は、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、滞在期間に応じて日本語の習熟度が向上し、国家試験の合格率も高まっ

ているという状況を勘案し、看護師候補者及び介護福祉士候補者の滞在期間をこ

れまで以上に延長し、受験機会を十分に確保すること。その間、国は責任を持っ

て支援すること。 

経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく看護師候補者及び介護福祉士候

補者の国家試験の合格率の向上を図るため、渡日前の日本語教育を

充実させるとともに、滞在期間のさらなる延長により、受験機会を

拡大させるなど、受入体制の充実や要件の緩和を行うこと。 
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３ ＮＰＯ法人認定制度に係る対応 
 

（提案要求先 内閣府） 
（都所管局 生活文化局） 

 
＜現状・課題＞ 
ＮＰＯ法人の認定制度については、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法

律」の平成２４年４月１日施行により、ＮＰＯ法人の認定事務が地方に移管され
た。 
これに伴い、国は、事務移管に係る経費を地方交付税で措置したが、不交付団

体である都には所要額が交付されていない。 
また、事務移管は国税に関することを地方に委ねるという点で重要であること

と、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必
要である。 
施行された法律の附則第１９条では、法施行後３年を目途として、特定非営利

活動法人の認定に係る制度等について検討し、必要な措置を講じることを規定し
ているが、運用実態に応じた法改正等、随時修正を加え整備することが不可欠で
ある。  
＜具体的要求内容＞ 
（１） 平成２３年６月１４日の参議院内閣委員会で附帯決議された事項を尊重し、

新制度の運用開始後も、新たに所轄庁となった団体からの意見等も含め、運
用実態に応じて法改正等、随時修正を加えていくこと。 

（２）人件費等移管後の事務量の実態に見合う必要な財源を確実に措置すること。 
（３）認定事務及び指導・監督事務、条例の個別指定について以下のとおり改善

すること。 
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法人を指導・監督するため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 「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
にも影響を及ぼし得るものであるため、条例による個別指定を求めるとの
ことであるが、具体的な議決内容は地方議会の判断に委ねるよう改めるこ
と。 

④ 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、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。認
定の的確性の点から見直しを行うこと。 

（１）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

び各自治体の運用実態に応じて、法改正を含め、適切な措置を

十分に講じること。 

（２）事務移管後の適切な財源措置を講じること。 

（３）特定非営利活動促進法を適正に運用していくために必要とな

る制度改善に取り組むこと。 
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４ ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化 
 

（提案要求先 観光庁） 

(都所管局 産業労働局・港湾局・知事本局） 

 

＜現状・課題＞ 

近年では、シンガポール、韓国などアジア各国が、国家戦略として大規模なＭ

ＩＣＥ施設を整備するとともに、ＭＩＣＥの誘致・開催への支援や、その誘致に

おいて重要な要素となる新たな観光資源開発も行うなど、アジア地域における誘

致競争が激化している。 

したがって、我が国においてもＭＩＣＥブランド力を高め、ＭＩＣＥ開催を着

実に増やしていくことが重要である。そのためには、国と自治体が連携して主催

者にとって強いインセンティブとなる誘致・開催に係る経費助成などの支援制度

をより一層強化することが必要である。 

さらに、国や自治体はもとより、ＪＮＴＯ、コンベンションビューロー、企業、

国内主催団体などＭＩＣＥ分野に携わる関係団体が連携するとともに、マーケテ

ィング戦略の強化や、専門人材の育成など、ＭＩＣＥ推進施策を抜本的に拡充強

化することが必要である。 

なお、都の基本方針である「２０２０年の東京」では、アジアヘッドクォータ

ー特区が目標とする外国企業の誘致促進のため、臨海副都心を世界中からの人・

物・情報・技術が交流するＭＩＣＥ・国際観光拠点とすることを位置付けている

ところである。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国際会議等の誘致・開催を促進するため、誘致活動や開催経費等に対する

助成など、主催者や地方自治体のニーズを踏まえた支援策の強化を図ること。 

（２）ＭＩＣＥ市場動向を調査・分析し、競合国の動向や我が国において必要な

ＭＩＣＥ施設ニーズ等を的確に把握するなど、ＭＩＣＥ誘致に係るマーケテ

ィングを強化すること。 

（３）ＭＩＣＥ分野において国際的に通用する専門人材の育成を更に強化するた

め、必要な措置を講じること。 

（４）臨海副都心における国際会議場や展示場などのＭＩＣＥ施設を整備する民

間事業に係る経費を補助する制度を創設するとともに、ＭＩＣＥ誘致に資す

る新たな観光資源の開発を進める環境を整備すること。 

（１）国際会議等の誘致・開催に係る経費等の支援制度を強化する

こと。 

（２）ＭＩＣＥ誘致におけるマーケティング戦略を強化すること。

（３）ＭＩＣＥ分野に携わる専門人材の育成を強化すること。 

（４）臨海副都心におけるＭＩＣＥ・国際観光拠点の形成において、

民間事業者によるＭＩＣＥ施設の整備を促進するとともに、新

たな観光資源の開発環境を整備すること。 
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５ 統合型リゾート（ＩＲ）の整備推進 

 

（提案要求先 内閣府） 

（都所管局 産業労働局・知事本局・港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

都では、外国人旅行者の増加、都内産業のビジネス機会やイノベーションの創

出などを図るため、ＭＩＣＥ誘致を積極的に推進してきた。本年５月に改定した

「東京都観光産業振興プラン」においても、東京の観光産業振興を図るための重

要な戦略の一つに「ＭＩＣＥ誘致の推進」を位置付けており、東京の持つ強みを

活かした、より積極的なＭＩＣＥ誘致を展開していく必要がある。 

一方、アジア諸国においては、シンガポールや韓国などが、ＭＩＣＥ施設だけ

ではなく、ホテルやエンターテイメント施設、ショッピングモール、カジノ施設

等を含む統合型リゾート（ＩＲ）を整備するなど、官民一体となった施策を展開

し、ＭＩＣＥ受入数を順調に伸ばしている。 

先行する各国との競争を勝ち抜くためには、国を挙げたさらなる取組が必要で

ある。 

ＩＲは、国際観光拠点として有力な観光資源であり、新たなゲーミング産業と

してのカジノを他の施設と複合的に整備することは、東京の魅力を更に高めるも

のであり、また経済波及効果や雇用創出効果等が大いに期待できることから、我

が国においてもその整備を推進していく必要がある。 

しかし、現行法では、カジノは刑法の賭博及び富くじに関する罪で規制されて

いることから、国民の懸念を払拭し、カジノを含むＩＲの整備が可能となるよう

法整備を行う必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

ＩＲの整備を実現するために、所管省庁を定め、必要な法整備を早期に行うこ

と。なお、法整備に当たっては、以下の点について、留意すること。 

① 地域の実情に即したＩＲの整備・運営を可能にする仕組みとするなど、地

方自治体の意向を十分踏まえること。 

② 不正防止、組織暴力対策、マネーロンダリング対策、青少年への悪影響の

防止、ギャンブル依存症者対策などを制度化し、カジノ導入に伴い国民が抱

く懸念を払拭するよう努めること。 

③ ＩＲの運営に欠かせない専門的な知識や技術を有する人材を確保するた

め、人材育成などの制度を設けること。 

カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）の整備推進のために必要な

法整備を早期に行うこと。 
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参  考 

 

【国政の動向】 
自由民主党 ・ ｢公営カジノを考える会」（H13.12.06 発足） 

・ ｢カジノと国際観光産業を考える会」としてH14.6.5再発足 

・ ｢国際観光産業としてのカジノを考える議員連盟」としてH14.12.12

再々発足 

ゲーミング（カジノ）法・基本構想（案） (H16.6.15公表) 

・ 政務調査会観光特別委員会｢カジノ・エンターテイメント検討小委員

会」H18.2.15発足 

・ ｢我が国におけるカジノ・エンターテイメント導入に向けての基本方

針｣ (H18.6.16公表) 

超党派 ・ 「国際観光産業振興議員連盟（IR議連）」（H22.4.14発足） 

民主党、自民党、公明党、社民党、国民新党、みんなの党から参加

・ 「IR議連」（H25.4.24 再発足） 

  自民党、民主党、日本維新の会、公明党、みんなの党、 

生活の党、みどりの風から参加 
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６ 外国人旅行者の受入体制整備の拡充 

 

（提案要求先 金融庁・法務省・外務省・経済産業省・観光庁） 

（都所管局 産業労働局） 

 
＜現状・課題＞ 
 外国人旅行者誘致に向けた周辺各国との都市間競争が激しくなる中、都は、世

界の観光ブランド都市・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、外国人旅行者を増加させるための具体的な施策を展開している。 
２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けては、今

後、東京に対する世界からの注目がさらに高まることが予想される。外国人旅行

者の関心やニーズの高まりを実際の訪都旅行へつなげるとともに、滞在時の満足

度を高め、再来訪や更なる誘致を推進する上で、外国人旅行者に対する受入体制

の整備が一層重要となっている。 
国は、訪日外国人旅行者数３，０００万人を目標としているところであるが、

外国人旅行者の利便性並びに満足度の向上に向け、受入体制整備の促進、支援を

積極的に図っていくことが必要である。 
 

＜具体的要求内容＞ 
（１）外国人旅行者数のより一層の拡大を図るため、観光目的で来訪する旅行者

に対して、①短期滞在査証の免除措置、②査証発給対象者・地域の拡大、③

発給手続の円滑化・簡素化など査証発給緩和措置を行うこと。 
（２）外国人旅行者数のより一層の拡大を図るため、クレジットカード等の利用

の拡大とその利便性を向上させる環境整備を推進すること。 
① 支払手段としてのクレジットカード利用が一層進むよう、外国人旅行者

の利用が見込まれる中小規模の飲食店、ホテル・旅館、鉄道、タクシーな

どを中心に、普及促進を強く業界団体等へ働きかけること。 
② 外国人旅行者の消費行動における利便性を向上させるため、海外発行の

クレジットカードやキャッシュカードでキャッシングや現金引き出しが可

能な自動現金引出機の普及促進を強く業界団体等へ働きかけること。 

（１）観光目的で来訪する外国人旅行者に対し査証手続きの円滑

化・簡素化を行うこと。 

（２）外国人旅行者がキャッシュレス旅行を行えるための環境の整

備を推進すること。 

（３）外国人旅行者が利用しやすい無料の公衆無線ＬＡＮの整備を

推進、支援すること。 

（４）外国人旅行者の多様な文化・習慣に配慮した環境の整備を推

進、支援すること。 
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（３）国では、「観光ＩＣＴ化促進プログラム」により空港等での無料の公衆無

線ＬＡＮの整備を促進してきたが、国自らが、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ＬＡＮの整備が図られるよう、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。 
（４）食事や生活上の習慣に一定の要件がある外国人旅行者の利便性を向上させ

るため、外国人旅行者が多く集まる空港や鉄道ターミナル、観光施設などの

運営者等に対し、異なる文化・習慣に関する普及啓発を図るとともに、外国

人の多様な文化・習慣に配慮した環境整備に向けた支援を行うこと。 
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７ 中小企業者の円滑な資金調達の推進 

 

（提案要求先 内閣府・経済産業省） 

（都所管局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

国内経済は、経済政策や金融政策の効果などを背景に、投資や輸出の面で明る

さが見られるなど緩やかな景気回復の動きがあるが、その効果が中小企業者にま

で十分波及するまでには至っておらず、中小企業金融円滑化法の終了に伴う影響

についても引き続き注視していく必要がある。 

また、セーフティネット保証制度（５号）については、業況が回復していると

された約４割の業種が指定除外されており、指定業種であっても直近の売上高等

が企業認定基準から外れることがある。いまだ業況が回復していないにもかかわ

らず、支援が必要な中小企業者が本制度を利用できない事例も生じている。 

こうした経営支援への対応に加え、設備投資をはじめとする前向きな事業展開

や創業の促進など、新たな資金需要への対応も求められている。 

このため、中小企業者を取り巻く環境や経営の実情を十分に踏まえ、円滑な資

金調達が図られるよう万全の措置を講じる必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）中小企業金融円滑化法は平成２５年３月をもって終了したが、中小企業者

の資金調達に支障を生じないよう金融機関に対する円滑な資金供給を図るた

めの指導・監督等を継続するとともに、経営支援・事業再生支援の取組強化

をはじめとする支援の更なる充実を図るなど万全な措置を講じること。 

（２）中小企業者を取り巻く経営環境や実情を踏まえ、セーフティネット保証制

度(５号）の対象業種を的確に指定するとともに、企業認定基準の見直しを図

ること。 

（３）中小企業者の新たな資金需要に対応するため、創業関連保証に係る保証限

度額の引上げや機械設備等の流動資産担保保険に係る対象資産への追加な

ど、信用保証制度の充実を図ること。 

（１）依然として厳しい経営環境にある中小企業者の資金調達に支

障が生じないよう、万全な措置を講じること。 

（２）セーフティネット保証制度（５号）について、対象業種の的

確な指定や中小企業者の実情を踏まえた企業認定基準の見直し

を行うこと。 

（３）創業や設備投資など中小企業者の新たな資金需要に対応する

ため、信用保証制度の充実を図ること。 
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８ 都市農業・農地に係る制度の改善 

 

（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を供給するとともに、その生産基盤で

ある農地は、都市に残された貴重な空間として、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おり、このまま放置すれば、将来、東京から農地が消え、

良好な都市環境の形成に大きな支障を来すことが予想される。 

都市農業が継続され、農地がその役割を果たしていくためには、農地を都市に

有用な存在として明確に位置付け、都市農業の振興と都市農地の保全のための法

制度を整備するなど、政策の転換を図るとともに、都市農業・農地に係る制度改

善を行う必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）都市農業・農地の役割を都市政策と農業政策の両面から明確に位置付け、

都市農業の振興と都市農地の保全のための「基本法」を制定すること。 

 

（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  生産緑地指定の面積要件は、農業経営上の必要性などを考慮して引き下

げること。 

② 農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りについて、相続税納税

猶予が適用される「特定貸付け」制度を生産緑地においても利用できるよ

うにすること。 

③ 納税猶予制度を一定の土地利用制限のもと、農業経営に必要な農業用施

設用地や屋敷林等にも拡大するなど、相続税の軽減措置を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）都市農業・農地の位置付けを明確にし、基本法を制定すること。

（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  

○ 後継者に農地を引き継ぐための税制の特例

・終生営農の義務、生産緑地は貸し借りを行うと

猶予の期限が確定 

・農地（生産緑地）のみが対象 

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、農業が継続され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  ・貸し借りすると納税猶予が適用されない 

・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 

現行の都市農業・農地に係る制度と課題

■ 制度 

○ 都市農業・農地の位置付けを明確にし、基本法を制定すること 

○ 生産緑地制度と相続税制度の改善を行うこと 

・生産緑地の指定面積要件の引下げ 

・「特定貸付け」制度の対象を生産緑地に拡大 

・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

● 都市農業は、新鮮で安全な農産物を供給するとともに、その生産基盤である

都市農地は、様々な機能を併せ持つ都市の貴重な財産 

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1,200ha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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○ 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
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９ 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）漁業をはじめとする経済活動を推進する上で必要な電力の具体的確保方策

等について検討を行うこと。 

 

（５）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。 
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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

梅市内のウメにおいて初めて確認された。その後の調査により、八王子市、あき

る野市、福生市、羽村市、日の出町、奥多摩町、足立区、昭島市及び小平市にお

いてもＰＰＶ感染樹が確認されており、感染樹が多い地域を防除区域と定め、継

続して調査、感染樹等の廃棄を実施してきた。 

しかしながら、平成２５年度の発生調査においても、前年度までに廃棄を終了

した地域から新たな感染樹が確認されるなど、いまだに根絶ができない状況であ

る。 

既に都内での発生から４年を経過しており、農業や観光など地域経済への影響

が大きいことから、ＰＰＶの早急な根絶に向けて取り組んでいく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

ＰＰＶの緊急防除の早期完了と産業復興に向けて、防除区域内の全ての園地の

調査、及び感染が確認された全ての植物の処分等の、適切な防除対策を実施する

ための予算、人員・体制を確保すること。 

 

１０ ウメ輪紋ウイルス（プラムポックスウイルス）の 

緊急防除 

緊急防除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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１１ 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２４年６月１日現在の障害

者雇用率は１．６６％と依然として法定雇用率を下回っているものの過去最高を

更新し、雇用障害者数も過去最高となり、特に精神障害者は大きく増加している。 

さらに、平成２５年４月から法定雇用率が引き上げられ、就労準備性や地域生

活支援について解決すべき課題が多い障害者の雇用が増加する中、障害特性に応

じた支援等の充実がより一層必要である。 

障害者の雇用支援のためには、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。 

また、法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加えることなどを内容とする改正

障害者雇用促進法が成立したことから、今後は、企業に対する更なる支援策が必

要となる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）都内の障害者就業・生活支援センターは精神障害者の利用者が多く、精神

障害者の就職が増える中で、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）中小企業等これから障害者雇用を進める企業あるいは、一般就労を目指す

障害者にとって、職場体験実習やトライアル雇用等相互理解できる機会が必

要であり、施策の充実を図ること。 

（３）障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業は、特に知的障害者や精神障害

者の一般就労を促進するに当たり効果的であることから、充実を図りつつ継

続して実施すること。 

（４）障害者の雇用の促進を図るため、変更された法定雇用率が遵守されるよう、 

周知徹底を図ること。 

 

 

 
 

（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）企業と障害者の相互理解を促進する施策を充実させること。

（３）障害者の態様に応じた多様な委託訓練の充実を図ること。 

（４）法定雇用率が遵守されるよう、周知徹底を図ること。 
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参  考 

 
 

【東京都内の障害者の解雇状況】 

  
平成２２年度 平成２３年度 平成２４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 46 50 12 25 12 34

第２四半期 19 20 18 58 16 30

第３四半期 23 27 15 52 16 29

第４四半期 20 23 14 18 16 22

年 度 計 108 120 59 153 60 115

 

【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２４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２４年度 

 

２２年度 

（参考） 

２３年度

（参考） 

ワーキング 

・トライ 

平成14年 

5月7日 
7 2 9 292 252 261

アイ－キャリア 
平成16年 

4月1日 
3 2 5 330 251 298

オープナー 
平成18年 

4月1日 
4 2 6 220 175 220

ＷＥＬ’Ｓ 

ＴＯＫＹＯ 

平成19年 

4月1日 
2 2 4 271 163 210

ＴＡＬＡＮＴ 
平成20年 

7月1日 
3 2 5 166 109 126

けるん 
平成23年 

7月1日 
2 2 4 60 ― 27

センター計  21 12 33 1,339 950 1,142
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１２ 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＞ 

新規学卒者の就職環境は、改善が見られるものの依然として厳しく、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、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、依然として厳しい雇

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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１３ 豊洲新市場整備等に対する交付金の確実な措置

 

（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、消費者の食の安全・安心の確保や品質管理

の高度化、物流機能の効率化など劇的に変化している。このような変化の中で、

卸売市場が、今後も生鮮食料品等流通における中心的な役割を担っていくために

は、卸売市場の持つ公共的役割を踏まえて機能強化を図っていく必要がある。 

 なかでも築地市場は、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

を果たしているが、開場から７５年以上が経過し、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・衛生管理を備えた新たな基幹市場として、平成２７年度の完成を予定

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

の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２４年度決算において約６２億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。 

豊洲新市場をはじめとした東京における卸売市場の整備は、都民のみならず国

民全体の利益につながるものであり、国による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。 

豊洲新市場整備等卸売市場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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１４ 「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化

 
（提案要求先 内閣官房・総務省・外務省・厚生労働省・経済産業省） 

（都所管局 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

約３％、料金徴収率９９．９％など、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（ＴＳＳ）やＴＳＳが設立した東京水道インター

ナショナルとともに「国際貢献ビジネス」に取り組んでいる。 
「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当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。 
また、水道事業には、浄水場や水道管路など大規模な施設が必要であり、その

整備や改善に長い時間と多くの資金が必要となる。特に途上国では水道事業体の

財政基盤が脆弱なため、事業化に当たり資金の補助が必要である。 
これまで、内閣官房にパッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合や経協イン

フラ戦略会議を設置し、在外公館においてインフラプロジェクト専門官を設置す

るなど、国においても取組が進められてきた。しかし、今後も「国際貢献ビジネ

ス」を着実に実施していくには、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、公的保証制度の拡充、海外活動に対する諸

条件の整備、政策金融支援の改善、特にＯＤＡの戦略的展開など、効果的に体制

及び制度の整備等に速やかに取り組むことが必要である。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）国際貢献ビジネスに関する各省・関係機関の更なる連携の強化を図るとと

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。 
（２）事業展開に係る現地活動への支援強化が図られてきたが、一層の効果的な

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）政策金融支援の改善、公的保証制度の拡充を図ること。特に、地方自治体 

の国際展開支援に資する無償資金協力の活用拡大など、調達条件においてタ 
イド条件を適用できるＯＤＡを戦略的に展開し、日本企業への発注につなが 
るような事業推進を図ること。 

（４）地方公営企業附帯事業の対象範囲の一層の明確化などを図ること。 
 

 「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講じること。 
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参  考  

＜ＯＥＣＤ開発援助委員会諸国の二国間政府開発援助のタイイング・ステータス＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＯＥＣＤ開発援助委員会諸国の贈与比率＞ 

 

※２０１２年版 政府開発援助（ＯＤＡ）白書より 



９　 スポーツ・青少年・教育

327

９
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１ ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会開催への全面的支援 
 
（提案要求先 内閣官房・財務省・文部科学省・厚生労働省・国土交通省･観光庁） 
（都所管局 スポーツ振興局・知事本局・都市整備局・産業労働局・建設局） 

 
＜現状・課題＞ 
 今年９月７日に行われたＩＯＣ総会において２０２０年オリンピック・パラリ

ンピック競技大会が東京で開催されることが決定した。 
２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催は、日本が停滞

から抜け出し成長へと転換を果たす大きな原動力となるものである。また、被災

地の復興をさらに加速させ、ハードのみならず、「心の復興」をも成し遂げること

で、日本全国に自信と希望を行き渡らせるものとなるとともに、子供たちにとっ

ては人生の記憶に残るかけがえのない財産となる。 
 今後は、アスリートはもとより、世界中の人々の高い期待に応え、大会を確実

に成功に導くため、国を挙げた開催支援体制を早急に構築し、着実に準備を進め

ていくことが必要である。 
とりわけ、大会の成功には、大会開催に向けた準備、大会組織委員会への支援、

競技会場をはじめとするインフラ整備、受入態勢の整備、その他国の施策に関連

する事項に係る全面的な協力など、国の全面的支援が不可欠である。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）大会開催に向けた準備や、今後策定する大会開催基本計画等に関し、国の

施策に関する事項について確実に実施すること。 
（２）大会開催に係る国の所管事項について、関係省庁間の円滑な連絡調整を図

るため、閣僚級等により構成される「東京オリンピック・パラリンピック競

技大会準備対策協議会（仮称）」を早期に設け、国としての協力体制を確立す

ること。 
（３）一般財団法人として設立が予定されている大会組織委員会に課税される地

方税や大会組織委員会に対する企業等からの寄附等について、設立後、速や

かに税制上の優遇措置を講じるとともに、大会組織委員会に対して必要な支

援を行うこと。 
（４）大会に関連するインフラ整備に関し、国の所管分について着実に整備を進

めるとともに、都整備分については積極的な財政支援を行うこと。 
（５）スポーツ基本法第２７条に基づき、大会の開催に必要な補助金を交付する

とともに、大会開催に必要な資金に対してスポーツ振興くじ助成金を交付す

るよう必要な措置を講じること。 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向

け、国を挙げて全面的に支援すること。 
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（６）大会開催に向けて外国人旅行者の受入態勢を整備し、その利便性の向上を

図ることが重要であることから、その方策の１つとして、公共交通、道路、

観光施設等における外国語表示・標識等が早期に整備されるよう、施策を推

進し、必要な支援を行うこと。また、外国語表示・標識等の早期整備に向け

て、民間を含めた幅広い関係者との連携が不可欠であることから、官民一体

となった体制の構築に向けて積極的に取り組むこと。 
 
 

参  考 
 

 

・ 大会開催基本計画  

ＩＯＣ技術マニュアルで作成が義務付けられており、２０１５年２月までにＩＯＣに

提出が求められている。大会開催の目的やビジョン、組織委員会の各組織の役割及び

責任、大会開催準備のロードマップ等を記載。 

 

 
・ スポーツ基本法（抜粋）  

（国際競技大会の招致又は開催の支援等） 

第二十七条 国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるよ

う、環境の保全に留意しつつ、そのための社会的気運の醸成、当該招致又は開催に必

要な資金の確保、国際競技大会に参加する外国人の受入れ等に必要な特別の措置を講

ずるものとする。 

 
・ スポーツ振興投票の実施等に関する法律（抜粋） 

 （スポーツ振興投票に係る収益の使途） 

第二十一条  センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令

で定めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体（スポーツの振興のため

の事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下この条及び第三十条第三

項において同じ。）が行う次の各号に掲げる事業に要する資金の支給に充てること

ができる。 

 
一  地域におけるスポーツの振興を目的とする事業を行うための拠点として設

置する施設（設備を含む。以下この項において同じ。）の整備  

二  スポーツに関する競技水準の向上その他のスポーツの振興を目的とする国

際的又は全国的な規模の事業を行うための拠点として設置する施設の整備  

三  前二号の施設におけるスポーツ教室、競技会等のスポーツ行事その他のこれらの

施設において行うスポーツの振興を目的とする事業（その一環として行われる活動が

独立行政法人日本スポーツ振興センター法 （平成十四年法律第百六十二号。以下「セ

ンター法」という。）第十五条第一項第二号 及び第四号 に該当する事業を除く。次号

において同じ。） 
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２ スポーツ振興事業の推進 

 

１ 国立霞ヶ丘競技場建替えの適切な推進 

 （提案要求先 財務省・文部科学省・国土交通省） 

（都所管局 スポーツ振興局・知事本局・都市整備局・建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

今年９月７日に行われたＩＯＣ総会において２０２０年オリンピック・パラリ

ンピック競技大会が東京で開催されることが決定した。 

国立霞ヶ丘競技場は、建て替え後、２０１９年ラグビーＷ杯の決勝戦会場、及

び、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のメインスタジアム

として計画されている。 

平成２５年度は、国において、国立霞ヶ丘競技場の改築準備に係る経費約２１．

４億円が計上され、基本設計など計画を具体化する段階へと進んで来ている。 

しかし、建替えに当たっては、公園整備に向けた協議・調整、２０２０年大会

計画との整合、必要な財政措置等、解決すべき課題は山積している。これらの課

題に速やかに対応するには、国主導によるスピード感のある取組が不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）スポーツ基本法の趣旨を踏まえ、国立霞ヶ丘競技場を、大規模国際大会が

開催可能な８万人規模のスタジアムへと建て替えること。 

（２）新国立競技場の基本設計を平成２５年度中に着実に実施すること。 

（３）基本設計に当たっては、オリンピック・パラリンピック競技大会の施設要

件の検証、周辺一帯のまちづくり方針との整合及び公園整備等の詳細な計画

についての協議、調整を行うこと。 

（４）こうした一連の取組を引き続き国策として進め、必要な財政措置等を講じ

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ基本法の趣旨を踏まえ、国立霞ヶ丘競技場を、大規模国

際大会が開催可能なスタジアムへと建て替えるための取組を、国策

として適切に推進すること。 
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２ 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。国は、平成２３年８月に施行した「スポーツ基本法」において、国民

が身近にスポーツに親しむことができるようにする等のため、スポーツ施設の整

備等必要な施策を講ずるよう努めなければならないとしている。平成２４年３月

に策定した「スポーツ基本計画」においても、地域のスポーツ環境を整備するた

め、スポーツ施設の充実を図ることを政策目標に掲げるとともに、地方公共団体

が行う公共スポーツ施設等の充実のための取組を支援することとしている。 

一方、都は、平成２５年３月、「東京都スポーツ推進計画」を策定し、都や区

市町村のスポーツ施設が各々の役割を踏まえ、相互にその機能を補完することに

よりスポーツの力を総合的に発揮し、都民の多様なスポーツニーズに応えるとし

ている。 

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。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国の策定した「スポーツ基本法」及び「スポーツ基本計画」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、

「学校施設環境改善交付金交付要綱」（平成２５年５月１５日付２５文科施 

 

（１）国の策定した「スポーツ基本計画」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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第４９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、これに社会体育施設の耐震化事

業を加えた五事業について、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、「学校施設環境改善交付金交付要綱」（平成２５年５月１５日付

２５文科施第４９号）では、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。 

 

 

 

 

 

参  考 

 

（１）学校施設環境改善交付金交付要綱（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 4,000 ㎡ （ 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 1,500 ㎡ 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

ア～ ウ、オ及び
キ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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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 600 ㎡ 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。 
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 2,100 ㎡ を上限とし、550 
㎡ 未満のものを除く。 
キ 社会体育施設の耐震化 
補強を要する施設の面積に 1 平方メートル当た
りの建築の単価を乗じたものとする。 
 

 

（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）  

（最近改正 平成２４年１０月１５日平成２４年度要領第４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 
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【参考】 

「新設」・・・新たに施設を設置する工事 

「増設」・・・既存施設を補完する施設を当該施設に隣接して新たに設置する工事 

「改築」・・・既存施設の全部を取り壊し、更地にしてから建築する工事 

「改修」・・・既存施設の一部分について、従前と同一の状態に造りなおす工事 

「改造」・・・既存施設の一部分について、従前と異なる状態に造りかえる工事（施

設機能の拡充のための設備等の増設を含む。） 

「平成 25 年度スポーツ振興くじ助成金募集の手引き」より 

助成区分 助成割合 助成限度額

Jリーグホームスタジアム等整備事業 改修・改造 ３／４ 3,000,000千円

国民体育大会冬季大会競技会場整備事業 改修・改造 ３／４ 450,000千円

新設事業 ４／５ 60,000千円

改造事業 ３／４ 11,250千円

４／５ 48,000千円

３／４ 30,000千円

２／３ 1,333千円

100,000千円

（※）都道府県は対象外

２／３
20,000千円

スポーツ施設等整備事業

グラウンド芝生化事業

芝生化新設事業

芝生化改設事業

天然芝維持活動事業

大規模スポーツ
施設整備助成

地域スポーツ施
設整備助成

助成事業の内容

学校開放事業によるスポーツ活動
に供する諸室の新設

スポーツ競技施設の大規模改修等

スポーツ競技施設の整備等

クラブハウス整備事業（※）
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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 

（提案要求先 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

（都所管局 青少年･治安対策本部・福祉保健局・産業労働局・教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

ひきこもり等の状態にある若者に対しては、子供家庭、教育、青少年、就労、

精神保健、生活福祉等の分野で、住民と接点を持つ区市町村の各部署が連携し、

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・具

体的な支援を実施することが効果的である。 

しかし、区市町村においては、個別具体的な支援を実施するためのノウハウや

マンパワーが不足していることから、ＮＰＯ法人等の活用などにより区市町村の

体制を整備するための財政措置が必要である。 

また、「ひきこもり対策推進事業（ひきこもり地域支援センター設置運営事業）」

については、補助対象が都道府県又は政令指定都市による設置に限られるため、

都内では児童期、成人期に対応した各１か所しか対象とならない。 

さらに、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ことか

ら、関係省庁による連携体制の構築が不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

子ども・若者育成支援推進法（平成２１年７月８日法律第７１号）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、区市町村が実施

主体となって、ＮＰＯ法人の協働等により、子ども・若者総合相談センターの機

能を有する機関として相談・支援等の事業を実施する場合、補助金の交付を行う

こと。 

また、「ひきこもり対策推進事業（ひきこもり地域支援センター設置運営事業）」

については、都の特性に応じたひきこもり対策を推進できるよう、都道府県や政

令指定都市だけではなく、住民と接点を持つ区市町村を実施主体に位置付け、区

市町村による設置も補助対象とすること。 

さらに、厚生労働省の「地域若者サポートステーション事業」は、ひきこもり

の未然防止策にもつながることから、学校への当該事業の周知や、学校、サポー

トステーション、ハローワーク間で中退者情報の共有を推進する等、効果的な対

策を実施できるよう、文部科学省等の関係機関の連携を強化すること。 

 

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

対する相談や支援の体制が、区市町村においても整備されるよう、

財政上の措置その他の措置を講じること。 
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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２４年中に都内で検挙された刑法犯の犯罪少年は６，５１２人で、前年と

比較して１，２７８人（１６.４％）減少した。しかしながら、都民の体感治安を

悪化させている街頭犯罪全体の総検挙人員に占める少年の割合は、３８．７％で、

２．６人に１人が少年と高い割合を占めているほか、再犯者の割合が３０．０％

と高水準で推移しているなど、少年非行をめぐる情勢は依然として予断を許さな

い。 

こうした中、都では、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

はじ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

である。しかし、都内では、平成２５年８月現在でいまだ１６か所設置されてい

るにすぎず、都内保護司会地区数３５の半数にも満たない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

都内における更生保護サポートセンターの増設にあたり、国所管施設の提供や

民間施設確保のための財政支援など、積極的かつ実効性ある措置をとること。 

更生保護サポートセンターの増設を支援すること。 
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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・ 

厚生労働省・経済産業省） 

（都所管局 青少年･治安対策本部・教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

（１）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、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（平

成２０年６月１８日法律第７９号）に基づき、条例による携帯電話端末等に

おけるフィルタリング解除手続の厳格化など、各種の取組を行っている。 

しかし、条例の効力は当該自治体の区域外での契約や事業者には規制が及

ばない。また、急速に普及しているスマートフォン（高機能携帯電話端末）

においては、無線ＬＡＮを利用してインターネットに接続する場合など、携

帯電話事業者のフィルタリングサービスが有効とならない場合がある。 

（２）コミュニティサイト等の非出会い系サイトを通じて青少年が犯罪被害に遭

う例が後を絶たない。そのため、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、警察庁からウェブサイトの健全性を認定

する第三者機関「ＥＭＡ（一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視

機構）」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。今後も民間団体や事業者の実効性ある取組が一層重要となっ

ている。 

（３）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

（平成１１年５月２６日法律第５２号）（以下「児童買春・児童ポルノ禁止

法」という。）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。また、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

が可能となっており、更なる被害児童等を生み出す土壌となっている。また、

（１）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

を講じること。 

（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

迅速な取組を講じること。 

（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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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

い者等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。 

（４）いわゆる「ジュニアアイドル誌」については、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であっても、児童買春・児童ポルノ禁止

法第２条第３項に規定されたもの以外は処分の対象とならない。また、保護

者が積極的に製造・出版に関与している場合もあるが、保護者や撮影者等に

対して、児童福祉法（昭和２２年１２月１２日法律第１６４号）第３４条第

１項第９号の規定（有害目的支配）を適用することが難しい。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）青少年インターネット環境整備法の見直しを行い、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、いわゆるスマートフォンの無線

ＬＡＮ回線におけるフィルタリングサービス提供義務化、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の創設等、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）青少年のコミュニティサイト等での被害を防ぐため、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など、被害防止に

向けた必要な措置を講じること。 

（３）児童ポルノの「単純所持」について、自己の意思によって所持・保管する

ことが処罰の対象となるよう、また、規制の対象が現行法よりも狭まること

のないよう、政府及び国会における迅速な取組を進めること。 

（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、児童買春・

児童ポルノ禁止法や児童福祉法等の改正や、その他の法律の制定も含めて規

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。 

  青少年有害情報の閲覧防止措置については、平成２１年４月に法が施行され、施行後３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たが、平成２３年１０月に総務省が

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提言

～スマートフォン時代の青少年保護を目指して～」においては、「法改正等の法律による対応

ではなく、まずは民間による自主的な取組に期待する」とされた。 

  さらに、内閣府は平成２４年７月に「青少年インターネット環境整備基本計画（第２次）」

を発表したが、本計画においても、「民間における自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担

い、国及び地方公共団体はこれを尊重する」とされている。 

（２） コミュニティサイトにおける青少年の被害 

  平成２４年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、前年比 64 人減の

218 人、コミュニティサイトに起因する事犯の被害児童数は 1,076 人と前年比 9 人減となって

いるが、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。 

（３） 児童ポルノ対策に関する動向 

平成２４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 1,596 件、前年比 9.7％増であり、統計を取り始めてから最も多くなって

いる。なお、児童ポルノ事件で送致した件数のうち、84.5％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２１年７月に衆議院が解散したため、最終合意に至る前

に廃案となった。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たが、平成２４年１１月の衆議院解散により廃案と

なった。さらに、平成２５年５月に、自民党・公明党・日本維新の会から提出された単純所持

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、継続審議となっている。 

一方、平成２２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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４ 幼児教育の質の確保 
 

（提案要求先 内閣府・文部科学省） 
（都 所 管 局 生活文化局・教育庁） 

 
＜現状・課題＞ 
国は、幼稚園・保育所の一体化、給付システムの一体化により、子供の育ち・

子育て家庭を社会全体で支える一元的な制度の構築を目指し、平成２４年８月、

子ども・子育て関連３法が成立した。  
これらの法律は、認定こども園制度の改善、認定こども園・幼稚園・保育所を

通じた共通の給付（施設型給付）の創設等を行い、質の高い幼児期の学校教育・

保育の提供等を目指すものであるが、実施にあたり１兆円程度の財源が必要と見

られている。そのうち０．７兆円は「社会保障と税の一体改革」による消費税増

税分を財源に充てるとされているが、０．３兆円の財源確保のめどは立っていな

い。 
幼児教育の質の確保のためには、施設型給付を受けない幼稚園を含む全ての幼

児教育を行う事業者に対して、十分な財政支援が行われる必要がある。 
また、新たな幼保連携型認定こども園の施設基準等は、現行の幼保連携型認定

こども園の基準を基礎とすることとし、その詳細については、国の子ども・子育

て会議において検討されている。幼児教育の質を確保するためにも、現状の幼稚

園の基準を踏まえた検討が不可欠であり、その内容が、今後制定される政省令に

も確実に反映される必要がある。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）幼児教育を行う全ての事業者に対して、質の高い幼児教育を行うために必

要な、恒久的、安定的な財源を十分確保すること。 
（２）新たな幼保連携型認定こども園の施設基準等については、現状の幼稚園の

基準を踏まえ、地方自治体や幼稚園設置者等の意見も聞きながら慎重に検討

し、幼児教育の質が確保されるものとすること。 

（１）質の高い幼児教育のための財源を十分確保すること。 

（２）新たな幼保連携型認定こども園の施設基準等の検討に当たっ

ては、幼児教育の質が確保されるものとすること。 
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５ 私立学校助成の拡充 
 

（提案要求先 文部科学省） 
（都 所 管 局 生活文化局） 

 
＜現状・課題＞ 
公教育に果たす私立学校の役割は大きく、その振興に当たっては、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

置付け、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人当たり予算単価は、地方交付税の同単価の約５分

の１にとどまり、不交付団体である都にとっては経常費補助に対する国庫補助率

は、１５％程度と低い水準にある。 
 
＜具体的要求内容＞ 
私立学校振興助成法の趣旨にのっとり、私立高等学校等経常費助成費補助金を

一層充実すること。 

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】 
(25.3.22 現在) 

学  種 平成 24 年度交付額 平成 25 年度予算額 

高等学校 63,118,633 千円 62,752,975 千円 

中 学 校 25,973,087 千円 25,828,000 千円 

小 学 校 6,434,993 千円 6,681,997 千円 

幼 稚 園 18,366,684 千円 18,490,115 千円 

計 113,893,397 千円 113,753,087 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人当たり予算単価（平成２５年度）】 

 

学  種 国庫補助 A 地方交付税 B 割合 A/B 

高等学校 53,329 円 259,900 円 20.5% 

中 学 校 46,456 円 259,400 円 17.9% 

小 学 校 44,843 円 259,400 円 17.3% 

幼 稚 園 22,800 円 150,900 円 15.1% 

 

 

【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

 

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% 16,749,119 千円 △2.2%  14.3% 

23年度 100,230百万円 0.4% 17,122,346 千円 2.2%  15.1% 

24年度 100,538百万円 0.3% 16,220,235 千円 △5.3%  14.2% 

25年度 102,214百万円 1.7%    － －  － 
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６ 高等学校等就学支援金制度の必要経費の確保等 
 

（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ず、毎年度、多

額の超過負担が発生している。 
就学支援金制度は、所得確認の方法や単位制高校における履修単位・履修期間

等に応じた特例による支給額決定ルールなど、仕組みが複雑である上、事務手続

が煩雑となっている。 
また、就学支援金は公立高校の授業料を基準額として交付されており、所得に

かかわらず無償となった公立高校に対し、私立高校では引き続き保護者が差額の

授業料を負担しているため、厳しい社会経済状況が続く中、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必要がある。 
さらに、施行から３年後に必要な見直しを行う旨の法律の規定に基づき、国は、

高校授業料の無償化の見直しを可能な限り早期に実現することが重要との観点か

ら、本制度への所得制限の導入や奨学のための給付金制度の創設など平成２６年

度からの実施に向け検討を進めている。 
制度改正や奨学のための給付金制度の創設に当たっては、生徒の進路選択への

支障や学校現場に混乱をもたらすことのないよう、都道府県に対して事前に的確

な情報提供を行うとともに、十分な周知期間及び準備期間を確保する必要がある。 
 

（１）高等学校等就学支援金制度に係る費用については、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。 

（４）就学支援金制度改正及びその他制度の創設等について十分な

周知期間及び準備期間を確保すること。 
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あわせて、所得制限の導入に伴い、学校設置者や地方自治体における更なる事

務負担の増加が見込まれることからも、現行制度の下でも煩雑となっている事務

手続の見直しや、事務経費に対する財源措置が不可欠である。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）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を措置すること。 
（２）保護者、学校及び都道府県の事務負担及び費用負担軽減の観点から、就学

支援金制度及び事務手続を簡素化すること。 
（３）教育費負担に係る公私格差是正の観点から、就学支援金制度を更に拡充す

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。 
（４）生徒の進路選択に関わる重大な制度改正や奨学のための給付金制度の創設

に当たっては、都道府県に対して事前に的確な情報提供を行うとともに、十

分な周知期間及び準備期間を確保すること。 
 
 

参  考 
 
○ 都の現状 
   （単位：千円）

  平成２４年度 平成２３年度 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 85,752 65,287 59,474

        

都の高等学校等就学支援金事務に係る経費 131,186 129,578 140,914
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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、地方自治体に

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。 

文部科学省では、この公立高等学校授業料無償制について、法律の施行から３

年後の見直し規定や平成２５年８月２７日の与党合意等を踏まえ、平成２６年４

月からの新制度実施に向けた検討を行っている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

所得制限等新たな制度の導入について、混乱を懸念する意見もあることから、

仮に平成２６年度中に導入する場合には、各教育委員会の意見を踏まえ、事務の

実施に支障が生じないようにしっかりと対応するとともに、導入に伴い新たに発

生する事務費等の経費については、その全額について国として確実に財源を保障

すること。 

 

７ 公立高等学校授業料不徴収における新たな制度

導入に要する経費の全額国費負担 

所得制限等新たな制度を導入する場合には、国として事務の実施に

支障が生じないようしっかりと対応するとともに、発生する事務費等

の経費については、その全額について確実に財源を保障すること。 
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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＞ 

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、教職員定数の充実が必要である。 

例えば、英語の会話力の向上には、全ての生徒が発話する場面を意図的に設け

ることが重要であり、生徒が確かな学力を身に付けられるよう、習熟の程度に応

じた少人数の学習集団による指導を行うことが必要である。 

国においては、教師力・学校力向上７か年戦略として、少人数教育の推進など

教職員等指導体制の整備を平成２６年度予算概算要求に盛り込んだところである

が、今後の各都道府県の教職員採用計画や各区市町村における学校施設の整備計

画等に大きく影響することとなるため、早期に政府として決定することが必要で

ある。 

また、平成２４年度から教員の加配措置により小学校第２学年の３５人以下学

級が実施されてきたが、学級編制標準は改定されておらず、毎年度の予算折衝の

（１）各種の教育課題を解決していくため、指導方法工夫改善加配

などの教職員定数を一層充実すること。 

（２）後年度分を含め、具体的かつ実効性のある教職員定数改善計

画を早期に国として決定すること。 

（３）小学校第２学年の３５人以下学級を今後とも確実に実施する

ため、「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」に定める学級編制標準の改定を行うこと。 

（４）県費負担教職員の定数は、各都道府県が決定していることか

ら、少人数教育の推進に当たって、少人数学級を推進するのか、

ティームティーチングや習熟度別指導の推進をするのかは、都

道府県が判断できるようにすること。 
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中で、仮に今後加配教員の措置が認められないようなことがあれば、学校現場に

おいて大きな混乱が予想される。 

したがって、平成２６年度以降も小学校第２学年の３５人以下学級を確実に実

施するためには学級編制標準が改定される必要がある。 

平成２６年度予算概算要求において、少人数教育の推進に当たっては、少人数

学級を推進するのか、ティームティーチングや習熟度別指導の推進をするのかは、

区市町村の裁量で選択的に実施するとされている。しかし、県費負担教職員の定

数は、各都道府県が決定していることから、都道府県が判断できるようにするべ

きである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）各種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などの加

配定数が引き続き不可欠である。したがって、教職員定数を一層充実するこ

と。 

（２）今後の各都道府県の教職員採用計画や予算編成及び各区市町村における学

校施設の整備計画等に大きく影響することとなるため、教師力・学校力向上

７か年戦略を早期に政府として決定すること。 

（３）小学校第２学年の３５人以下学級を確実に実施するため「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」に定める学級編制標準

の改定を行うこと。 

（４）県費負担教職員の定数は、各都道府県が決定していることから、少人数教

育の推進に当たって、少人数学級を推進するのか、ティームティーチングや

習熟度別指導の推進をするのかは、都道府県が判断できるようにすること。 
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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

身両面にわたる支援の必要性が高まっている。 

特別支援学校の養護教諭には、障害の種類や程度に応じたきめ細やかな支援が

求められ、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状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り、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、児童・生徒数が４００人を超すような学校も存在する。 

しかし、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。 

  

＜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、３人以上の配置を可能とする定数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、児童・生徒数等に応じた

定数改善を行うこと。 

特別支援学校の養護教諭等については、児童・生徒数等に応じ、

より多くの配置を可能とする定数改善を速やかに行うこと。 
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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＞ 

現在、中央教育審議会においては、教育再生実行会議の第二次提言「教育委員

会制度の在り方について」を踏まえ、教育委員会制度の見直しに係る議論が行わ

れている。 

教育委員会制度は、地方教育行政の根幹であり、その見直しは、各都道府県・

区市町村教育委員会や、学校現場における日々の教育活動に重要かつ多大な影響

を及ぼすものである。 

このため、教育員会制度の見直しに当たっては、何よりもまず教育の充実につ

ながるかどうかという点が重視されるべきであり、現行の教育委員会が果たして

いる重要な機能、役割が損なわれる結果、教育の内容や質等が損なわれることの

ないようにする必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 有識者の意見を教育行政に反映し、政治的中立性等を確保するためには、現行

の合議制の執行機関としての教育委員会は不可欠である。一方で、現行の教育行

政の実態に合った形で教育委員会と教育長の責任範囲を明確化し、教育長が教育

行政にしっかりと責任を果たせるようにすることも重要である。 

 そのため、教育委員会制度の見直しに当たっては、教育委員会を、性格を改め

た執行機関として残しつつ、教育に関する基本方針の策定等を行うようにすると

ともに、教育長については、日々の教育や人事に関する事務の管理・執行を行う

ようにし、教育委員会と教育長の役割の明確化を図ること。 

 なお、首長が、教育行政により責任を果たせるようにするべく、教育長の罷免

要件に新たな要件を追加するほか、教育委員の任期についても、現行の４年から

２～３年に短縮することが考えられる。 

１０ 教育委員会の実情を踏まえた教育委員会制度

の見直し 

 教育委員会制度を見直すに当たっては、教育の政治的中立性、継

続性・安定性の確保の観点から、教育委員会を、性格を改めた執行

機関として残しつつ、教育長がしっかりと教育行政の責任を果たせ

るよう、実態に合った形で、教育委員会と教育長の役割の明確化を

図ること。 
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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＞ 

いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とした

「いじめ防止対策推進法」が平成２５年９月２８日に施行された。 

 都においては、平成２４年７月のいじめ実態調査を踏まえ、弁護士や精神科医

などによる専門家会議を設置し、いじめ問題の解決を図る具体的方策について協

議しており、今後、総合的な対策としてまとめることとしている。 

 いじめ問題を解決するためには、児童・生徒がいじめを訴えやすい環境の整備

や、教員一人ひとりが児童・生徒のサインを確実に受け止め、全教員で情報を共

有して解決を図るための校内体制整備をはじめ、スクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカー等の専門家の積極的な活用が必要である。 

 

（１）平成２４年７月に全公立学校を対象とした都独自の緊急調査では、いじめ

といじめの疑いのある事例は約１万１千件あることが判明し、学校は把握し

た案件全てに対して、組織を挙げて対応しているところである。 

東京都においては、平成２５年度から、公立小中学校及び都立高等学校全

校（小学校１，２９９校、中学校６３０校、高等学校１８８校）にスクール

カウンセラーを配置している。スクールカウンセラーは、いじめや不登校等

について、児童・生徒や保護者からの様々な相談に応じ、いじめ問題等の未

然防止や解消に効果を発揮している。 

しかしながら、平成２０年度からは国の補助率が従前の２分の１から３分

の１へと減じられ、都道府県の負担が大きくなった。 

また、公立高等学校へのスクールカウンセラーの配置については、配置校

の総数の１０パーセント以内と国が定めていることから、これを上回る配置

にかかる経費については国の補助対象にならず、結果として都道府県の財政

負担が大きくなる。 

全公立学校において、児童・生徒のいじめ問題等に対応する体制を構築す

ることが不可欠であることから、国は、スクールカウンセラーを全公立学校

に配置するために必要な財政支援を行うべきである。 

（２）スクールソーシャルワーカーについては、区市町村との調整に基づき、平

成２５年度は１４区、２０市、３町に配置している。スクールソーシャルワ

ーカーは、教育分野に加え、社会福祉などの専門的な知識や技術を用いて、

１１ いじめ問題等に対する取組の充実 

 各公立学校等において、児童・生徒のいじめ問題等の未然防止、

早期発見・早期対応を図る体制を充実するため、必要な財政措置を

図ること。 
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児童・生徒が置かれた様々な環境への働きかけを行うとともに、関係機関等

とのネットワークを活用して支援を行うものであり、児童虐待をはじめ、い

じめや不登校など、児童・生徒の問題行動に対応するためには、スクールソ

ーシャルワーカーの役割が大変重要である。 

しかしながら、事業開始当初は全額国費負担事業として実施してきたにも

かかわらず、平成２１年度から突然に国が補助率３分の１事業へ転換したこ

とから、配置拡大にあたり、地方自治体の負担が大きくなっている。 

そのため、スクールソーシャルワーカーの配置を一層推進することができ

るよう、国の補助率の引上げを行うべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）スクールカウンセラーの配置にあたり、国の補助率を従前の２分の１とす

るなど、必要な財政措置を図るとともに、規定の見直しを行うこと。 

   なお、スクールカウンセラーの人材確保にあたり、学校等のニーズに的確

に応じることができる専門性の高い人材を養成できるよう、大学等に強く働

きかけること。 

（２）スクールソーシャルワーカーの配置拡大のために、地方自治体の負担を軽

減するよう、補助率を引き上げること。 

 





１０　 治安対策

353

１０
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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） 

（都所管局 総務局・警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を控え、我が国の

政治・経済の中心である首都東京は世界から注目される都市となっており、テロ

の標的となる可能性がある。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、国は主体的に、テロ対処の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、ビルなどの建物の形状や地形等による風

向きなど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。 

 

参  考 

 

○内閣官房は、都道府県など関係機関に被害想定シミュレーション（CASSIS「カ

シス」）を、平時から武力攻撃事態及び緊急対処事態について、テロによる核

物質や化学剤の拡散などのシミュレーシュンを行い、迅速な対処に備えて検討

を行うため貸付を実施している。 

（１）実用化に向け、被害想定等シミュレーションソフトの一層の

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・厚生労働省・原子力規制庁） 

（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。さらに、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催

を控え、首都東京を守る対応力の強化が一層必要となっている。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。 
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参  考 

 

（１）テロ対策を総合的に推進するための体制整備 
   

・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（原子力規制庁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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 19 20 21 22 23 24  

未報告物質の発見 
１０

件 

１３

件 

３

件

２ 

件 

１１

件 

５ 

件 

不適切な管理等 
１２

件 

１０

件 

６

件

８ 

件 

１０

件 

１０

件 

合 計 
２２

件 

２３

件 

９

件

１０

件 

２１

件 

１５ 

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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（３）ＮＢＣＲテロ災害発生の総合的に対処できる専門機関が存在しない。 

 

①ＮＢＣＲテロ災害発生の総合的に対処できる専門機関とは 

・ＮＢＣＲテロ災害全てに対応 

・災害現場での指導助言 

・患者を収容し専門治療 

 

②ＮＢＣＲに関する既存の専門機関は個別に対応のみ。 

 Ｎ・Ｒ：独立行政法人 放射線医学総合研究所（千葉市稲毛区） 

・国の三次被ばく医療の中心機関で高度専門的な除染及び治療を実施 

・全国の地域被ばく医療機関に対し必要な支援及び助言を行う機関 

・緊急被ばく用医療施設４床保有 

Ｂ：国立感染症研究所（新宿区戸山） 

・感染症を制圧し、国民の保健医療の向上を図る予防医学の立場から、

広く感染症に関する研究を総合的に行う機関。 

・医療施設は有していない。 

Ｃ：公益財団法人 日本中毒情報センター（つくば市） 

・化学物質や動植物の成分によって起こる急性中毒について、治療に必

要な情報の収集・問い合わせに対する情報提供を行う。 

・医療施設は有していない。 
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（提案要求先 警察庁） 

（都 所 管 局 警視庁） 

 
＜現状・課題＞ 

近年、国内外において政府機関等に対するサイバー攻撃が続発しており、サイ

バーテロ・サイバーインテリジェンスの脅威は、国の治安、安全保障、危機管理

に影響を及ぼしかねない深刻な問題となっている。 

こうしたサイバー攻撃事案は、特に我が国の政治・経済・社会の機能が集中す

る首都東京で発生した場合、都民・国民生活や社会経済活動だけでなく、国の安

全保障にも重大な支障を及ぼすおそれがあり、また、情報通信技術が急速に進展

している中、その手口も日々高度化し続けていることなどに鑑みると、これらを

抑止するためには、国と東京都が緊密に連携して、①平素から官民が最新の情報

を共有し防御力を高める、②官民が連携して事案対処能力を高め、被害の発生と

拡散を防ぐ、③サイバー攻撃事案の実行犯を特定するための捜査を推進するとい

った総合的な取組を推進し、我が国に対するサイバー攻撃がハイリスク・ローリ

ターンとなる状況を作り出すことが、喫緊の課題となっている。 
 
＜具体的要求内容＞ 

（１）重要インフラ事業者で構成された「サイバーテロ対策協議会」の活動を活

性化し、平素から官民が最新の情報を共有し、連携して防衛力を高めること。 

（２）サイバーテロ等の発生を想定し、最新の技術動向を踏まえた実戦的な官民

共同訓練を外部委託により実施し、被害の発生と拡散を防ぐための対処能力

を強化すること。 

（３）サイバーテロ等の対策に従事する捜査員の能力向上を目的に、最新の技術

動向を踏まえた情報セキュリティに関する専門的研修を外部委託により実施

すること。 

（４）サイバー攻撃事案の実態解明のために必要な装備資機材（解析用パーソナ

ルコンピュータや調査解析用ソフトウェア等）の充実強化を図ること。 

２ サイバーテロ・サイバーインテリジェンス対策の

強化 

（１）サイバーテロ対策協議会を通じて、平素から官民が連携して

防御力を高めること。 

（２）サイバーテロ等の発生を想定した官民共同の訓練を実施し、

事案対処能力を強化すること。 

（３）サイバーテロ等の対策に従事する捜査員の能力向上を図るこ

と。 

（４）サイバー攻撃事案の実態解明に資する装備資機材の充実強化

を図ること。 
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３ 総合的な治安対策の充実・強化 
 
１ 首都警察特別補助金の増額 

（提案要求先 警察庁） 
（都 所 管 局 警視庁） 

 
＜現状・課題＞ 
 現行の警察法施行令(第３条第４項)の定めでは、首都警察の任務遂行に関する

特殊事情を参酌し、国が所要額の一部を補助することとなっていることから、超

過勤務手当の補助として昭和４４年度から昭和５４年度までは１０億円、昭和５

５年度以降現在までは１５億円が交付されているところであるが、近年、我が国

に対するテロ攻撃の脅威の高まりや東京を取り巻く社会情勢の変化等により首都

警察としての業務負担が著しく増大していることから、首都警察の財政需要につ

いて適正な負担を求める。 
 
＜具体的要求内容＞ 
現行の１５億円から２５億円に増額すること。 

首都警察特別補助金を増額すること。 



 

- 360 - 

 

２ 外国人犯罪対策の推進 

不法就労対策の強化 

（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＞ 
偽装婚、偽装留学、偽装就労など、偽変造文書や虚偽文書を悪用するなどして

身分や活動目的を偽って在留許可を受けた偽装滞在者による、不法就労の増加が

懸念されている。 
こうした偽装滞在者は、不法入国者及び不法残留者などの不法滞在者と同様に、

公正な労働市場を侵害するばかりでなく、偽装滞在に加担する雇用主やブローカ

ーに不正な利益をもたらすなど、治安の悪化につながることから、不法滞在者対

策とあわせて偽装滞在者対策の強化が必要である。 
 
＜具体的要求内容＞ 
不法に就労する偽装滞在者を発見、摘発するため、入国審査、在留審査、実態

調査及び違反調査を強化すること。 
 

不法就労に係る偽装滞在者を発見、摘発するための入国審査、在

留審査等を強化すること。 
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参考１　省庁別提案要求項目一覧



省庁名 区分 項目名
国境離島の戦略的な活用 1 我が国の海洋権益確保のための国境離島の戦略的な活用

都市整備 3 首都圏の防災力の強化
都市整備 21 国際競争力に資するまちづくりの推進
都市整備 34 ＩＴＳを活用した高度な交通対策の一層の推進
都市整備 39 米軍基地対策の推進
都市整備 41 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進

環境・エネルギー 1 低炭素かつ安価で安定的な供給に向けた抜本的な電力改革の推進
環境・エネルギー 6 都市再生推進のための国有財産の活用

生活・産業 1 国家戦略特区としてのアジアヘッドクォーター特区の推進
生活・産業 9 沖ノ鳥島の利活用の推進
生活・産業 14 「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 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
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
災害対策 1 想定地震の再検証とそれに基づく防災対策の強力な推進
災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
災害対策 3 災害医療体制の充実
災害対策 4 災害時における安定的な燃料供給体制の確立
都市整備 3 首都圏の防災力の強化
都市整備 4 ヘリサインの整備推進
都市整備 13 ライフライン施設の耐震化などの推進
都市整備 22 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 34 ＩＴＳを活用した高度な交通対策の一層の推進

環境・エネルギー 1 低炭素かつ安価で安定的な供給に向けた抜本的な電力改革の推進
福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進
福祉・保健・医療 10 健康危機管理体制の充実

生活・産業 1 国家戦略特区としてのアジアヘッドクォーター特区の推進
生活・産業 3 ＮＰＯ法人認定制度に係る対応
生活・産業 5 統合型リゾート（ＩＲ）の整備推進
生活・産業 6 外国人旅行者の受入体制整備の拡充
生活・産業 7 中小企業者の円滑な資金調達の推進

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 幼児教育の質の確保

都市整備 34 ＩＴＳを活用した高度な交通対策の一層の推進
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 1 首都東京を守るテロ対応力の強化
治安対策 2 サイバーテロ・サイバーインテリジェンス対策の強化
治安対策 3 総合的な治安対策の充実・強化

地方分権改革 1 地方分権改革の推進
行財政改革 1 法人事業税の暫定措置の確実な撤廃及び法人住民税の一部国税化案の撤回
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）
災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
都市整備 13 ライフライン施設の耐震化などの推進
都市整備 34 ＩＴＳを活用した高度な交通対策の一層の推進
都市整備 36 都市高速鉄道整備の充実・強化

環境・エネルギー 1 低炭素かつ安価で安定的な供給に向けた抜本的な電力改革の推進
環境・エネルギー 2 地球温暖化防止対策の推進
環境・エネルギー 4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充

生活・産業 14 「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

消消防防庁庁 都市整備 4 ヘリサインの整備推進
都市整備 7 マンション耐震化及び適切な更新による都市再生
都市整備 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 31 道路・橋梁事業の推進
都市整備 40 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
都市整備 41 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進

環境・エネルギー 1 低炭素かつ安価で安定的な供給に向けた抜本的な電力改革の推進
福祉・保健・医療 9 新興・再興感染症対策の充実

生活・産業 2 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく看護師候補者及び介護福祉士候補者の受入体制の充実
生活・産業 6 外国人旅行者の受入体制整備の拡充

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 3 総合的な治安対策の充実・強化

国境離島の戦略的な活用 1 我が国の海洋権益確保のための国境離島の戦略的な活用
都市整備 39 米軍基地対策の推進
都市整備 41 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 9 新興・再興感染症対策の充実
生活・産業 2 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく看護師候補者及び介護福祉士候補者の受入体制の充実
生活・産業 6 外国人旅行者の受入体制整備の拡充
生活・産業 14 「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化

省庁別提案要求項目一覧

内閣府

総務省

警察庁

内閣官房

法務省

外務省
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省庁名 区分 項目名

省庁別提案要求項目一覧

地方分権改革 1 地方分権改革の推進
行財政改革 1 法人事業税の暫定措置の確実な撤廃及び法人住民税の一部国税化案の撤回
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
災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
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 35 地下鉄一元化の推進
都市整備 40 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
都市整備 41 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進

環境・エネルギー 4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充
環境・エネルギー 6 都市再生推進のための国有財産の活用
福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進
福祉・保健・医療 3 高齢社会対策の推進
福祉・保健・医療 5 障害者施策の推進

生活・産業 8 都市農業・農地に係る制度の改善
スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
スポーツ・青少年・教育 2 スポーツ振興事業の推進

地方分権改革 1 地方分権改革の推進
国境離島の戦略的な活用 1 我が国の海洋権益確保のための国境離島の戦略的な活用

都市整備 4 ヘリサインの整備推進
都市整備 11 私立学校の耐震化対策に係る助成の拡充

環境・エネルギー 4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充
環境・エネルギー 7 小笠原諸島世界自然遺産保全管理の推進

スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
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 幼児教育の質の確保
スポーツ・青少年・教育 5 私立学校助成の拡充
スポーツ・青少年・教育 6 高等学校等就学支援金制度の必要経費の確保等
スポーツ・青少年・教育 7 公立高等学校授業料不徴収における新たな制度導入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
スポーツ・青少年・教育 10 教育委員会の実情を踏まえた教育委員会制度の見直し
スポーツ・青少年・教育 11 いじめ問題等に対する取組の充実

地方分権改革 2 ハローワークの都移管
災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
災害対策 3 災害医療体制の充実
災害対策 4 災害時における安定的な燃料供給体制の確立
都市整備 10 病院等の耐震化対策に係る補助制度の拡充
都市整備 40 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
都市整備 41 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進

環境・エネルギー 1 低炭素かつ安価で安定的な供給に向けた抜本的な電力改革の推進
福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進
福祉・保健・医療 2 特別な支援を要する子供と家庭に係る施策の充実
福祉・保健・医療 3 高齢社会対策の推進
福祉・保健・医療 4 医療保険制度の改革等
福祉・保健・医療 5 障害者施策の推進
福祉・保健・医療 6 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 77 保健医療施策の推進
福祉・保健・医療 8 ウイルス肝炎対策の強化
福祉・保健・医療 9 新興・再興感染症対策の充実
福祉・保健・医療 10 健康危機管理体制の充実
福祉・保健・医療 11 放射能による健康影響に係る検査体制等の整備

生活・産業 2 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく看護師候補者及び介護福祉士候補者の受入体制の充実
生活・産業 11 障害者の就業支援策の一層の充実
生活・産業 12 若年者の就業を支援する施策の充実
生活・産業 14 「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 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
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
国境離島の戦略的な活用 1 我が国の海洋権益確保のための国境離島の戦略的な活用

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 4400 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
都市整備 41 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進
都市整備 49 島しょ港湾等の整備促進

環境・エネルギー 7 小笠原諸島世界自然遺産保全管理の推進
環境・エネルギー 13 花粉症対策の推進
環境・エネルギー 14 東京湾の水質改善対策の促進　【新規】

生活・産業 8 都市農業・農地に係る制度の改善
生活・産業 9 沖ノ鳥島の利活用の推進
生活・産業 10 ウメ輪紋ウイルス（プラムポックスウイルス）の緊急防除
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

財務省

文部科学省

農林水産省

厚生労働省
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省庁名 区分 項目名

省庁別提案要求項目一覧

地方分権改革 1 地方分権改革の推進
国境離島の戦略的な活用 1 我が国の海洋権益確保のための国境離島の戦略的な活用

災害対策 4 災害時における安定的な燃料供給体制の確立
都市整備 13 ライフライン施設の耐震化などの推進
都市整備 34 ＩＴＳを活用した高度な交通対策の一層の推進

環境・エネルギー 1 低炭素かつ安価で安定的な供給に向けた抜本的な電力改革の推進
環境・エネルギー 2 地球温暖化防止対策の推進
環境・エネルギー 8 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化
環境・エネルギー 10 微微小小粒粒子子状状物物質質((ＰＰＭＭ2.5))  光光化化学学オオキキシシダダンントト((ＯＯxx))対対策策のの推推進進
環境・エネルギー 11 市街地土壌汚染対策の推進
環境・エネルギー 12 廃棄物・リサイクル対策の拡充

生活・産業 1 国家戦略特区としてのアジアヘッドクォーター特区の推進
生活・産業 6 外国人旅行者の受入体制整備の拡充
生活・産業 7 中小企業者の円滑な資金調達の推進
生活・産業 14 「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
地方分権改革 1 地方分権改革の推進

国境離島の戦略的な活用 1 我が国の海洋権益確保のための国境離島の戦略的な活用
災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
都市整備 1 八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の推進等
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 ヘリサインの整備推進
都市整備 5 木造住宅密集地域の整備促進
都市整備 6 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進
都市整備 7 マンション耐震化及び適切な更新による都市再生
都市整備 8 長周期地震動対策の推進
都市整備 9 鉄道施設の耐震化の推進
都市整備 12 液状化対策の推進
都市整備 1133 ライフライン施設の耐震化などの推進
都市整備 14 下水道事業に対する交付制度の拡充
都市整備 15 総合的な治水対策の推進
都市整備 16 高規格堤防（スーパー堤防）事業の推進
都市整備 17 大都市海岸の地震・津波・高潮対策の推進
都市整備 18 ＧＰＳ波浪計整備の推進
都市整備 19 市街地の開発に係る諸事業の推進
都市整備 20 大都市圏における地籍調査の推進
都市整備 21 国際競争力に資するまちづくりの推進
都市整備 22 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 23 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 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 高速道路網の整備推進及び有効活用等
都市整備 30 国道等の整備推進
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 ＩＴＳを活用した高度な交通対策の一層の推進
都市整備 35 地下鉄一元化の推進
都市整備 36 都市高速鉄道整備の充実・強化
都市整備 37 ＪＲ中央線の複々線化の早期実現
都市整備 38 リニア中央新幹線の早期整備
都市整備 39 米軍基地対策の推進
都市整備 40 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
都市整備 41 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進
都市整備 42 首都圏新空港の事業化の推進
都市整備 43 京浜三港（東京港・川崎港・横浜港）が実施する国際競争力強化施策への支援
都市整備 44 港の自主性を発揮できる「国際コンテナ戦略港湾」の実現
都市整備 45 物流機能の強化等に向けた東京港整備の推進
都市整備 46 大型クルーズ客船ふ頭等の整備推進　【新規】
都市整備 47 震災にも強い国際戦略港湾の機能強化
都市整備 48 非常災害時における港湾機能の維持に向けた対応
都市整備 49 島しょ港湾等の整備促進
都市整備 50 東京港の新海面処分場の財源確保

環境・エネルギー 1 低炭素かつ安価で安定的な供給に向けた抜本的な電力改革の推進
環境・エネルギー 2 地球温暖化防止対策の推進
環境・エネルギー 3 ヒートアイランド対策の推進
環境・エネルギー 4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充
環境・エネルギー 5 公園整備事業の推進

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

環境・エネルギー 6 都市再生推進のための国有財産の活用
環境・エネルギー 7 小笠原諸島世界自然遺産保全管理の推進
環境・エネルギー 8 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化
環境・エネルギー 9 道路環境対策の推進
環境・エネルギー 10 微微小小粒粒子子状状物物質質((ＰＰＭＭ2.5))  光光化化学学オオキキシシダダンントト((ＯＯxx))対対策策のの推推進進
環境・エネルギー 11 市街地土壌汚染対策の推進
環境・エネルギー 14 東京湾の水質改善対策の促進　【新規】
福祉・保健・医療 9 新興・再興感染症対策の充実

生活・産業 4 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化
生活・産業 6 外国人旅行者の受入体制整備の拡充
生活・産業 8 都市農業・農地に係る制度の改善
生活・産業 9 沖ノ鳥島の利活用の推進

スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
スポーツ・青少年・教育 2 スポーツ振興事業の推進
国境離島の戦略的な活用 1 我が国の海洋権益確保のための国境離島の戦略的な活用

環境・エネルギー 1 低炭素かつ安価で安定的な供給に向けた抜本的な電力改革の推進
環境・エネルギー 2 地球温暖化防止対策の推進
環境・エネルギー 3 ヒートアイランド対策の推進
環境・エネルギー 4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充
環境・エネルギー 7 小笠原諸島世界自然遺産保全管理の推進
環境・エネルギー 8 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化
環境・エネルギー 10 微微小小粒粒子子状状物物質質((ＰＰＭＭ2.5))  光光化化学学オオキキシシダダンントト((ＯＯxx))対対策策のの推推進進
環境・エネルギー 11 市街地土壌汚染対策の推進
環境・エネルギー 12 廃棄物・リサイクル対策の拡充
環境・エネルギー 14 東京湾の水質改善対策の促進　【新規】

生活・産業 8 都市農業・農地に係る制度の改善
治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化
都市整備 39 米軍基地対策の推進
都市整備 41 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進

環境省

防衛省

国土交通省

365





367

参考２　所管局別提案要求項目一覧



局名 区分
地方分権改革 1 地方分権改革の推進

国境離島の戦略的な活用 1 我が国の海洋権益確保のための国境離島の戦略的な活用
行財政改革 1 法人事業税の暫定措置の確実な撤廃及び法人住民税の一部国税化案の撤回
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 21 国際競争力に資するまちづくりの推進
都市整備 35 地下鉄一元化の推進
都市整備 39 米軍基地対策の推進
都市整備 41 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進

環境・エネルギー 8 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化
環境・エネルギー 14 東京湾の水質改善対策の促進　【新規】
福祉・保健・医療 9 新興・再興感染症対策の充実

生活・産業 1 国家戦略特区としてのアジアヘッドクォーター特区の推進
生活・産業 2 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく看護師候補者及び介護福祉士候補者の受入体制の充実

生活・産業 4 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化
生活・産業 5 統合型リゾート（ＩＲ）の整備推進
生活・産業 14 「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 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
スポーツ・青少年・教育 2 スポーツ振興事業の推進

都市整備 34 ＩＴＳを活用した高度な交通対策の一層の推進
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 3 総合的な治安対策の充実・強化
地方分権改革 1 地方分権改革の推進
行財政改革 1 法人事業税の暫定措置の確実な撤廃及び法人住民税の一部国税化案の撤回
災害対策 1 想定地震の再検証とそれに基づく防災対策の強力な推進
災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
災害対策 4 災害時における安定的な燃料供給体制の確立
都市整備 3 首都圏の防災力の強化
都市整備 4 ヘリサインの整備推進
都市整備 12 液状化対策の推進
都市整備 13 ライフライン施設の耐震化などの推進
都市整備 18 ＧＰＳ波浪計整備の推進

スポーツ・青少年・教育 6 高等学校等就学支援金制度の必要経費の確保等
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
行財政改革 1 法人事業税の暫定措置の確実な撤廃及び法人住民税の一部国税化案の撤回
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 35 地下鉄一元化の推進

環境・エネルギー 6 都市再生推進のための国有財産の活用
地方分権改革 1 地方分権改革の推進
行財政改革 1 法人事業税の暫定措置の確実な撤廃及び法人住民税の一部国税化案の撤回
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
都市整備 11 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 3 ＮＰＯ法人認定制度に係る対応

スポーツ・青少年・教育 4 幼児教育の質の確保
スポーツ・青少年・教育 5 私立学校助成の拡充
スポーツ・青少年・教育 6 高等学校等就学支援金制度の必要経費の確保等
スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
スポーツ・青少年・教育 2 スポーツ振興事業の推進

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・治水対策の推進等
都市整備 5 木造住宅密集地域の整備促進
都市整備 6 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進
都市整備 7 マンション耐震化及び適切な更新による都市再生
都市整備 8 長周期地震動対策の推進
都市整備 9 鉄道施設の耐震化の推進
都市整備 12 液状化対策の推進
都市整備 15 総合的な治水対策の推進
都市整備 16 高規格堤防（スーパー堤防）事業の推進
都市整備 19 市街地の開発に係る諸事業の推進
都市整備 20 大都市圏における地籍調査の推進
都市整備 21 国際競争力に資するまちづくりの推進
都市整備 22 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 23 ユビキタス技術を活用したまちづくりの推進
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 高速道路網の整備推進及び有効活用等

知事本局

青少年 治安
対策本部

総務局

財務局

都市整備局

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
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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 30 国道等の整備推進
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 35 地下鉄一元化の推進
都市整備 37 ＪＲ中央線の複々線化の早期実現
都市整備 38 リニア中央新幹線の早期整備
都市整備 39 米軍基地対策の推進
都市整備 40 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
都市整備 41 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進
都市整備 42 首都圏新空港の事業化の推進

環境・エネルギー 3 ヒートアイランド対策の推進
環境・エネルギー 4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充
環境・エネルギー 5 公園整備事業の推進
環境・エネルギー 6 都市再生推進のための国有財産の活用
環境・エネルギー 14 東京湾の水質改善対策の促進　【新規】

生活・産業 8 都市農業・農地に係る制度の改善
スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
スポーツ・青少年・教育 2 スポーツ振興事業の推進

環境・エネルギー 1 低炭素かつ安価で安定的な供給に向けた抜本的な電力改革の推進
環境・エネルギー 2 地球温暖化防止対策の推進
環境・エネルギー 3 ヒートアイランド対策の推進
環境・エネルギー 4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充
環境・エネルギー 6 都市再生推進のための国有財産の活用
環境・エネルギー 7 小笠原諸島世界自然遺産保全管理の推進
環境・エネルギー 8 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化
環境・エネルギー 10 微微小小粒粒子子状状物物質質((ＰＰＭＭ2.5))  光光化化学学オオキキシシダダンントト((ＯＯxx))対対策策のの推推進進
環境・エネルギー 11 市街地土壌汚染対策の推進
環境・エネルギー 12 廃棄物・リサイクル対策の拡充
環境・エネルギー 14 東京湾の水質改善対策の促進　【新規】

生活・産業 8 都市農業・農地に係る制度の改善
災害対策 3 災害医療体制の充実
災害対策 4 災害時における安定的な燃料供給体制の確立
都市整備 10 病院等の耐震化対策に係る補助制度の拡充

環境・エネルギー 8 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 特別な支援を要する子供と家庭に係る施策の充実
福祉・保健・医療 3 高齢社会対策の推進
福祉・保健・医療 4 医療保険制度の改革等
福祉・保健・医療 5 障害者施策の推進
福祉・保健・医療 6 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 7 保健医療施策の推進
福祉・保健・医療 8 ウイルス肝炎対策の強化
福祉・保健・医療 9 新興・再興感染症対策の充実
福祉・保健・医療 10 健康危機管理体制の充実
福祉・保健・医療 11 放射能による健康影響に係る検査体制等の整備

生活・産業 2 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく看護師候補者及び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
災害対策 3 災害医療体制の充実
災害対策 4 災害時における安定的な燃料供給体制の確立

福祉・保健・医療 3 高齢社会対策の推進
福祉・保健・医療 5 障害者施策の推進
福祉・保健・医療 7 保健医療施策の推進
福祉・保健・医療 9 新興・再興感染症対策の充実
地方分権改革 1 地方分権改革の推進
地方分権改革 2 ハローワークの都移管

都市整備 23 ユビキタス技術を活用したまちづくりの推進
環境・エネルギー 13 花粉症対策の推進

生活・産業 4 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化
生活・産業 5 統合型リゾート（ＩＲ）の整備推進
生活・産業 6 外国人旅行者の受入体制整備の拡充
生活・産業 7 中小企業者の円滑な資金調達の推進
生活・産業 8 都市農業・農地に係る制度の改善
生活・産業 9 沖ノ鳥島の利活用の推進
生活・産業 10 ウメ輪紋ウイルス（プラムポックスウイルス）の緊急防除
生活・産業 11 障害者の就業支援策の一層の充実
生活・産業 12 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年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
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

福祉保健局

環境局

病院経営本部

産業労働局

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

地方分権改革 1 地方分権改革の推進
災害対策 1 想定地震の再検証とそれに基づく防災対策の強力な推進
都市整備 1 八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の推進等
都市整備 5 木造住宅密集地域の整備促進
都市整備 13 ライフライン施設の耐震化などの推進
都市整備 15 総合的な治水対策の推進
都市整備 16 高規格堤防（スーパー堤防）事業の推進
都市整備 19 市街地の開発に係る諸事業の推進
都市整備 23 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 高速道路網の整備推進及び有効活用等
都市整備 30 国道等の整備推進
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・エネルギー 5 公園整備事業の推進
環境・エネルギー 6 都市再生推進のための国有財産の活用
環境・エネルギー 9 道路環境対策の推進
環境・エネルギー 14 東京湾の水質改善対策の促進　【新規】

生活・産業 9 沖ノ鳥島の利活用の推進
スポーツ・青少年・教育 1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
スポーツ・青少年・教育 2 スポーツ振興事業の推進

地方分権改革 1 地方分権改革の推進
災害対策 1 想定地震の再検証とそれに基づく防災対策の強力な推進
都市整備 17 大都市海岸の地震・津波・高潮対策の推進
都市整備 18 ＧＰＳ波浪計整備の推進
都市整備 30 国道等の整備推進
都市整備 31 道路・橋梁事業の推進
都市整備 40 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
都市整備 43 京浜三港（東京港・川崎港・横浜港）が実施する国際競争力強化施策への支援
都市整備 44 港の自主性を発揮できる「国際コンテナ戦略港湾」の実現
都市整備 45 物流機能の強化等に向けた東京港整備の推進
都市整備 46 大型クルーズ客船ふ頭等の整備推進　【新規】
都市整備 47 震災にも強い国際戦略港湾の機能強化
都市整備 48 非常災害時における港湾機能の維持に向けた対応
都市整備 49 島しょ港湾等の整備促進
都市整備 50 東京港の新海面処分場の財源確保

環境・エネルギー 14 東京湾の水質改善対策の促進　【新規】
福祉・保健・医療 9 新興・再興感染症対策の充実

生活・産業 4 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化
生活・産業 5 統合型リゾート（ＩＲ）の整備推進

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 35 地下鉄一元化の推進
都市整備 36 都市高速鉄道整備の充実・強化
都市整備 1 八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の推進等

環境・エネルギー 1 低炭素かつ安価で安定的な供給に向けた抜本的な電力改革の推進
生活・産業 14 「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化
都市整備 14 下水道事業に対する交付制度の拡充
都市整備 15 総合的な治水対策の推進

環境・エネルギー 2 地球温暖化防止対策の推進
環境・エネルギー 14 東京湾の水質改善対策の促進　【新規】

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 幼児教育の質の確保
スポーツ・青少年・教育 7 公立高等学校授業料不徴収における新たな制度導入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
スポーツ・青少年・教育 10 教育委員会の実情を踏まえた教育委員会制度の見直し
スポーツ・青少年・教育 11 いじめ問題等に対する取組の充実

都市整備 34 ＩＴＳを活用した高度な交通対策の一層の推進
治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化
治安対策 2 サイバーテロ・サイバーインテリジェンス対策の強化
治安対策 3 総合的な治安対策の充実・強化

東京消防庁 都市整備 4 ヘリサインの整備推進

港湾局

建設局

警視庁

交通局

下水道局

教育庁

水道局
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区分 所所管管課課
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）、地方分権改革推進室
【1】総務省自治財政局財政課、調整課、自治税務局企画課
【【11】】財財務務省省主主計計局局主主計計官官、、主主税税局局総総務務課課

　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（総括担当）、地方分権改革推進室
【2】総務省自治財政局財政課、自治税務局企画課
【【22】】財財務務省省主主計計局局主主計計官官、、主主税税局局総総務務課課

　３　地方分権に資する国庫補助負担金改革の実現 【3】内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（総括担当）、地方分権改革推進室
【3】総務省自治財政局財政課
【【33】】財財務務省省主主計計局局主主計計官官

　４　国直轄事業負担金の更なる改革 【4】総務省自治財政局財政課、調整課、交付税課、自治税務局企画課
【4】財務省主計局主計官、主税局総務課
【4】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、道路局
【【44】】国国道道・・防防災災課課

　５　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 【5】内閣府地方分権改革推進室
【【55】】国国土土交交通通省省鉄鉄道道局局都都市市鉄鉄道道政政策策課課

　６　地方独立行政法人制度の改革 【6】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
【6】文部科学省高等教育局大学振興課
【【66】】経経済済産産業業省省産産業業技技術術環環境境局局大大学学連連携携推推進進課課

22 ハハロローーワワーーククのの都都移移管管 厚厚生生労労働働省省職職業業安安定定局局総総務務課課公公共共職職業業安安定定所所運運営営企企画画室室

国
境
離
島
の

戦
略
的
な
活
用

1 我が国の海洋権益確保のための国境離島の戦略的な活
用

内閣官房内閣官房副長官補室、領土・主権対策企画調整室、総合海洋政策本部事務局
外務省アジア大洋州局
文部科学省研究開発局海洋地球課
農林水産省水産庁漁港漁場整備部、資源管理部
経済産業省資源エネルギー庁鉱物資源課
国土交通省河川局海岸室、港湾局海洋・環境課
国土交通省海上保安庁総務部政務課、警備救難部警備課
環環境境省省自自然然環環境境局局自自然然環環境境計計画画課課、、自自然然環環境境局局野野生生生生物物課課、、水水・・大大気気環環境境局局水水環環境境課課

1 法人事業税の暫定措置の確実な撤廃及び法人住民税の
一一部部国国税税化化案案のの撤撤回回

総務省自治税務局都道府県税課
財財務務省省主主税税局局総総務務課課

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
確確保保等等

総務省自治財政局財政課、調整課、交付税課
財財務務省省主主計計局局主主計計官官

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
【(1)①】財務省主税局総務課
【(1)②】総務省自治財政局財政課、調整課
【(1)②,(2)】財務省主計局主計官
【【((22))】】総総務務省省自自治治税税務務局局固固定定資資産産税税課課

44 法法人人事事業業税税のの分分割割基基準準のの適適正正化化等等 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

生生主主義義会会計計のの導導入入））
総務省自治行政局行政課、自治財政局財務調査課

11 想想定定地地震震のの再再検検証証ととそそれれにに基基づづくく防防災災対対策策のの強強力力なな推推進進 内内閣閣府府政政策策統統括括官官（（防防災災担担当当））付付参参事事官官（（調調査査・・企企画画担担当当））
2 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（調査・企画担当）

総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
財務省大臣官房地方課
厚生労働省社会・援護局総務課災害救助・救援対策室
国国土土交交通通省省鉄鉄道道局局鉄鉄道道ササーービビスス政政策策室室

3 災害医療体制の充実 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（地方・訓練担当）付
厚厚生生労労働働省省医医政政局局指指導導課課

4 災害時における安定的な燃料供給体制の確立
　　１１　　災災害害時時ににおおけけるる安安定定的的なな燃燃料料供供給給体体制制のの確確立立

【1】内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（調査・企画担当）
【【11】】経経済済産産業業省省資資源源エエネネルルギギーー庁庁資資源源・・燃燃料料部部政政策策課課

　　２２　　医医療療機機関関にに対対すするる電電力力不不足足対対策策へへのの支支援援 【2】厚生労働省医政局指導課
1 八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の推進等 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

政政策策課課、、水水資資源源計計画画課課
22 首首都都移移転転のの白白紙紙撤撤回回 国国土土交交通通省省国国土土政政策策局局総総合合計計画画課課
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、国土強靭化推進室

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官
国国土土交交通通省省国国土土政政策策局局総総合合計計画画課課

4 ヘリサインの整備推進 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（災害緊急事態対処担当）
総務省消防庁国民保護・防災部防災課、
総務省消防庁国民保護・防災部防災課広域応援室
文部科学省大臣官房文教施設企画部施設助成課
国国土土交交通通省省水水管管理理・・国国土土保保全全局局防防災災課課

5 木造住宅密集地域の整備促進
　　１１　　災災害害にに強強いい都都市市構構造造のの確確保保

【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、市街地整備課
【【１１((22))】】国国土土交交通通省省都都市市局局公公園園緑緑地地・・景景観観課課

　　２２　　地地域域のの防防災災性性のの向向上上 【2】国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室、都市局市街地整備課
　　３３　　木木造造住住宅宅のの耐耐震震化化促促進進 【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

66 緊緊急急輸輸送送道道路路沿沿道道建建築築物物のの耐耐震震化化のの推推進進 国土交通省住宅局建築指導課建築物防災対策室、市街地建築課市街地住宅整備室
7 マンション耐震化及び適切な更新による都市再生 法務省民事局参事官室

国国土土交交通通省省住住宅宅局局市市街街地地建建築築課課
88 長長周周期期地地震震動動対対策策のの推推進進 国土交通省住宅局建築指導課
99 鉄鉄道道施施設設のの耐耐震震化化のの推推進進 国土交通省鉄道局鉄道局都市鉄道政策課、施設課
1100 病病院院等等のの耐耐震震化化対対策策にに係係るる補補助助制制度度のの拡拡充充 厚生労働省医政局指導課、社会・援護局福祉基盤課
11 私立学校の耐震化対策に係る助成の拡充 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課、生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校

教教育育振振興興室室、、初初等等中中等等教教育育局局幼幼児児教教育育課課、、高高等等教教育育局局私私学学部部私私学学助助成成課課
1122 液液状状化化対対策策のの推推進進  １１　　建建築築物物ににおおけけるる液液状状化化対対策策のの推推進進 【1】国土交通省住宅局建築指導課

　　２２　　羽羽田田空空港港のの液液状状化化対対策策のの推推進進 【【22】】国国土土交交通通省省航航空空局局航航空空ネネッットトワワーークク部部首首都都圏圏空空港港課課、、空空港港施施設設課課
13 ライフライン施設の耐震化などの推進 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（被災者行政担当）

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
国国土土交交通通省省道道路路局局国国道道・・防防災災課課、、環環境境安安全全課課

1144 下下水水道道事事業業にに対対すするる交交付付制制度度のの拡拡充充１下水道施設面的再構築事業の推進 【1～5】国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課
15 総合的な治水対策の推進

　　１１　　生生命命やや財財産産をを守守るる治治水水事事業業のの推推進進
【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
【【11】】計計画画課課、、砂砂防防部部保保全全課課、、砂砂防防部部保保全全課課海海岸岸室室

　　２２　　都都市市型型水水害害対対策策のの推推進進 【【22】】国国土土交交通通省省水水管管理理・・国国土土保保全全局局総総務務課課、、治治水水課課、、下下水水道道部部下下水水道道事事業業課課
　　３３　　地地震震・・津津波波・・高高潮潮対対策策のの推推進進 【【33】】国国土土交交通通省省水水管管理理・・国国土土保保全全局局総総務務課課、、治治水水課課
　　４４　　ソソフフトトととハハーードドのの連連携携ししたた土土砂砂災災害害対対策策のの推推進進 【【44】】国国土土交交通通省省水水管管理理・・国国土土保保全全局局総総務務課課、、砂砂防防部部砂砂防防計計画画課課、、砂砂防防部部保保全全課課
　　５５　　水水辺辺空空間間のの賑賑わわいいのの創創出出及及びび緑緑化化のの推推進進 【【55,,66】】国国土土交交通通省省水水管管理理・・国国土土保保全全局局総総務務課課、、河河川川環環境境課課
総合的な治水対策の推進　　７７　　流流域域貯貯留留浸浸透透事事業業のの推推進進 【【77】】国国土土交交通通省省水水管管理理・・国国土土保保全全局局総総務務課課、、治治水水課課
　　８８　　海海岸岸保保全全事事業業のの推推進進 【【88】】国国土土交交通通省省水水管管理理・・国国土土保保全全局局総総務務課課、、治治水水課課、、砂砂防防部部保保全全課課海海岸岸室室

1166 高高規規格格堤堤防防（（ススーーパパーー堤堤防防））事事業業のの推推進進 国国土土交交通通省省水水管管理理・・国国土土保保全全局局総総務務課課、、河河川川計計画画課課、、治治水水課課、、都都市市局局市市街街地地整整備備課課
1177 大大都都市市海海岸岸のの地地震震・・津津波波・・高高潮潮対対策策のの推推進進 国土交通省港湾局海岸 防災課
1188 ＧＧＰＰＳＳ波波浪浪計計整整備備のの推推進進 国土交通省港湾局技術企画課
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項目名
1199 市市街街地地のの開開発発にに係係るる諸諸事事業業のの推推進進１　土地区画整理事業の推進 【1】国土交通省都市局市街地整備課

　　２２　　市市街街地地再再開開発発事事業業のの推推進進 【2】国土交通省都市局市街地整備課、住宅局市街地建築課
　　３３　　住住宅宅市市街街地地総総合合整整備備事事業業（（拠拠点点開開発発型型））のの推推進進 【3】国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室
　　４４　　道道路路整整備備とと一一体体的的にに進進めめるる沿沿道道ままちちづづくくりりのの推推進進 【4】国土交通省都市局街路交通施設課、まちづくり推進課

2200 大大都都市市圏圏ににおおけけるる地地籍籍調調査査のの推推進進 国土交通省土地・建設産業局地籍整備課
21 国際競争力に資するまちづくりの推進 【(1)～(3)】内閣官房地域活性化統合事務局

【(1)～(3)】国土交通省都市局まちづくり推進課、市街地整備課、住宅局市街地建築課
【【((44))】】国国土土交交通通省省住住宅宅局局市市街街地地建建築築課課

22 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
づづくくりり

内閣府地方分権改革推進室
国国土土交交通通省省都都市市局局都都市市計計画画課課、、公公園園緑緑地地・・景景観観課課

23 ユビキタス技術を活用したまちづくりの推進 国土交通省総合政策局総務課（併）政策統括官付、道路局道路交通管理課高度道路交通システ
ムム推推進進室室

2244 不不法法係係留留船船対対策策のの推推進進 国国土土交交通通省省水水管管理理・・国国土土保保全全局局水水政政課課
2255 大大都都市市補補正正のの適適用用地地区区拡拡大大 国国土土交交通通省省大大臣臣官官房房技技術術調調査査課課
2266 公公共共用用地地取取得得にに係係るる租租税税特特別別措措置置法法等等のの改改正正 【【11～～33】】国国土土交交通通省省総総合合政政策策局局総総務務課課、、土土地地・・建建設設産産業業局局総総務務課課

　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】法務省民事局民事第二課
【【44】】国国土土交交通通省省総総合合政政策策局局総総務務課課、、土土地地・・建建設設産産業業局局総総務務課課

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
農林水産省経営局農地政策課
国国土土交交通通省省都都市市局局都都市市計計画画課課、、公公園園緑緑地地・・景景観観課課

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、都市局都市政策課、都市
計計画画課課、、市市街街地地整整備備課課

29 高速道路網の整備推進及び有効活用等
　１　高速道路網の整備推進

【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、道路局総務課高速道路
【1(1)】経営管理室、高速道路課、企画課、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、道路局高速道路課、企画課
【【11((33))～～((55))】】国国土土交交通通省省都都市市局局都都市市政政策策課課、、道道路路局局高高速速道道路路課課、、企企画画課課

　　２２　　高高速速道道路路網網のの有有効効活活用用 【【22】】国国土土交交通通省省都都市市局局都都市市政政策策課課、、道道路路局局高高速速道道路路課課、、企企画画課課、、環環境境安安全全課課
　　３３　　高高速速道道路路のの老老朽朽化化対対策策 【【33】】国国土土交交通通省省道道路路局局総総務務課課高高速速道道路路経経営営管管理理室室、、高高速速道道路路課課、、企企画画課課

3300 国国道道等等のの整整備備推推進進１１　　国国道道のの整整備備推推進進 【【11】】国国土土交交通通省省道道路路局局企企画画課課、、国国道道・・防防災災課課、、都都市市局局市市街街地地整整備備課課
　　２２　　臨臨港港道道路路のの整整備備促促進進 【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】法務省民事局民事第二課
【1】国土交通省総合政策局総務課、土地・建設産業局総務課、都市局市街地整備課、街路交通
【【11】】施施設設課課、、道道路路局局企企画画課課、、国国道道・・防防災災課課、、環環境境安安全全課課

　　２２　　無無電電柱柱化化事事業業のの推推進進 【【22】】国国土土交交通通省省道道路路局局国国道道・・防防災災課課、、環環境境安安全全課課
　　３３　　街街路路樹樹のの充充実実 【【33,,44】】国国土土交交通通省省道道路路局局環環境境安安全全課課
　　５５　　橋橋梁梁のの耐耐震震補補強強事事業業のの推推進進 【【55】】国国土土交交通通省省道道路路局局環環境境安安全全課課、、港港湾湾局局計計画画課課
　　６６　　道道路路災災害害防防除除事事業業のの推推進進 【【66】】国国土土交交通通省省道道路路局局国国道道・・防防災災課課、、環環境境安安全全課課
　　７７　　歩歩道道整整備備・・歩歩道道改改善善事事業業のの推推進進 【【77～～99】】国国土土交交通通省省道道路路局局環環境境安安全全課課
　　１１００　　臨臨海海部部道道路路網網のの整整備備 【10】国土交通省港湾局計画課

32 連続立体交差事業の推進 【(1)】国土交通省都市局街路交通施設課、道路局企画課
【【((22))】】国国土土交交通通省省都都市市局局市市街街地地整整備備課課、、街街路路交交通通施施設設課課、、道道路路局局企企画画課課

3333 踏踏切切対対策策推推進進ののたためめのの制制度度のの創創設設・・拡拡充充 国国土土交交通通省省道道路路局局路路政政課課、、都都市市局局街街路路交交通通施施設設課課、、鉄鉄道道局局都都市市鉄鉄道道政政策策課課、、施施設設課課
34 ＩＴＳを活用した高度な交通対策の一層の推進 内閣官房情報通信技術総合戦略室

内閣府政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）、参事官（社会基盤・フロンティア分野担当）
警察庁長官官房参事官（高度道路交通政策担当）
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
経済産業省製造産業局自動車課
国国土土交交通通省省道道路路局局ＩＩＴＴＳＳ推推進進室室、、自自動動車車交交通通局局技技術術安安全全部部技技術術企企画画課課

35 地下鉄一元化の推進 財務省理財局国有財産企画課
国国土土交交通通省省鉄鉄道道局局都都市市鉄鉄道道政政策策課課

36 都市高速鉄道整備の充実・強化
　　１１　　地地下下高高速速鉄鉄道道事事業業のの補補助助金金のの確確保保とと充充実実

【1】総務省自治財政局公営企業経営室
【【11】】国国土土交交通通省省鉄鉄道道局局都都市市鉄鉄道道政政策策課課

　　２２　　地地下下高高速速鉄鉄道道事事業業のの企企業業債債にに係係るる財財政政負負担担のの緩緩和和 【2】総務省自治財政局公営企業経営室
3377 ＪＪＲＲ中中央央線線のの複複々々線線化化のの早早期期実実現現 国国土土交交通通省省鉄鉄道道局局都都市市鉄鉄道道政政策策課課
3388 リリニニアア中中央央新新幹幹線線のの早早期期整整備備 国国土土交交通通省省鉄鉄道道局局幹幹線線鉄鉄道道課課、、都都市市局局ままちちづづくくりり推推進進課課、、道道路路局局企企画画課課、、高高速速道道路路課課
39 米軍基地対策の推進

　　１１　　米米軍軍基基地地のの整整理理・・縮縮小小・・返返還還のの促促進進
【1】外務省北米局日米安全保障条約課
【【11】】防防衛衛省省地地方方協協力力局局地地方方協協力力企企画画課課

　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
【【22】】防防衛衛省省防防衛衛政政策策局局防防衛衛政政策策課課、、日日米米防防衛衛協協力力課課

　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管制企画課、管制課
【【33】】防防衛衛省省地地方方協協力力局局地地方方協協力力企企画画課課

40 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
　１　羽田空港の更なる機能強化と国際化

【1】法務省入国管理局総務課
【1】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
【1】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航空ネットワーク企画課、航空事
【1】業課、首都圏空港課、空港施設課、環境・地域振興課、交通管制部交通管制企画課、管制
【【11】】課課、、港港湾湾局局計計画画課課

　　２２　　羽羽田田空空港港のの機機能能発発揮揮にに資資すするる交交通通アアククセセスス等等のの強強化化 【【22,,33】】国国土土交交通通省省航航空空局局航航空空ネネッットトワワーークク部部首首都都圏圏空空港港課課、、空空港港施施設設課課
41 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

法務省入国管理局総務課
外務省北米局日米安全保障条約課
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
防防衛衛省省防防衛衛政政策策局局防防衛衛政政策策課課、、日日米米防防衛衛協協力力課課、、地地方方協協力力局局地地方方協協力力企企画画課課

4422 首首都都圏圏新新空空港港のの事事業業化化のの推推進進 国国土土交交通通省省航航空空局局総総務務課課、、航航空空ネネッットトワワーークク部部空空港港施施設設課課
43 京浜三港（東京港・川崎港・横浜港）が実施する国際競争

力力強強化化施施策策へへのの支支援援
国土交通省港湾局港湾経済課、計画課

4444 港港のの自自主主性性をを発発揮揮ででききるる「「国国際際ココンンテテナナ戦戦略略港港湾湾」」のの実実現現 国土交通省港湾局港湾経済課
4455 物物流流機機能能のの強強化化等等にに向向けけたた東東京京港港整整備備のの推推進進 国土交通省港湾局計画課
4466 大大型型ククルルーーズズ客客船船ふふ頭頭等等のの整整備備推推進進　　【【新新規規】】 国土交通省港湾局計画課
4477 震震災災ににもも強強いい国国際際戦戦略略港港湾湾のの機機能能強強化化 国土交通省港湾局計画課、海岸・防災課
4488 非非常常災災害害時時ににおおけけるる港港湾湾機機能能のの維維持持にに向向けけたた対対応応 国土交通省港湾局海岸 防災課
49 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

国国土土交交通通省省国国土土政政策策局局離離島島振振興興課課、、港港湾湾局局計計画画課課、、海海岸岸・・防防災災課課
5500 東東京京港港のの新新海海面面処処分分場場のの財財源源確確保保 国土交通省港湾局計画課、海洋・環境課
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区分 所所管管課課

提提案案要要求求先先省省庁庁所所管管課課一一覧覧

項目名
1 低炭素かつ安価で安定的な供給に向けた抜本的な電力

改革の推進
　１　新電力の育成等に向けた電力システム改革の推進

【1(1)】経済産業省資源エネルギー庁総合政策課、資源・燃料部政策課
【1(2)】経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課、電力市場整備課
【1(3)】総務省自治財政局公営企業課
【1(3)】経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課、電力市場整備課、電力基盤
【1(3)】整備課
【1(4)】内閣府大臣官房民間資金等活用事業推進室
【1(4)】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、電力基盤整備課
【1(5)】経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課、電力市場整備課
【1(6),(7)】経済産業省資源エネルギー庁総合政策課、資源・燃料部政策課、電力・ガス事業部
【1(6),(7)】電力市場整備課
【1(6),(7)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【1(8)】経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課、電力基盤整備課
【【11((99))】】経経済済産産業業省省資資源源エエネネルルギギーー庁庁電電力力・・ガガスス事事業業部部政政策策課課

　２　分散型電源の普及拡大とエネルギーマネジメントの推進 【2(1)】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課、
【2(1)】電力・ガス事業部ガス市場整備課、電力基盤整備課
【2(1)】国土交通省都市局市街地整備課
【2(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(3)】経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課
【2(4)】経済産業省商務情報政策局電力安全課
【2(5)】厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
【2(5)】経済産業省産業技術環境局基準認証政策課
【2(5)】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
【【22((55))】】国国土土交交通通省省官官庁庁営営繕繕部部設設備備・・環環境境課課

　３　再生可能エネルギーの本格的な普及拡大 【3(1),(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、
【3(1),(2)】電力・ガス事業部電力市場整備課
【3(3)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【3(3),(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
【3(4)】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、省エネルギー・新エネ
【3(4)】ルギー部再生可能エネルギー推進室
【3(4)】法務省民事局民事第二課
【3(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
【【33((55))】】内内閣閣官官房房総総合合海海洋洋政政策策本本部部事事務務局局

2 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),(2),(3)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【1(4),(5)】経済産業省産業技術環境局環境政策課
【1(4),(5)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【1(6)】経済産業省資源エネルギー庁長官官房総合政策課、省エネルギー・新エネルギー部
【1(6)】省エネルギー対策課
【1(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
【1(7)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【1(8)】総務省自治税務局企画課
【1(8)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【1(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
【1(9)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【【11((1100))】】経経済済産産業業省省商商務務情情報報政政策策局局製製品品安安全全課課

　２　建築物の低炭素化の促進 【2(1)～(6)】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
【2(1)～(6)】国土交通省住宅局住宅生産課
【2(1)～(6)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【2(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
【【22((77))】】国国土土交交通通省省土土地地 建建設設産産業業局局土土地地市市場場課課

　３　自動車からの温室効果ガス排出量削減対策の推進 【3】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課、省エネルギー対策課、
【3】資源・燃料部政策課燃料政策企画室、製造産業局自動車課
【3】国土交通省自動車局環境政策課、道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室
【【33】】環環境境省省水水・・大大気気環環境境局局自自動動車車環環境境対対策策課課、、地地球球環環境境局局地地球球温温暖暖化化対対策策課課

　４　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
33 ヒヒーートトアアイイラランンドド対対策策のの推推進進１１　　ヒヒーートトアアイイラランンドド対対策策のの推推進進 【【11】】環環境境省省水水・・大大気気環環境境局局大大気気生生活活環環境境室室

　　２２　　環環境境負負荷荷低低減減をを目目指指ししたた先先進進的的なな都都市市づづくくりり 【【22】】国国土土交交通通省省総総合合政政策策局局環環境境政政策策課課、、水水管管理理・・国国土土保保全全局局下下水水道道部部下下水水道道事事業業課課
4 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充 【(1),(5),(6)】総務省自治税務局固定資産税課

【(1),(2),(3),(4),(6)】財務省主税局税制第一課
【(1),(2),(3),(5),(6)】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（鳥獣保護業務室）
【(7)】国土交通省都市局
【【((77))】】文文部部科科学学省省大大臣臣官官房房文文教教施施設設企企画画部部計計画画課課

55 公公園園整整備備事事業業のの推推進進１１　　公公園園整整備備事事業業のの推推進進 【【11,,22】】国国土土交交通通省省都都市市局局公公園園緑緑地地・・景景観観課課
6 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
【【11】】国国土土交交通通省省都都市市局局公公園園緑緑地地・・景景観観課課

　２　公園整備に係わる国有財産の活用 【2】財務省理財局国有財産業務課
【【22】】国国土土交交通通省省都都市市局局公公園園緑緑地地 景景観観課課

7 小笠原諸島世界自然遺産保全管理の推進 【(1)】農林水産省林野庁国有林野部経営企画課、森林整備部森林利用課
【(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)】文部科学省文化庁文化財部記念物課
【(3)】環境省自然環境局野生生物課
【【((44))】】国国土土交交通通省省国国土土政政策策局局特特別別地地域域振振興興官官

8 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化
　１　自動車からの排出ガス対策

【1】経済産業省製造産業局自動車課
【1】国土交通省自動車局環境政策課
【【11】】環環境境省省水水・・大大気気環環境境局局自自動動車車環環境境対対策策課課

　２　局地汚染対策 【2】国土交通省自動車局環境政策課
【【22】】環環境境省省水水・・大大気気環環境境局局自自動動車車環環境境対対策策課課、、総総合合環環境境政政策策局局環環境境経経済済課課

　　３３　　環環境境・・保保健健対対策策のの充充実実 【【33】】環環境境省省総総合合環環境境政政策策局局環環境境保保健健部部企企画画課課、、水水・・大大気気環環境境局局総総務務課課
　４　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 【4】環境省総合環境政策局環境保健部企画課

99 道道路路環環境境対対策策のの推推進進 国国土土交交通通省省道道路路局局企企画画課課、、国国道道・・防防災災課課、、環環境境安安全全課課
10 微小粒子状物質(ＰＭ2.5) 光化学オキシダント(Ｏx)対策の

推進
【(1)】環境省水・大気環境局大気環境課
【(2)①,⑦】環境省水・大気環境局大気環境課
【(2)②,③,⑥】経済産業省産業技術環境局環境指導室、環境省水・大気環境局大気環境課
【(2)④】環境省総合環境政策局環境経済課、環境省水・大気環境局大気環境課
【(2)⑤】国土交通省大臣官房技術調査課
【【((33)),,((44))】】環環境境省省水水・・大大気気環環境境局局大大気気環環境境課課

11 市街地土壌汚染対策の推進 【(1),(2),(5)】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
【【((44))】】経経済済産産業業省省産産業業技技術術環環境境局局環環境境指指導導室室、、環環境境省省水水・・大大気気環環境境局局土土壌壌環環境境課課
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区分 所所管管課課

提提案案要要求求先先省省庁庁所所管管課課一一覧覧

項目名
12 廃棄物・リサイクル対策の拡充 【(1)】経済産業省製造産業局化学物質管理課

【(1)】環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課、廃棄物対策課、総合環境政策局
【(1)】環境保健部環境安全課
【【((22))】】環環境境省省大大臣臣官官房房廃廃棄棄物物・・リリササイイククルル対対策策部部産産業業廃廃棄棄物物課課

13 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森林利用課
【(2)】農林水産省林野庁森林整備部整備課
【【((33))】】農農林林水水産産省省林林野野庁庁林林政政部部木木材材利利用用課課

14 東京湾の水質改善対策の促進　【新規】 国土交通省水管理・国土保全局下水道部流域管理官付、河川環境課、治水課、港湾局計画課
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部浄化槽推進室
農農林林水水産産省省農農村村振振興興局局整整備備部部設設計計課課

1 少子社会対策の推進
　　１１　　子子どどもも・・子子育育てて支支援援新新制制度度ににおおけけるる施施策策のの充充実実

【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）
【【11】】厚厚生生労労働働省省雇雇用用均均等等・・児児童童家家庭庭局局総総務務課課少少子子化化対対策策企企画画室室、、保保育育課課

　２　待機児童解消に向けた支援の充実 【2(1)】厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課
【2(2)】厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課
【【22((22))】】財財務務省省理理財財局局国国有有財財産産企企画画課課

22 特特別別なな支支援援をを要要すするる子子供供とと家家庭庭にに係係るる施施策策のの充充実実１　児童に関する相談支援機能の強化 【1】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
　　２２　　社社会会的的養養護護施施策策のの充充実実 【2】厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課

33 高高齢齢社社会会対対策策のの推推進進１１　　介介護護保保険険制制度度のの円円滑滑なな運運営営 【1】厚生労働省老健局振興課
　　２２　　訪訪問問看看護護のの総総合合的的なな推推進進 【2】厚生労働省老健局老人保健課
　　３３　　認認知知症症対対策策のの総総合合的的なな推推進進 【【33】】厚厚生生労労働働省省老老健健局局認認知知症症・・虐虐待待防防止止対対策策推推進進室室
　４　療養病床再編成の円滑な実施 【4(1)】厚生労働省保険局医療課、医政局総務課

【【44((22))】】厚厚生生労労働働省省老老健健局局老老人人保保健健課課、、高高齢齢者者支支援援課課
　　５５　　介介護護施施設設等等へへのの防防火火設設備備のの設設置置促促進進 【5】厚生労働省老健局高齢者支援課、振興課
　６　事業の円滑な実施に向けた助成制度等の実現 【6】厚生労働省老健局高齢者支援課

【【66】】財財務務省省理理財財局局国国有有財財産産企企画画課課
44 医医療療保保険険制制度度のの改改革革等等　　　　医医療療保保険険制制度度のの見見直直しし等等 厚生労働省保険局国民健康保険課、高齢者医療課
5 障害者施策の推進

　１　障害者の日常生活・社会生活の支援に関する法制度
【1(1),(2)】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)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室
【1(5)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
【【11((66))】】厚厚生生労労働働省省社社会会・・援援護護局局障障害害保保健健福福祉祉部部企企画画課課、、精精神神・・障障害害保保健健課課

　２　障害福祉サービス基盤整備 【2(1)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
【2(1)】財務省理財局国有財産企画課
【【22((22))】】厚厚生生労労働働省省社社会会・・援援護護局局障障害害保保健健福福祉祉部部障障害害福福祉祉課課

　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)】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
【【33((1100))】】厚厚生生労労働働省省社社会会・・援援護護局局障障害害保保健健福福祉祉部部障障害害福福祉祉課課

　　４４　　就就労労支支援援のの充充実実 【4】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
　５　精神科医療等の充実 【5(1)～(3)】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(4)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
【【55((55)),,((66))】】厚厚生生労労働働省省社社会会・・援援護護局局障障害害保保健健福福祉祉部部精精神神・・障障害害保保健健課課

6 生活・雇用に関するセーフティネットの強化
　　１１　　生生活活・・雇雇用用にに関関すするるセセーーフフテティィネネッットトのの強強化化

【1】厚生労働省社会・援護局総務課、地域福祉課、地域福祉課生活困窮者自立支援室、
【【11】】職職業業安安定定局局就就労労支支援援室室

　　２２　　生生活活保保護護制制度度のの見見直直しし 【2】厚生労働省社会・援護局保護課
7 保健医療施策の推進

　　１１　　医医師師確確保保対対策策のの充充実実
【1】厚生労働省医政局総務課、指導課、医事課、医事課医師臨床研修推進室、保険局医療課、
【【11】】健健康康局局ががんん対対策策・・健健康康推推進進課課公公衆衆衛衛生生医医師師確確保保推推進進室室

　　２２　　看看護護職職員員確確保保対対策策のの充充実実 【2】厚生労働省医政局看護課
　　３３　　病病床床確確保保のの推推進進 【【33,,44】】厚厚生生労労働働省省医医政政局局総総務務課課、、指指導導課課、、医医事事課課、、保保険険局局医医療療課課
　　５５　　在在宅宅療療養養のの基基盤盤強強化化 【5】厚生労働省医政局指導課、歯科保健課
　　６６　　ががんん対対策策のの充充実実（（１１））ががんん予予防防対対策策のの充充実実 【6(1)】厚生労働省健康局がん対策・健康増進課
　　６６　　ががんん対対策策のの充充実実（（２２））ががんん医医療療体体制制のの充充実実 【6(2)】厚生労働省健康局がん対策・健康増進課、保険局医療課
　　６６　　ががんん対対策策のの充充実実（（３３））ががんん登登録録のの推推進進 【6(3),(4)】厚生労働省健康局がん対策・健康増進課
　　７７　　救救急急医医療療体体制制のの整整備備 【7～11】厚生労働省医政局指導課、保険局医療課

88 ウウイイルルスス肝肝炎炎対対策策のの強強化化 厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室
9 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】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
【【11】】国国土土交交通通省省港港湾湾局局海海岸岸・・防防災災課課

　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
【【22】】厚厚生生労労働働省省健健康康局局結結核核感感染染症症課課、、医医薬薬食食品品局局血血液液対対策策課課

10 健康危機管理体制の充実
　　１１　　食食品品のの安安全全・・安安心心確確保保ののたためめのの施施策策のの推推進進

【1】内閣府消費者庁食品表示企画課
【【11】】厚厚生生労労働働省省医医薬薬食食品品局局食食品品安安全全部部監監視視安安全全課課

　　２２　　結結核核対対策策のの推推進進 【2,3】厚生労働省健康局結核感染症課
　　４４　　違違法法（（脱脱法法））ドドララッッググにに係係るる監監視視指指導導対対策策のの強強化化 【4】厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

1111 放放射射能能にによよるる健健康康影影響響にに係係るる検検査査体体制制等等のの整整備備１　食品中の放射性物質対策の推進 【1】厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課
　　２２　　緊緊急急被被ばばくく医医療療体体制制のの整整備備 【2】厚生労働省健康局総務課

1 国家戦略特区としてのアジアヘッドクォーター特区の推進 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
経経済済産産業業省省貿貿易易経経済済協協力力事事務務局局貿貿易易振振興興課課

2 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく看護師候補者及び介護福
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、南部アジア部南東アジア第二課
厚生労働省大臣官房国際課、医政局看護課、職業安定局派遣・有期労働対策部外国人雇用対
策策課課、、社社会会・・援援護護局局福福祉祉基基盤盤課課

33 ＮＮＰＰＯＯ法法人人認認定定制制度度にに係係るる対対応応 内内閣閣府府政政策策統統括括官官（（経経済済社社会会シシスステテムム担担当当））付付参参事事官官（（市市民民活活動動促促進進担担当当））
44 ＭＭＩＩＣＣＥＥ推推進進施施策策のの抜抜本本的的なな強強化化 国国土土交交通通省省観観光光庁庁観観光光戦戦略略課課
55 統統合合型型リリゾゾーートト（（ＩＩＲＲ））のの整整備備推推進進 内内閣閣府府
6 外国人旅行者の受入体制整備の拡充 【(1)】法務省入国管理局総務課

【(1)】外務省領事局外国人課
【(2)】内閣府金融庁監督局銀行第一課
【(2)】経済産業省商務情報政策局商取引・消費経済政策課
【【((22))～～((44))】】国国土土交交通通省省観観光光庁庁参参事事官官（（外外客客受受入入担担当当））

7 中小企業者の円滑な資金調達の推進 内閣府金融庁監督局総務課
経済産業省中小企業庁事業環境部金融課
経経済済産産業業省省経経済済産産業業政政策策局局産産業業資資金金課課

8 都市農業・農地に係る制度の改善 【(1)】国土交通省都市・地域整備局都市計画課
【(1)】環境省自然環境局自然環境計画課
【(2)①～③】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)①,②】国土交通省都市・地域整備局都市計画課
【(2)②,③】財務省主税局税制第一課
【(2)③】国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課
【【((22))③③】】環環境境省省自自然然環環境境局局自自然然環環境境計計画画課課
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区分 所所管管課課

提提案案要要求求先先省省庁庁所所管管課課一一覧覧

項目名
9 沖ノ鳥島の利活用の推進 【(1),(2),(3),(5)】農林水産省水産庁漁政部漁政課

【(3),(4)】国土交通省水管理・国土保全局砂防海岸室
【【((55))】】内内閣閣官官房房総総合合海海洋洋政政策策本本部部事事務務局局

1100 ウウメメ輪輪紋紋ウウイイルルスス（（ププララムムポポッッククススウウイイルルスス））のの緊緊急急防防除除 農農林林水水産産省省消消費費・・安安全全局局植植物物防防疫疫課課
11 障害者の就業支援策の一層の充実 【(1),(2),(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

【【((33))】】厚厚生生労労働働省省職職業業能能力力開開発発局局能能力力開開発発課課
1122 若若年年者者のの就就業業をを支支援援すするる施施策策のの充充実実新規学卒者及び未就職卒業者対策の推進 厚厚生生労労働働省省職職業業安安定定局局派派遣遣・・有有期期労労働働対対策策部部企企画画課課若若年年者者雇雇用用対対策策室室
1133 豊豊洲洲新新市市場場整整備備等等にに対対すするる交交付付金金のの確確実実なな措措置置 農林水産省食料産業局食品製造卸売課
14 「国際貢献ビジネス」の展開に向けた取組の強化 内閣官房副長官補付

総務省自治財政局、自治行政局
外務省国際協力局
厚生労働省健康局
経経済済産産業業省省製製造造産産業業局局

1 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催へ
の全面的支援

内閣官房２０２０年オリンピック パラリンピック東京大会推進室
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国際スポーツ室
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
国土交通省総合政策局政策課、道路局、鉄道局、自動車局、港湾局、航空局
国国土土交交通通省省観観光光庁庁参参事事官官（（外外客客受受入入担担当当））

2 スポーツ振興事業の推進
　１　国立霞ヶ丘競技場建替えの適切な推進

【1】財務省主計局主計官
【1】文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課
【【11】】国国土土交交通通省省都都市市局局都都市市計計画画課課

　　２２　　ススポポーーツツ施施設設のの整整備備促促進進 【【22】】文文部部科科学学省省ススポポーーツツ・・青青少少年年局局ススポポーーツツ・・青青少少年年企企画画課課
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、職業能力開発局キャリア
【【11】】形形成成支支援援室室、、社社会会・・援援護護局局総総務務課課

　　２２　　非非行行少少年年のの立立ちち直直りりののたためめのの措措置置のの充充実実 【2】法務省保護局更生保護振興課
　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】厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課
【【33】】経経済済産産業業省省商商務務情情報報政政策策局局情情報報経経済済課課

4 幼児教育の質の確保 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）
文文部部科科学学省省初初等等中中等等教教育育局局幼幼児児教教育育課課

55 私私立立学学校校助助成成のの拡拡充充 文文部部科科学学省省高高等等教教育育局局私私学学部部私私学学助助成成課課
66 高高等等学学校校等等就就学学支支援援金金制制度度のの必必要要経経費費のの確確保保等等 文文部部科科学学省省初初等等中中等等教教育育局局財財務務課課高高校校修修学学支支援援室室
7 公立高等学校授業料不徴収における新たな制度導入に

要要すするる経経費費のの全全額額国国費費負負担担
文部科学省初等中等教育局財務課高校修学支援室

88 公公立立学学校校のの教教職職員員定定数数のの充充実実及及びび学学級級編編制制標標準準のの改改定定 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課、財務課
99 特特別別支支援援学学校校のの養養護護教教諭諭等等のの定定数数改改善善 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課、財務課
1100 教教育育委委員員会会のの実実情情をを踏踏ままええたた教教育育委委員員会会制制度度のの見見直直しし 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
1111 いいじじめめ問問題題等等にに対対すするる取取組組のの充充実実 文部科学省初等中等教育局児童生徒課
1 首都東京を守るテロ対応力の強化

　　１１　　テテロロへへのの効効果果的的対対処処
【1(1)】内閣官房副長官補（安全保障・危機管理）付内閣参事官
【【11((22))】】警警察察庁庁警警備備局局警警備備企企画画課課

　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)】環境省原子力規制庁政策評価・広聴広報課
【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
【【22((33))】】厚厚生生労労働働省省大大臣臣官官房房厚厚生生科科学学課課

22 ササイイババーーテテロロ・・ササイイババーーイインンテテリリジジェェンンスス対対策策のの強強化化 警察庁警備局警備企画課
33 総総合合的的なな治治安安対対策策のの充充実実・・強強化化１　首都警察特別補助金の増額 【1】警察庁長官官房会計課

　　２２　　外外国国人人犯犯罪罪対対策策のの推推進進　　不不法法就就労労対対策策のの強強化化 【【22】】法法務務省省入入国国管管理理局局総総務務課課
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